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１ 主題設定の理由  

平成の時代には、阪神・淡路大震災や東日本大震災、熊本地震に加え、各地で集中豪雨

が起きた。その記憶は令和へと時代が移り変わった今でも新しい。また、南海トラフ地震

について耳にすることが多くなり、巨大地震は決して他人事ではなく、自分たちの住む地

域にいつ来てもおかしくないという認識のもと、心構えや備えをしておく必要がある。総

合的な学習「防災キッズになろう～わたしたちにできること～」では「防災への関心を高

め、自他の命を大切にしようとする思いを育む」とともに、「災害発生時及び発生後に、

家庭や地域の安全に役立とうとする意欲や態度を育む」ことを目標に取り組んでいく。  

 昨年度の総合的な学習は、４年生を対象に「環境マイ

スターになろう」に取り組んだ。環境問題についてイン

ターネットを活用して調べて発表したり、廃油石けんを

作ったりして積極的に活動に取り組むことができた。児 

童を対象としたアンケート調査によれば、約 86％の児童

が環境学習に進んで取り組むことができたと回答してい

る。しかし、「リサイクル活動に協力していない」「道路

にごみが落ちていても拾わない」などと回答した児童は

約 65％いて、学んだことを社会のために役立てよういう  

う意識をもって活動に参加するまでには至っていない。  

また、地域の活動への参加状況は、約 45％の児童が参加 

していると回答したのに対して、約 55％の児童は「忙し 

くて参加できない」「一緒に行く友達がいない」「いつ何  

をやっているのか分からない」などの理由で参加してい  

ないと回答した（資料１）。こうした状況から、学校で  

行う活動には積極的に取り組むが、学んだことを社会のために役立てようとか、社会の一

員として行動しようという意識があまり育っていないと言える。また、地域行事にも積極

的に参加する児童と参加していない児童に二分されている状況が把握できる。  

総合的な学習の目標に、「探究的な見方・考え方を働かせ、 (略)よりよく課題を解決し、

自己の生き方を考えていくための資質能力を育成することを目指す」とあり、また「自己

の生き方を考えていく」ことについては、「探究的な学習に主体的・協働的に取り組むとと

もに、互いのよさを生かしながら、積極的に社会に参画しようとする態度を養う」（註１）

(1)環境学習に進んで取り組んだか  

 

（資料１）事前アンケート結果  

 

(４ )地域の活動に参加しているか  
 

(２ )学び合いに進んで参加したか  
 

(３ )社会に役立つ活動をしているか  
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とある。したがって、人や社会との関わりにおいて自らの生活や行動に目を向け、社会の

一員として行動意欲をもつことが、社会に参画して活動しようとする子の育成につながる

と考えて研究主題を設定した。  

２ 研究の構想  

(1) 研究の仮説と手立て  

 社会に参画しようとする態度を養うためには、社会の事象を他人事としてではなく自分

事として捉えることが大切であり、社会参画のステップとして、①社会事象を自分事とし

て理解する段階、②社会事象の解決方法を考える段階、③行動に移したり社会に発信した

りする段階を踏まえる必要がある（註２）。したがって「防災キッズになろう～わたした

ちにできること～」の学習を、①社会事象を理解する段階、②問題を把握して解決方法を

考える段階、③地域の人とともに活動し、学んだことを発信する段階の３段階で構成す

る。そして、社会事象を自分事として捉え、社会とのつながりを意識して活動することが

社会に参画しようとする態度を養う基盤になると考えて、研究の仮説と手立てを次のよう

に設定した。  

 

 

 

 

 

仮説(1)を具現化するための手立て  

①  社会事象を理解する段階では、地震体験を行ったり、大地震を経験された方から話を

聞いたり、震災モニュメントの見学者から報告を受けたりする活動に取り組む。 

②  問題を把握して解決方法を考える段階では、家庭・通学路での防災対策や避難所生活

の実態や問題点を調べて、自分たちにできることを考える場を設定する。 

③  地域の人と活動し、学んだことを発信する段階では、地域活動に参加したり群読劇や

防災新聞などで学んだことを伝えたりする活動に取り組む。 

仮説(2)を具現化するための手立て  

④  社会事象を理解する段階では聞き取りの内容や見学の視点について学び合う場、問題

を把握して解決方法を考える段階では自分たちにできることについて学び合う場、学

んだことを発信する段階では、発信内容や発信方法について学び合う場を設定する。 

(1) 探究活動の過程に体験活動や人と関わる活動を位置付けて３段階の学習構成をす

れば、社会の事象を自分事として捉えて理解するとともに、他者への思いを育み社会

とのつながりを意識して活動することができるであろう。  

(2) ３段階の学習において、互いの考えや意見を出し合い学び合う場を設定すれば、体

験活動に臨む視点をもったり、探究活動を深めたりすることができるであろう。  
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 （２）学習指導計画（４５時間完了） 

                 学 習 展 開 

 

過去の震災に目を向けよう：『はるかのひまわり』『つなみてんでんこ』  ②～⑫ 

・震度６強の揺れを体験して地震の怖さが分かった。  ・本当に地震がきたら体を丸めて命を守りたい。 

・地震で電気やトイレが使えなくなることが分かった。 ・マイトイレは段ボールがあればできるので便利だな。 

 

 

・地震によって電気やトイレが使えなくなるかもしれないことを知ったよ。 

過去に起こった大地震について調べてみたいな。 

・阪神淡路大震災では地震で大きな被害が出た。 ・高速道路の橋脚が倒れた。 ・火事が起きて犠牲者が増えた。 

・東日本大震災では、波による被害が多かった。 ・自分達で高台まで逃げて助かった小中学生がいた。 

 

被災された方の話を聞こう⑵ ～阪神・淡路大震災希望の灯り～     ⑯～⑱ 

                 ➉ ・避難や救助の様子はどうだったか。  ・どんな気持ちで避難したか。  ・避難生活はどうだったか。 

・「はるかのひまわり」の種の配布をなぜ始めたのか。 ・「希望の灯り」は何のために灯されているのか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「はるかのひまわり」を広めたいな。 震災と復興を忘れないように「1.17希望の灯り」が輝き続けているんだな。 

・地域の人は真剣に防災訓練をしていたよ。  ・多くの人に伝えることで防災意識を高めることができた。 

地震の備えができているか確認しよう ～安城市役所防災危機管理課の方の話～  ⑲ 

家庭や通学路で自分たちにできることを考えて実行しよう         ⑳～㉜ 

 

地域の防災訓練に参加したり、防災新聞を作って地域に回覧したりしよう  ㊴～㊺ 

もし地震が起きた時には、学んだことを活かして行動したい。 

学んだことを家族や地域の人に広めよう                   ㉝ 

。                ⑦⑧ 

・防災バッグはあったけど押し入れにしまった。  ・賞味期限が切れた水と缶詰が入っていたよ。  

・防災バッグは定期的に確認することが大事だね。 ・家が被災した時の避難所を家族に確認しよう。 

・防災バッグの中身はどんな物が必要なのか考えて、家族に伝えよう。 

・道路では看板や塀が倒れると危険だね。  ・自販機は倒れることはないのかな。 

・地震が起きたら看板や塀のない所ですわってやり過ごす。 ・近くに公園や広場があれば避難するといいね。 

・二本木学区の防災マップを作って、通学路の危険場所をみんなに伝えよう。 

・ 
学んできたことを家族や地域の人たちに広めたいな。 

被災された方の話を聞こう⑴ ～釜石市いのちをつなぐ未来館～     ⑬～⑮ 

改めて震災の恐ろしさを知ったよ。 辛い経験をしながらも今を強く生きる方々の素晴らしさに感動したよ。 

・津波はどの辺りまで来たか。 ・今の釜石市の状況はどうか。 ・今、地震やつなみ対策で何をしているか。 

・どんな気持ちで避難したか。  ・避難生活はどうだったか。  ・家族と再会した時、どんな気持ちだったか。 

・地震について劇をしたらみんなに知ってもらえるよ。   ・学校のホームページに載せるといいよ。 

・みんなで防災新聞を作って地域で回覧すれば広まるよ。  ・ポスターを作って貼れば読んでくれるよ。 

被災された方から話を聞いてみたいな。 

わたしの家の防災対策や通学路の安全について調べてみたいな。 

・わたしの家の防災対策は大丈夫かな。  ・通学路で地震が起きたらどうするのかな。 

 

 

学んだことを劇にしてみんなに伝えよう                 ㉞～㊳ 

・地震が起きた時の地震の怖さを伝えたい。 ・壊れた家から逃げていく時に低学年の子を助ける。 

・がれきの中から生きている人を助ける   ・避難所生活は水や食べ物が配給で苦しいけどみんなで助け合う。   

社
会
事
象
を
理
解
す
る
段
階 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

問
題
を
把
握
し
て
解
決
方
法
を
考
え
る
段
階 

 
 
 

地
域
の
人
と
活
動
し
地
域
に
発
信
す
る
段
階 

震度７の揺れを体験してみよう（防災教室）             ① 
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(3) 検証の方法  

本実践研究の検証のために児童Ａを抽出児童とした。児童Ａは事前アンケートで環境学

習について、「地球温暖化についてポスターに描いて広め、自分たちで実践した」という

理由で「進んで活動できた」と回答した。しかし、社会のために役立ったと思うかの問い

対しては、「学年では意識できたけど他学年や地域の人には伝わらなかった」という理由

で、「あまり役立たなかった」と回答した。そこで、児童Ａに対して体験活動や人と関わ

る活動に取り組み、互いの考えや意見を出し合って学び合い、学んだことを発信するなか

で社会とのつながりを意識し、社会の一員として活動する態度を養ってほしいと願った。  

３ 実践の内容  

(1) 社会事象を理解する段階の活動  

ア 地震を身近に感じる防災教室（手立て①） 

  小中学生の防災意識を高める活動に取り組む団体の方  

を招いて防災教室を実施した。児童は起震装置「なまず  

号」で震度７を体験するブース、避難所生活で有効に使  

えるマイトイレを作るブース、家具転倒防止について学  

ぶブースに分かれ、順番に体験をしたり説明を聞いたり  

した（写真１）。防災教室の後、分かったことや思った  

ことを共有するための場を設けた。震度７の体験につい  

ては、「大地震の揺れはこんなに激しいんだなと知って、地震の恐ろしさがよく分かりま

した。」「震度７の揺れがすごかったです。本当に地震が来たらダンゴムシのように丸まっ

て、命を守りたいと思いました。」などの思いを発表し合った。また、マイトイレや家具

転倒防止については、「水洗トイレは１か月くらい使えないし、仮設トイレは３日から１

週間は来ないそうです。マイトイレはゴミ箱か段ボールとゴミ袋があればできるので、今

度の休みの日に作ってみたいです。」「大きい棚には重い物を一番下のスペースに入れて、

軽いものは一番上のスペースに入れる方がいいと聞いたので、家族に話してそうしたいと

思いました。」などと発表し合った。さらに知りたいこと、調べたいことについては、「お

ばあさんが北海道に住んでいて、震度６くらいの地震を経験したから、おばあさんにその

時の状況を聞いてみたい。」「私たちの住んでいる所は、 75 年も大きな地震が来ていないの

で、これからどんな地震が来るのか調べてみたい。」「「なまず号」で体験したのと同じく

らいの大きな地震が、阪神大震災や東日本大震災で起きたので、どんな状況だったか調べ

 

 

 

 

 

 

 

 

（写真１）「なまず号」体験  
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てみたい。」などと発表し合った。  

 児童Ａは、震度７規模の地震が来た時の状況  

や対応について学ぶとともに、特に簡易トイレ  

について興味をもち、家にあるもので作れるの 

でいざという時のために作ってみたいという思  

いを振り返りプリントに記述した（資料２）。 

イ 「釜石市いのちをつなぐ未来館」とテレビ電話で行う遠隔授業（手立て①・④）  

 東日本大震災について地震や津波の規模、被害の状況などについて調べた児童は、『つ

なみ てんでんこ はしれ上へ！』という絵本があることを知った。そこで、絵本を取り寄

せて読み聞かせを行ったところ、児童は「津波も来るし、山崩れもあり、逃げるのがとて

も大変だと思った。でも、みんな生き延びることができてよかったと思った。」「みんなで

協力し合って避難することができてよかったと思った。私も学校の避難訓練をしっかりや

ろうと思った。」などの感想をもった。児童Ａも「本当に泣けました。自分の命は自分で

守りながら、小学生の手を引いて逃げた中学生に感動しました。」という感想をもった。  

 絵本『つなみ てんでんこ はしれ、上へ！』に出てくる中学生の一人が、今年４月から

釜石市の防災教育施設「いのちをつなぐ未来館」の職員として勤務していることを紹介し

た。すると、その人から当時の様子について話を聞きたいとかインタビューしたいという

声があがった。そこで、職員の菊池さんとテレビ電話を通して遠隔授業を実施することに

した。授業は菊池さんの話を 30 分、質疑応答を  

15 分で計画した。最初、児童から質問したいこ 

ととして出されたのは 40 数項目あった。そこ 

で質問を絞り込むために話し合いの場を設けた。 

話し合いでは、各項目について菊池さんに質問 

することが適切かどうか意見を述べ合った。その  

結果、「避難する時にどれくらい緊張したのか。」 

「避難しようと誰が最初に声をかけたか。」のよ 

うにあまり意味がないもの、「当時のみんなはど 

のような気持ちだったのか。」「避難する途中であ 

きらめそうになったことはあるか。」などのよう  

に統合できるもの、「逃げる時、どんな気持ちだ  

 

 

 

 

 

 
(質問項目 )避難の時どれくらい緊張し

たか。  
Ｃ：津波が来ると思って必死に逃げた

と言われると思うから聞かなくて
もいい。  

Ｃ：緊張して夢中で避難したというの
は聞かなくても分かる。（略）  

(質問項目 )当時のみんなの気持ち。  
Ｃ：当時というのはいつのこと？地震

が起きて避難する時のこと？それ
とも避難生活のこと？  

Ｃ：避難する時なら避難の時、避難生
活ならその時の気持ちを聞けばよ
い。（略）  

(質問項目 )家族に会えた時の気持ち。  
Ｃ：避難生活は心細いので家族に会え

たときはうれしかったと思うから
聞かなくても分かる。  

Ｃ：うれしいことは分かるけど、他の
気持ちもあるかもしれないから質
問していい。  

Ｃ：うれしい気持ちの他は分からない
ので、直接聞いてみたい。（略）  

（資料３）質問項目を考える話し合い  

 

（資料２）児童Ａの振り返り  



 

 

- 6 - 

 

ったか。」「家族に会えた時、どんな気持ちだったか。」  

などのように適切なものに分類した。そして、質問する  

のに適切だと判断された項目についてさらに話し合って  

10 項目に絞っていった（資料３）。児童Ａは、「家族に  

会った時どんな気持ちだったか。」という質問をつくっ 

た。話し合いではみんなに適切だと認められ、当日は代 

表児童の一人として菊池さんに質問をすることに 

なった。 

 遠隔授業では、菊地さんから、「中学生だから  

小学生を助けないといけないと思ったけれど怖か  

った。でも、だいじょうぶだよ、津波が来るから  

早く逃げようねと元気付けながら逃げた。」「津波 

は真っ黒な壁みたいに列になって向かってきた。  

自分の家が流されてパニックになった。その時、  

死にたくないと思った。」などと避難の状況とと 

もに、学校での避難訓練をきちんとやっておくこ  

と、避難所ではいろいろな人が集まるので普段か  

らみんなと仲良くしておくことなど、災害 

の教訓について話していただいた。そして、  

児童Ａをはじめ 10 名の代表児童の質問に  

ていねいに答えていただいた（資料４）。  

 遠隔授業の後、児童Ａは自分が質問した 

ことに対して、家族に会えてよかったと思  

うと予想したけれど、「家族に会えない友  

達のことを思うと素直に喜べなかった。」と言うのを聞いて、菊池さんの友達を思う優し

さに感銘を受けたと振り返りプリントに記述した（資料５）。  

ウ 「神戸震災モニュメント」の見学と報告会（手立て①・④）  

阪神・淡路大震災について地震の規模、被害の状況などについて調べた児童は、「６千人

以上の人が亡くなり、大きなビルが倒れたり、高速道路の橋脚が折れたりして、ものすごい

地震だったんだ。」「地震の後で火災が起きて、けがをしたり亡くなったりした人もいて、被

 

 

 

 

 
Ａ：家族に会った時どんな気持ちでした

か。  
Ｋ：家族に会えたのは次の日の夕方だっ

た。その時はうれしかった。でも、
家族に会えない友達のことを思う
と素直に喜べなかった。  

Ｃ：今どのような震災対策をしています
か。  

Ｋ：地域の人で避難できずに亡くなった
方がいて、その人たちのことを思う
と辛くなる。それで避難の時には、
「避難しました」の札を掛けて周り
に分かるように呼び掛けている。  

Ｃ：地震に対する備えはどのような事が
ありますか。  

Ｋ：備えはたくさんあります。どこへ避
難すればよいか知っておくことが
大事です。自分の命を大事にして、
余裕があれば人を助けてあげてく
ださい。  

 

 

 

 

 

 

(資料４ )質疑応答（一部抜粋・要約して掲載） 

 

(写真２ )テレビ電話による遠隔授業  

 

（資料５）児童Ａの振り返り  
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害が大きくなったことが分かってびっくりし  

た。」などの感想をもった。阪神・淡路大震災 

について調べていた児童に対して、学年の代表  

児童８名が神戸震災モニュメントの見学を行う 

機会を得た。見学地は、神戸市三宮遊園の震災 

モニュメント、神戸港震災メモリアルパーク、 

人と防災未来センターの３箇所で、人と防災未  

来センターでは震災を経験された語り部さんの 

講話を聞くことも予定された。  

 神戸震災モニュメントの見学を代表児童の学  

びの場とするだけでなく、学級・学年全体の学 

びの場とするために見てくるものや聞いてくる 

ものを話し合う場を設けた。三宮遊園の震災モ 

ニュメントについては、「希望の灯り」の碑文、  

モニュメントを建てた理由などが出された。  

モニュメントを建てた理由や建てた人の気  

持ちについては、見学だけでは分からない  

と言う意見が出たり、東日本大震災のモニ  

ュメントとの違いについては意味がないと  

いう意見が出たりした。語り部さんに聞く  

ことについては、地震の様子や思い、避難 

の様子や避難所生活、そして復興のことなどが出された（資料６）。 

 児童Ａは、話し合いで震災モニュメントを訪れる人の気持ちを知りたいと発表した。振  

り返りでも震災モニュメントを建てた人や訪れる人の 

気持ちを知りたいと記述した。また、語り部さんには  

当時の状況や気持ちとともに、自分たちへのアドバイ  

スをしていただきたいと記述した（資料７）。 

 神戸震災モニュメント見学の報告会では、代表児童  

８名が分担をして見学したり語り部さんから聞いてき  

たりしたことを報告した。それに対して、聞き手の児  

 
Ｔ：三宮遊園見学の視点を発表しよう。  
Ｃ：希望の灯りの台には何て書いてある

か。  
Ｃ：瞑想空間でどんなことを感じるか。  
Ｃ：なぜそこにモニュメントを建てたか。 
Ｃ：モニュメントを建てた人の気持ち。  
Ｃ：質問、建てた人はその場にいないので

聞けないのではないですか。  
Ｃ：質問、三宮遊園にモニュメントを建て

た理由も見学するだけでは分からな
い。  

Ｃ：希望の灯りの台に書いてあることが、
参考になるかもしれない。  

Ｃ：東日本大震災のモニュメントと比べ
てどんな違いがあるか。  

Ｃ：東日本大震災のモニュメントは知ら
ないし、比べる意味があるのですか。 

Ｃ：同じ意見。比べる必要はないと思う。 
Ｃ：遊園の周りはどんな被害だったか。  
Ｃ：看板があればいいけど、看板がないと

分からないのじゃないですか。（略） 
Ｔ：語り部さんに聞くことを発表しよう。 
Ｃ：今の神戸がどこまで復興したか。  
Ｃ：避難所生活での人との関わり方。  
Ｃ：地震の時や後でどんなことを思った

か。  
Ｃ：避難所生活ではどんな苦労したか。

（略）  
 

 

 

 

 

 

 

（資料６）見学の視点を考える話し合い  

 

（資料７）児童Ａの振り返り  

 

 

 

 

(写真３ )神戸震災モニュメントの報告会  
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童は、震災モニュメントが三宮東遊園に建てられた  

理由、瞑想空間で思ったことなどについて質問をし  

た（資料８）。振り返りで、児童Ａは「被災者の方  

がどういう思いで「希望の灯り」を設置したのか、  

どういう思いでプレートに名前を彫ったのかなど、  

知りたかったことがよく分かりました。新しく分か  

ったことはマリーナ像のことです。修復されたマリ  

ーナ像が抱えている時計は、５時 46 分で止まって  

いるそうです。神戸の人たちは震災のことを忘れず  

にずっと伝えていこうとしているのだなと思いまし  

た。」という思いを記述した。 

(2) 問題を把握して解決方法を考える段階の活動  

ア 家庭で進める防災で自分たちにできること（手立て②・④）  

安城市危機管理課の方を招いて防災講座を実施し  

た。講師から地震による被害の様子や避難所生活の  

様子について話していただいた（写真４）。今から 

できる家庭での防災対策として家具の固定、水や食 

料の備蓄、防災グッズの準備などが必要であること、 

他に通学路では倒れそうな壁や看板の把握などが必  

要であることを教えていただいた。 

防災講座後、児童は「ハザードマップを確認したり、避難所の確認をしたりすることが

大切だと分かった。」「物が倒れないように家具を固定しておくことが大切だということを

知った。」「避難所では思い通りにいかない生活が続くから、家族と相談して防災バッグを

準備しようと思った。」などの感想をもった。  

 防災講座をうけて、「家庭ですすめる防災」「通学路での安全確保」について、自分たち

に何ができるかを考えることとし、このうち「家庭ですすめる防災」については、「防災

バッグに必要なものは何か考えよう」というテーマで考えることにした。事前に、児童は

家庭の防災バッグなどを参考に必要と思われるものを書き出して持ち寄った。児童Ａは、

「水５L、食料、トイレットペーパー、着替え、懐中電灯、ラジオ、印鑑、通帳、マス

ク、歯ブラシ、ヘルメット」とプリントに書いてきた。授業の前半では、各自が考えてき 

 

 

 

 

（写真４）防災講座の様子  

Ｃ：震災モニュメントをなぜ三宮東
遊園に建てたのですか。  

Ｃ：三宮東遊園は神戸市の中心にあ
って、たくさんの人が訪れて見
てもらえるから。  

Ｃ：瞑想空間に入ってどんなことを
思いましたか。  

Ｃ：亡くなった人のプレートがたく
さんあって、被害がとても大き
かったんだなと思いました。  

Ｃ：水や食料は１週間分あれば大丈
夫なのはなぜですか。  

Ｃ：避難所で非常食や水が配られる
ようになるからです。  

Ｃ：避難所にはなぜ早く行った方が
いいのですか。  

Ｃ：場所がなくなって他の人に譲っ
てもらわないといけないから。 

Ｃ：壊れた家で声を出しても聞こえ
ないのなら、語り部さんはどう
やって助かったのですか。  

Ｃ：ドアをどんどん叩いて助けを求
めたそうです。（略）  

（資料８）報告会での質疑応答（一部）  
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た防災バッグに必要なものについて、「水や食料は 

生きていくためには絶対に必要だと思う。」「お金を 

持っていれば何とかなる気がする。」「電気が使えな 

くなるなら電池を持って逃げた方がいいと思う。」 

「避難所生活は長く続くと聞いたから着替えやタオ  

ルを準備しておかないと困るよ。」などと話し合っ 

た。その他、携帯用トイレ、ビニール袋、ラジオ、 

ライター、ゲーム、歯磨きセットなど、避難所で生  

活をしていくことを想像して少しでも困らないよう 

にという視点で発言する児童が多数であった（写真 

５）。しかし、話し合いの中で、Ｃ８が「こんなにカバンに入らんでしょ。」とつぶやい

た。続いてＣ９が、「確かにこれじゃあ避難どころじゃない。」と発言した。二人の発言に

よって他の児童もあった方がいいというものは多いが、すべて持って避難することは困難

であることに気付いた。そこで、防災バッグに準備すべきものとして挙げられたものの中

から必要性の高いものを絞り込むことにした（資料９）。 

後半では、「便利な生活をするためではなく必要最低限の生活を送るために必要になるも

の」という視点で話し合いが行われた。「食」に関する意見では、Ｃ10 のように乾パンや缶

詰など賞味期限が長く、持ち運びが簡単であるものが適しているという意見が多く挙がっ

た。しかし、Ｃ11 やＣ12 のように避難所生活で食べるものとして適しているのかと疑問を

抱く児童がいた。防災グッズと言えば、乾パンと缶詰と、今まで当然であった考えを覆され、

改めて準備すべきものは何だろうと考える児童も多かった。「生活」に関する話し合いでは、

Ｃ13 が「避難所で何日か生活することを考えると何枚か着替えを持って避難しないと避難

 

 
C1：少し重いけど水は絶対必要だよね。 
C2：食べ物は賞味期限が長くて、コンパ

クトな缶詰がいいと思うよ。  
C3：お金を持っていれば何とかなる気が

する。  
C4：電気が使えなくなるなら、電池を持

って逃げた方がいいと思うよ。  
C5：モバイルバッテリーがあれば電気が

使えなくなっても何とかなるかも
しれない。  

C6：何日か生活するってなったら、着替
えは必要だよね。  

C7：着替えはかさばるから、せめて下着
だけだったら持って避難できるん
じゃない。（略）           

C8：こんなにカバンに入らんでしょ。  
C9：確かにこれじゃあ避難どころじゃな

い。（略）  
C10：乾パンや缶詰など賞味期限が長く、

コンパクトで持ち運びが簡単であ
るものが適している。（略）  

C11：乾パンは保存しておくにはいいと
は思うけど、避難所で乾パンを食
べるとなるとのどが渇くから貴重
な飲み水がなくなっちゃうよ。  

C12：ぼくの家ではよくさば缶を食べる
けど、なかなかにおいがするよ。
避難所生活で食べるものとして適
しているのかな。（略）  

C13：避難所で何日か生活することを考
えると、何枚か着替えを持って避
難しないと避難した後に困ると思
うよ。  

Ａ  ：服はかさばるから持って避難する
のは無理だよ。  

C14：最低限の生活ができればいいって
考えるなら下着だけでもいいんじ
ゃない。（略）  

（資料９）見学の視点を考える話し合い  

 

（写真５）授業「防災バッグに必要な物」の板書  
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した後に困ると思うよ。」と発言したのに対して、児童 

ＡやＣ14 が「服はかさばるから持って避難するのは  

無理だよ。」「最低限の生活ができればいいって考える 

なら下着だけでもいいんじゃない。」と反対意見を述 

べた。この話し合いを通して、様々なものの良さや便 

利さを踏まえながら、必要性の高いものを考えて 

備えることの大切さを捉えることができた。一方、 

「いろいろなものの良さが分かったけど、結局の  

ところ何を備えればよいか絞り切れない。」とい 

う意見や、「実際に避難した人の意見を聞いてみ 

ないと分からない。」などの意見が出された。そ 

こで事前に依頼しておいた釜石市「いのちをつな 

ぐ未来館」の職員菊池のどかさんに、テレビ電話  

を通して助言をしていただくことにした。菊池さ 

んには、児童に知らせずに授業の様子についてテ 

レビ電話を通して聞いていただいた。菊池さんは 

地震が起きた時、とっさのことで何も持たずに避難したので、避難生活を体験して必要だと

思うものを伝えたいと前置きをして助言をされた（資料 10）。最後に児童Ａが「家の防災バ

ッグには家族写真が入っています。」と、前回の遠隔授業で教えてもらったことを発言する

と、菊池さんは「覚えていてくれていてありがとう」と返してくれた。  

振り返りで、児童は「避難生活を考える  

といろいろな物を持って行きたいけれど、 

実際に持っていけるのは少しだけだと分か  

った。」「のどかさんのお話を聞いて、防災  

バッグに必要な物を絞ることができた。」な「 

どとプリントに記述した。児童Ａも菊地さ  

んのお話がとても参考になったこと、防災バッグの中身について家族と一緒にチェックし

たいということを記述することができた（資料 11）。 

イ 避難所生活で自分たちにできること（手立て②・④）  

防災講座で講師から避難所生活の様子について説明を受けた児童が、より身近に避難所

 
Ｃ：防災バッグにはどんなものを準備

しておくべきか教えてください。 
Ｋ：食べ物や飲み物は、あるに越した

ことはないけど、救援物資で届け
られるから持っていかなくても
大丈夫だと思うよ。  

Ｋ：食べ物は乾パンや缶詰もいいと思  
うけど、避難所は周りの目が気に  
なる場合もあるから、小分けにな  
っている飴やクッキーがあると
みんなで分け合えるからいいよ。 

Ｋ：着替えやトイレの心配は大きいか
もしれないけど、衣類は荷物が大
きくなってしまうから防災バッ
グには入れなくていいと思うよ。 

Ｋ：みんなが一生懸命防災や減災につ
いて勉強してくれているのでう
れしいです。勉強したことを家族
で話し合うといいと思います。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（写真６）テレビ電話で話す菊池さん  

（資料 10）菊地さんの助言（一部のみ）  

 

（資料 11）児童Ａの振り返り  
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生活の実態や問題について把握するために、ＮＨＫ放送番組「学ぼう BOSAI～被災者に学

ぶ 避難生活が長引くとき～」を視聴した。番組は、小学生の児童がリポーターとなって

熊本地震で避難所生活を送った小学生３名から当時の生活の様子について聞き取っていく

内容であった。視聴後、児童は「学校の体育館に 400 人が寝泊りしていてぎゅう詰めで大

変そう。」「仮設トイレは電気が点かなくて夜行くのは怖そう。」「寝る時、床が固く冷たく

て大変そうだと思った。」「大人は言い合いをして、大人も子どももいらいらが積もってい

た。」「プライベートな空間がないから大きな声で笑ったり、ゲームをしたりできないので

辛そう。」などと避難所生活における不便な実態について発表し合った。そのなかで、「子

どもたちが遊べるスペースを作って、みんなに 

喜ばれていてよかった。」などとみんなのため 

を考えて行動していたことを取り上げて発言す 

る児童もいた。そこで、この児童の発言を受け 

て避難所生活を想定し、「自分たちにできるこ 

とを考えよう」という課題を設定した。                 

授業では最初に、事前に考えてきたことにつ  

いて、「お年寄りは疲れが溜まると思うからお  

年寄りの肩たたき」「お年寄りは退屈になると  

思うからお年寄りの話し相手」「子ども達やお 

年寄りは退屈になると思うから、みんなで一緒 

に遊ぶ」「みんな落ちこんでいるから元気を出  

すために合唱」「食事を配るのは大勢の方が早  

く配れるから配給ボランティア」などと発表し  

合った。その後、発表された考えに対して質問  

や意見を出し合った。話し合いではＣ１やＣ２ 

のように出された意見に賛成する発言が続いた  

が、合唱についてはＣ３やＣ４のように練習場  

所の確保や避難者の理解を得られないという理  

由で反対の立場からの意見も出された。この点  

については話し合いを通して、避難者全体に関  

わることなのでみんなに提案してから決めるべ  

 
Ｔ：みんなの意見を聞いて質問や意見を

言いましょう。  
C1：小さい子どもと遊ぶことは大切。お母

さんのストレスが減るから。  
C2：小さい子の世話ならできる。お母さん

も安心して食事を取りに行ける。  
C3：合唱は難しいと思う。ストレスや疲れ

できっと練習できないから。  
C4：私も合唱は難しいと思う。参加しない

人に迷惑になるかもしれない。  
C5：歌はやりたい人がやればいいと思う

けど、みんなで練習するのは難しい。 
Ａ：合唱じゃなくて娯楽的なものならで

きると思う。  
C6：小さい子たちと楽しく歌うだけでも

元気が出ると思う。          
C7：でも歌うとうるさいって思ったり、怒

ったりする人がいる。  
C8：小さい子たちと歌うだけならいいと

思うけど、合唱するならみんなにや
っていいか聞いてみればいい。（略） 

Ｔ：避難所生活で大切なことは何でしょ
う。  

C10：自分のことだけでなくみんなのこと
を考えて行動すること。  

C11：自分勝手に行動しないで、相手のこ
とを思ってみんなと協力すること。 

C12：家族や仲間、ボランティアの方や周
りの人たちに感謝する気持ち。  

C13：今自分に何ができるかと考えて進ん
で行動すること。  

 
 
 
 

 

 

 

 

（写真７）自分たちにできることを話し合う授業  

（資料 12）自分たちにできることの話し合い  
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きというＣ８の意見に落ち着いた。その後、  

避難所生活で大切なことについて、相手のこ  

とを思って行動すること、周りの人に感謝の  

気持ちをもって協力すること、今自分に何が  

できるかを考えて進んで行動することなどと  

発表し合った（資料 12）。  

 児童Ａは合唱をめぐる話し合いでは、ステージで行うような大規模なものではなく、遊

び場を確保して少人数で行う娯楽的なものなら実行できるという立場で発言した。振り返

りでは、小さい子やお年寄りの笑顔が見られて自分もうれしくなるような活動をみんなで

協力して取り組んでいきたいという思いをプリントに記述した（資料 13）。 

 避難所生活を想定して自分たちにできることを考え 

た児童に、実際に震災ボランティアに取り組まれてい  

る安城防災ネットの事務局長の間瀬さんを招聘して話  

を聞く場を設けた。間瀬さんは東日本大震災の被災地 

である宮城県七ヶ浜へ行かれ、アルバムなどを拾って 

きれいに洗浄する思い出拾いボランティアや、被災者 

の方が足湯をされている時に悩みや困りごとを聞く足 

湯ボランティアなどに取り組まれた体験とともに、地元で行われるイベントなどで七ヶ浜

の産物を販売する現在の取り組みなどについて話された。間瀬さんの話の後で感想交流の

場を設けた。児童はボランティアは大変だというイメージをもっていたけど、自分が楽し

みながらできることをやればいいと聞いて自分にもできることがあると思ったこと、ボラ

ンティアは被災地に行ってがれきを運んだりすることだと思っていたけど、励ましの手紙

やメッセージを書いて送るのもボランティアだと知ってボランティアに対する考えが変わ

り、自分にできることをしてみたいと思うようになったことなどを発表し合った。 

 児童Ａは感想交流の場で、ボランティア  

は被災者の気持ちを少しでも分かってあげ  

て、元気にしたいという思いですることが  

大切だと発表し、振り返りでもそのことに  

ついて触れ、仲間と協力して取り組みたい  

という思いを記述した（資料 14）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料 13）児童Ａの振り返り  

（資料 1４）児童Ａの振り返り  

（写真８）安城防災ネットの方の講話  
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(3) 学んだことを発信する活動   

ア 子ども発表会と防災新聞作り（手立て③・④）  

 児童がこれまで学んだことを、他学年の  

児童や保護者、地域の人に発信するにはど 

のような方法がよいかを考えるために話し 

合いの場を設けた。児童からは、学校のホ  

ームページに掲載する、ポスターを作成し  

て各教室で発表したり掲示板に貼ったりす  

る、全校放送で伝える、劇を作って児童集  

会で発表する、便りを作って地域で配布するなどのアイディアが出された（写真９）。 

子ども発表会では、学年として防災を題材にした劇に取り組むことになっていたので、

劇で伝えたいことを話し合う場を設けた。話し合いでは、多くの児童が遠隔授業の講師の

菊地さんの体験を劇にして伝えたいと発表した。  

また、地震の怖さや避難所生活の苦しさととも  

に、避難する場面や避難所生活で互いに助け合  

うことの大切さを伝えたいという思いを発表し 

合った（資料 15）。児童Ａは避難所で低学年の 

子を思いやることの大切さを伝えたいと発言し  

た。そして振り返りでも「低学年の子の手を引 

いて助ける高学年の姿や、避難所で低学年の子 

を思いやって生活する姿を伝えたい。」という 

思いをプリントに記述した。  

 児童の思いを受け止めて、子ども発表会では  

絵本『走れ上へ つなみてんでんこ』を基にした 

群読劇を行うことにした。避難する場面で低学 

年の子への気遣い、避難所生活での苦しさや助け合いなどを盛り込んだ。そして群読劇の

最後に、南三陸町の町役場の職員で最後まで防災無線で人々に避難を呼びかけた遠藤未希

さん、津波に流され天国に旅立った家族に向けて「負けないで」をトランペットで演奏し

た佐々木るりさん、大震災の教訓を生かしたいと願い「いのちをつなぐ未来館」の職員と

して地震の経験や教訓を伝えている菊池のどかさんについて紹介した。  

 

 

 

 

（写真９）学んだことの発表の仕方を話し合う授業  

Ｔ：子ども発表会でどのようなことを伝
えたいですか。  

Ｃ：のどかさんがテレビ電話で話してく
れたことや、実際にあったこと。  

Ｃ：地震が起きた瞬間。地震はとっても
恐ろしいということ。  

Ｃ：自分の家が潰れて、家族が犠牲にな
ったこと。  

Ｃ：地震が起きたらどう行動したらいい
か。  

Ｃ：防災訓練を受けた人の行動と、受け
ていない人の行動の違い。  

Ｃ：質問、劇の中で行動の違いをどのよ
うに伝えるのですか。  

Ｃ：ナレーターの人が伝えればいいと思
う。（略）  

Ｃ：避難所生活。水道も使えないし、食
べ物も配給になってとっても苦しい
こと。  

Ｃ：地震の後、怖くて必死で逃げる場面。 
Ｃ：のどかさんのように低学年の子の手

を引いて一緒に逃げていく場面。  
Ｃ：地震の後で救助される人と救助する

人の場面。  
Ｃ：つらい避難所生活でも、お互いに助

け合って頑張っていること。  
Ａ：同じ意見、避難所で低学年の子を思

いやって過ごすこと。（略）  
 
 （資料 15）劇で伝えたいことを考える話し合い  
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 子ども発表会の本番で、児童は群読劇を熱演し  

た（写真 10）。群読劇終了後に児童は、劇で伝え  

たいことについて、「自分の命は自分で守れ、津  

波てんでんこという場面で、災害の時に自分の命 

は自分で守るということが伝えられた。」「中学生 

が小学生の手をひいて高台に逃げる場面で、自分 

も怖いけど小学生を助けないとって思って行動し 

たのどかさんの思いを伝えられた。」などと、自 

分なりに伝えられたことを振り返った。児童Ａは 

自分の命は自分で守れという場面で、命や家族、  

友達の大切さについて伝えられたこと、主人公が 

友達を残して避難所から去る場面で菊池さんの友 

達を思いやる気持ちを伝えられたことをプリント 

に記述した（資料 16）。 

 これまでの防災の学習で学んだこと  

を保護者や地域の人に発信する方法と  

して、便りを作って地域で配布すると  

いうアイディアが出されたが、その意  

見を取り入れて、グループで分担して  

「防災キッズ新聞」を作成し、家庭に 

配布したり、地域で回覧したりする活  

動に取り組んだ。「防災キッズ新聞」の  

３号では「防災講話」について、４号 

では「神戸震災モニュメントの見学」  

についてまとめ、続く５号では「子ど 

も発表会」を発行して自分たちの思い  

を伝えた（資料 17）。 

イ 地域の防災訓練と新聞作り（手立て③・④） 

二本木町内連合会では、毎年防災訓練を実施している。地震の揺れを体験したり、避難

所生活や応急手当について話を聞いたりすることができる。昨年度に行われた防災訓練で

 

 

(写真 10)群読劇「走れ上へ  つなみてんでんこ」  

 

（資料 16）児童Ａの振り返り  

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料 1７）防災キッズ新聞５号  
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は、マイトイレの作り方や応急担架の作り方の講  

座、炊き出し訓練が行われ、地域のボランティア  

を含めて２００名以上が参加した。今年度の防災 

訓練には地元の防災活動に関心をもつ児童が参加  

することにした。そこで、防災訓練に参加するに  

あたって、参加の視点づくりのための話し合いの  

場を設けた。話し合いでは「何を見てくるのか考  

えよう」をテーマに意見交流をした。「炊き出しっ 

て何をするのかな。」「担架や消火器はぼくたちも  

使えるのかな。」「どういう人が参加するのかな。」 

など様々な質問が挙がった（資料 18）。 

 防災訓練に参加した児童は、地域のボランティア

の方の話を聞いたり、消火器を使って消火訓練をし

たりして積極的に活動をした。給水訓練では非常用

の水道で手を洗ったり、お年寄りと児童が一列にな

ってバケツリレーをしたりする活動に取り組んだ

（写真 11）。訓練に参加されたお年寄りから、「訓

練に参加するなんて偉いね。」「若い力はありがたい

ね。」などと声をかけられ、「知っておかないといざ

という時に行動できないと思って参加しました。」と返事をするなど、地域の方々とコミ

ュニケーションを取りながら訓練をした。 

 二本木町内連合会主催の防災訓練の報告会では、参加した児童が視点づくりで出された

観点に沿って活動内容について報告をした。報告を聞いた児童から、給水や炊き出しは小

学生や中学生の若い力が必要とされているけど、参

加者のほとんどがお年寄りで若者の参加者がほとん

どいない実態に対して驚きの声が多く出された。そ

こで、防災訓練に参加した児童が中心となって「防

災キッズ新聞７号」を作成するにあたり、地域の防

災訓練では年代に関らず活動することがあること、

しかし、参加者のほとんどが高齢者で若い年代の参

 
Ｃ：炊き出し訓練って何をするのかな。 
Ｃ：炊き出しって言ったらみそ汁や豚

汁のイメージだけど、被災時だか
らね。  

Ｃ：乾パンや水とかじゃないのかな。  
Ｃ：炊き出し訓練についてどんなこと

するのか知りたいね。  
Ｃ：自分たちが力になれることって何

かあるのかな。   
Ｃ：道徳の授業では、小学生の女の子が

炊き出しを手伝っていたね。  
Ｃ：いざとなったら小学生が消火器や

担架も使っていいのかな。  
Ｃ：でも、訓練だと使わせてもらえない

かもしれないね。  
Ｃ：訓練に参加する子に聞いてきても

らおうよ。  
Ｃ：参加する人はどういう人だろう。子

どもも参加するのかな。  
Ｃ：中学生とか、高校生とかも参加する

のかな。（略）  
 
 
 
 
 

(写真 11)地域防災訓練に参加した児童  

 

 

 

 

 

 

（写真 12）新聞をまとめる児童  

 

（資料 18）防災訓練参加の視点づくり  
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加率の低いことを踏まえて、防災訓練  

への参加を意識づける内容にまとめた 

（写真 12・資料 19）。防災キッズ新聞  

を読み合った児童は、「学校で防災学  

習をしていなかったら、ぼくたちも参  

加していなかった。」「若い人たちがも 

っと危機感を感じ、積極的に参加しな  

ければいけない。」という思いをもっ 

た。児童Ａは地域防災訓練には参加し  

なかったが、防災キッズ新聞を読んで、 

「私たちも含めて、もっと若い人たち  

に参加するように呼びかけたい。」と、  

若い年齢層の参加者を増やしていく活動に取り組みたいという意欲をもった。  

４ 実践研究の成果と課題  

(1) 仮説(1)：体験活動や人と関わる活動を探究過程に位置付けた学習構成  

 社会事象を理解する段階では、導入で防災意識を高める活動を実施している団体の方を

招いて防災教室に取り組むことで、阪神大震災や東日本大震災について調べてみたいとい

う意欲をもつことができた。東日本大震災についての調べ学習の一環として実施した「釜石

市いのちをつなぐ未来館」の職員とのテレビ電話による遠隔授業で、児童Ａは家族に会えな

い友達のことを思うと素直に喜べなかったと言うのを聞いて友達を思う優しさに感銘を受

けた（資料５）。また、阪神・淡路大震災についての調べ学習の一環として行った学年の代

表児童８名による神戸震災モニュメントの見学の報告会では、修復されたマリーナ像の説

明などを通して神戸の人々の震災に対する思いを受け止めることができた。  

 問題を把握して解決方法を考える段階の導入では、安城市危機管理課の方を招いて防災

講座を実施し、家庭で進める防災や通学路での安全確保について、自分たちに何ができるか

を考える視点をつくり出すことができた。また、避難所生活を想定して自分たちにできるこ

とを考えた後、実際に震災ボランティアに取り組まれている安城防災ネットの方を招いて

話をしていただいた。児童Ａはボランティアは被災者の気持ちを少しでも分かってあげて、

元気にしたいという思いですることが大切であり、仲間と協力して取り組みたいという意

欲をもつことができた（資料 14）。 

 

（資料 1９）防災キッズ新聞７号  
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学んだことを発信する段階で取り組んだ子ども

発表会の群読劇で、児童Ａは命や家族、友達の大

切さとともに、「釜石市いのちをつなぐ未来館」

の職員の方の気持ちを伝えられたと振り返ること

ができた（資料 16）。また、地域防災訓練に参加

した児童は、地域の方と一緒に活動することで連

帯感を感じるとともに、若年齢層の参加者がほと

んどいないという問題点を捉えることができた。

そして、「防災キッズ新聞」を通して、子ども発

表会の群読劇での自分たちの思いを発信したり、

地域防災訓練で学んだことや感じたことを発信し

たりすることができた（資料 17・19）。 

こうした取り組みの結果、学習後に実施したア

ンケート調査では、防災を自分事として捉えて活

動することができたと回答した児童は約 97％、被災者の思いを感じ取ることができたと回

答した児童は 100％、学んだことや被災者の思いを伝えることができたと回答した児童は約

93％であった（資料 20）。児童Ａも３項目すべてに「とてもできた」と回答した。したがっ

て、仮説(1)「探究活動の過程に体験活動や人と関わる活動を位置付けて３段階の学習構成

をすれば、社会の事象を自分事として捉えて理解するとともに、他者への思いを育み社会と

のつながりを意識して活動することができるであろう。」は有効であったといえる。  

(2) 仮説(2)：３段階の学習における学び合いの場の設定 

社会事象を理解する段階で行った「釜石市いのちをつなぐ未来館」の職員とのテレビ電

話による遠隔授業の際には、質問項目を絞り込むために話し合いの場を設けた。児童Ａ

は「家族に会った時にどんな気持ちだったか。」という質問項目をつくり、話し合いでみ

んなに適切だと認められ、当日は児童代表の一人として職員に質問をした。代表児童によ

る神戸震災モニュメントの見学では、見学を学級・学年全体の学びの場とするために見学

や聞き取りの視点を話し合う場を設けた。児童Ａは、震災モニュメントを訪れる人の気持

ちを知りたいと発言した（資料７）。そして、見学の報告会では、『希望の灯り』を設置し

た被災地の人たちの思いなど、知りたかったことが分かったと振り返ることができた。 

問題を把握して解決方法を考える段階では、「防災バッグに必要なものは何か考えよ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

(1)防災を自分事として捉えて活動できたか  
 

(2)被災者の思いを感じ取ることができたか  
 

(3)学んだことを他の人に伝えられたか  
 

(4)学び合いは考えを見直すのに役立ったか  
 

（資料 20）事後アンケート結果  
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う」というテーマで話し合い、何枚か着替えを持って避難した方がいいという児童に対し

て、児童Ａは、服はかさばるから持って避難するのは無理と反対意見を述べた。この話し

合いを通して、様々なものの良さや便利さを踏まえながら、必要性の高いものを考えて備

えることの大切さを捉えることができた。また、釜石市「いのちをつなぐ未来館」の職員

にテレビ電話を通して助言をいただき、防災バッグの中身について絞り込むことや、家族

と話し合いたいという思いをもつができた（資料９・11）。「避難所生活で自分たちにでき

ることを考えよう」というテーマでの話し合いでは、児童Ａは小さい子やお年寄りの笑顔

が見られて自分もうれしくなる活動に取り組みたいという意欲をもった（資料 13）。 

学んだことを発信する段階で実施した子ども発表会では、防災を題材にした群読劇に取

り組み、伝えたいことを話し合う場を設けた。話し合いでは、多くの児童が遠隔授業の講

師の体験を劇にして伝えたいという思いを発表した。また、地震の怖さや避難所生活の苦

しさとともに、互いに助け合うことの大切さを伝えたいという思いを発表し合った。児童

Ａも避難所で低学年の子を思いやることの大切さを伝えたいと発言した（資料 15）。これ

らの意見は群読劇の台本や演出に生かされた。地域防災訓練では、参加の視点づくりのた

めの話し合いの場や参加児童による報告の場を設けた。このうち報告の場で出された参加

者に関する問題点は、防災キッズ新聞のまとめに生かされた（資料 18）。 

こうした取り組みの結果、学習後に実施したアンケート調査では、質問内容や見学の視

点、発信方法や発信内容について学び合うができたと回答した児童は約 86％であり、児童

Ａも「とてもできた」と回答した（資料 20）。したがって、仮説(2)「３段階の学習におい

て、互いの考えや意見を出し合い学び合う場を設定すれば、体験活動に臨む視点をもった

り、探究活動を深めたりすることができるであろう。」は有効であったといえる。  

 (3) 今後の課題  

 ３段階の学習構成に基づく学習展開については、地域防災訓練の課題に目を向けること

ができたので、さらに次の段階として地域の人たちと連携を図って問題を共有し、問題解

決に向けて新たな活動を展開していく必要がある。学び合いの場の設定については、事後

アンケートで「あまりできなかった」と回答した児童の理由に、防災バッグのことを家庭

で話し合っていないという趣旨のことが書かれており、学び合いを単なる話し合いに終わ

らせないで活動につなげていく学習展開の構築をしていく必要がある。 

 今後も、人や社会との関わりにおいて自らの生活や行動に目を向け、社会の一員として

行動意欲をもつ児童の育成を目指して総合的な学習の実践研究を継続していきたい。  



 

 

 

（註１）文部科学省「小学校学習指導要領解説 総合的な学習の時間編」（平成２９年）  

（註２）北俊夫・向山行雄『新・社会科授業研究の進め方 ハンドブック』  
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