
 

七戸町立天間東小学校 

 

団体名 七戸町立天間東小学校 
住所 〒039-2752  青森県上北郡七戸町字鉢森平 181-26  

TEL 0176-68-3114 FAX 0176-68-4364  連絡先 
E-mail temmae-ems-02@town.shichinohe.lg.jp 担当者：松山 勉 

団体の設立目的 - 
- 年間の活動内容 

1. プログラム名 

たくましく生きる子どもを育てる縄文学習 

2. プログラム実施期日 

①平成 22 年 7 月 20 日～21 日 1 泊 2 日 

②平成 23 年 7 月 19 日～20 日 1 泊 2 日 

3. プログラム内容 

(1)竪穴式住居の復元 

前年度に刈り入れしておいた葦を使い、学校のグランドに竪穴式住居を復元しました

（写真１）。 

(2)縄文キャンプ  

① テント張り：竪穴式住居に泊まれない子どもたちは、初めて自分たちだけでテントを

張り、すみか作りをしました（写真２）。 

② 石器作り：晩ご飯を調理する道具として、黒曜石を河原の石でたたいて石包丁を作り

ました（写真３）。 

③ 七戸川の川下り：縄文人の交通手段の一つであったいかだによる川下りを体験をしま

した（写真４）。 

④ 火熾し体験と黒曜石で調理作り（写真５・６）。 

(3)その他の活動 

① 縄文式土器（榎林文様）作り：地元二ツ森貝塚から出土した土器を、自分たちの手で

作り、グラウンドで焼入れをしました（写真７）。 

② 縄文クッキー作り：縄文時代はドングリを粉にして食べていたというので、試行錯誤

しながらクッキーを作ってみました（写真８）。 
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II部 プログラム事例集 

 
 写真１ 竪穴式住居の復元              写真２ テント設営 

 

 
 写真３ 黒曜石で石器作り              写真４ いかだで川下り 

 

 
 写真５ まいぎり式で火熾し             写真６ 黒曜石で調理 
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 写真７ 縄文式土器作り               写真８ ドングリクッキー作り 

 

4. プログラムの特徴 

本校は全校児童 103 名､全クラス数７クラス(普通学級 6、特別支援学級 1)の小規模校で

ある｡学区内には､2015 年に世界文化遺産の登録を目指している「北日本縄文遺跡群」の一

つである東日本 大規模の「二ツ森貝塚」がある。また、自然環境も素晴らしく、クロメ

ダカ、ゲンゴロウ、キイトトンボ、ハグロトンボなどの絶滅危惧種がたくさん見られる。

その中で、教育目標である「かがやく子」の育成を目指し、教育活動に取り組んでいる。 

そんな豊かな文化・自然環境の中で育っている子どもたちだが、生活の様子を見ている

と都市部の子どもとさほど変わらない。特に、学校生活においてすぐに人に頼る傾向にあ

り、自分で何とかしようとする「たくましさ」に欠ける面が見られる。この子どもたちに

もっとたくましさをつけるためにはどうしたらいいか考えた結果、地域にある縄文遺跡群

をヒントに「縄文人の生活」を体験させ、自然との共生の素晴しさ、不自由な生活の中で

たくましさを身につけさせたいと考え、縄文学習を全校で取り組むことにした。 

5. 指導体制と参加人数 

①平成 22 年 7 月 20 日～21 日  指導者  9 人  参加者 37 人 

②平成 23 年 7 月 19 日～20 日  指導者  9 人  参加者 40 人 

  ※指導者としてＲＡＣ有資格者を３名含む 

6. 手応えや効果、地域や社会への影響など具体的な成果 

継続していることにより、他学年の子どもたちも興味が沸き、自分のときにはより一層

やる気が出てきています。また、水辺のプログラムに関しては、地域で活躍しているＲＡ

Ｃ有資格者に手伝ってもらうことにより、父母たちにも安心感を持ってもらえています。

地方紙に活動を取り上げてもらったりして、学校の取り組みを地域の人たちにも知っても

らえる機会を得ています（図 1～図 2）。 
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II部 プログラム事例集 

 

図 1       図 2  

7. 現在抱えている問題や課題 

先般の東日本大震災では直接の支援ができなかったが、学校一丸となって、地域特産品

である「アピオス」を生産し、被災した子どもたちに届けたいという想いから、年間を通

して行動してきた。ただ、被災地域の子どもたちとの交流ができなかったので、次からは

子ども同士の交流を深めていきたい。ここでは直接の被害がなかったため地域の人たちに

とってはまだ蚊帳の外という感じが見受けられ、防災に対する意識は薄いと思われる。 

子どもたちは、自分で思い通りにならないことを、この縄文学習で少しずつ理解できた。

そのことにより、普段の生活でも、以前よりは物事に対してあきらめることが少なくなっ

てきたようである。少しずつたくましさが身についてきているといえる。しかし、時間的

な制限があり、十分な活動もできないことも事実である。「たくましく生きる子ども」の育

成を目指して、これからも実践をつんでいきたい。 

8. 今後のプログラム展開について 

子どもたちを主体にしていくべきだと思われるが、地域の年配者を巻き込んで、過去の

話などを織り交ぜ、知恵を拝借しながら世代交流を図るのが良いと思われる。 

 

9．防災教育プログラムを始めようとしている人へのメッセージ 

ハザードマップ作りなども必要なことですが、実際に被災したときにも諦めず、生き抜

く知恵を身につけることが重要になってくるのではないでしょうか。本来の「生きる力を

育む」、その為にはどうすればいいのだろうかということが自然に見えてくるし、普段の活

動にどう取り入れていくべきかということも分かってくると思います。 

（七戸町立天間東小学校） 
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糸魚川市立根知小学校 

 

団体名 新潟県立糸魚川市立根知小学校 
住所 〒949－0531  糸魚川市大字東中 5121 番地 1 
連絡先 TEL 025－558－2100     FAX 025-558-2109  

E-mail nech@itoigawa.ed.jp 
団体の設立目的 - 

 

根知小学校の防災教育実践プログラム 

1. はじめに 

私たちの取組は、防災教育とジオパーク、地域（住民）

の 3 つを関連付けた教育活動の実践事例として、また地

域防災における学校、地域の連携に向けた実践事例とし

て、提案することを目的としている。 

2. 取組の視点と柱 

地域住民と共に、地域の未来を考え、「自分の命は自

分で守る」という意識が高まるよう、「防災教育」「ジオパーク」「地域・住民」の３つの視

点から、取組の柱を 2 つ設定した。 

一つ目は、防災の視点から従来の教育活動（総合的な学習の時間や学校行事）を工夫改

善する取組である。 

二つ目は、地域防災懇談会（学校職員と地域の各区長、教育委員会や消防・警察職員を

構成メンバーとする会）を開催し、地域防災の在り方について研修を行う取組である。 

3. 実践例 

実践 1：避難訓練①・ジオパークと自然災害についての学習会・地域防災懇談会

①（5月 9日） 

実践例１は、防災教育チャレンジプランの起点となる重要な活動である。 

(1)第１回避難訓練 

地域防災懇談会メンバーが立ち会い、地震を想定した避難訓

練を実施した。「お・は・し・も」を意識した行動はできたが、

「頭を帽子や教科書等で守ること」については、「しっかりでき

なかった」と評価する児童が多かった。 

(2)ジオパークと自然災害についての学習会 

避難訓練後、全校児童及び地域防災懇談会メンバー、保護者
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を対象とし、市博物館学芸員を講師として学習会を開催した。児童は、ジオパーク内の“自

然や地域文化財の魅力”、ジオパーク特有の“自然災害”についての話を聞いた。特有の自

然災害には、火山の噴火や土石流、崖崩れ・地滑り、雪崩などがあり、ジオパークの学習

は、地域や災害の学習でもあることを確認した。 

(3)第１回地域防災懇談会 

学習会後の地域防災懇談会では、避難訓練の内容や方法、当

校の今後の防災教育の取組計画についての協議を行った。 

「現実的なことを想定し、地震の震度や時間帯などの条件・

状況を厳しいものにした訓練を実施していく必要がある」「宿泊

体験の際の非常食については、市として提供できるものがある

ので相談してほしい」などの多くの意見をいただき、計画の見

直しを行った。 

 

実践 2：防災頭巾寄贈式（5月 27 日） 

公民館職員が当校の取組を知り、地域住民に呼びかけ防災頭巾を手作りし、全校児童・

職員に寄贈された。寄贈式を通して、児童は「自分たちは地域の人々から見守られている

こと」を実感した。 

 

実践 3：防災宿泊体験学習(6 月 30 日・7月 1日） 

(1)ねらい 

全校児童による集団での宿泊体験や、この防災にかかわる課題（MISSION）の解決を通

して、自然災害や災害発生時の対応について理解を深めるとともに、人間関係形成能力、

意思決定能力、情報活用能力、将来設計能力を育む。 

(2)計画の過程 

これまで当校では、隔年で行われる高学年の修学旅行以外に、集団宿泊体験学習を実施

してこなかった。しかし、新しい学習指導要領では、集団宿泊体験やボランティア活動、

自然体験活動などの豊かな体験を通しての道徳教育が重視されたため、23 年度は、全校で

行う集団宿泊体験学習を実施したいと考えていた。宿泊地の選定に当たって、経費のあま

りかからない少年自然の家や、遠足を兼ねて市内のキャンプ場を利用することなどを検討

していたが、地元の宿泊施設を利用することを地域住民から強く勧められたこともあり、

地元にお金を落とす方向で宿泊体験活動を計画することにした。 

職員会議で、計画の 1 次案について協議した。 
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１次計画案の概要 

「白池の森までの遠足の途中（スキー場付近）で震度 6 強の地震が発生。交通網が遮断

されたため、近くの宿泊施設（歩荷茶屋）に避難した。歩荷茶屋は、ガスは利用できる

が地震の影響で地域一帯が停電状態（水道は夜復旧・・・）となっていた。保護者の迎

えを待つため、歩荷茶屋で一晩を過ごすことになる。児童は、遠足用の飲み水と万が一

の非常食を持参していた・・・」の想定の下、1 泊 2 日で次の五つの活動内容を仕組む。

「①電気のない生活体験」「②非常食での生活体験」「③カードゲームを活用した自然災

害発生時対応についての学習」「④根知の土石流・土砂災害についての体験談」「⑤避難

（移動）訓練」 

この会議では、「災害時対応訓練とは言え、この内容では楽しさがない。夜は星の観察と

か…」といった意見の一方で、「非常食（おやつ）の 300 円は多いのでは」「2 日目の朝食に、

炊き出しのご飯を食べさせるよりも避難所生活を想定し、少ない非常食を自分たちで考え

て分け合う方が、児童はいろいろと考えることができてよいのでは」「リヤカーを用いるの

なら帰りも歩かせて、お腹を空かせた方が、給食のありがたさが分かるのでは」など、ハ

ードルを上げる意見が多く出された。また「帰校後の保護者への児童引き渡しについてど

うするか」「児童・保護者への事前の通知では、どこまで知らせるのか」「児童が職員を頼

らないようにした方がよいと思うが、職員はどんな立場で参加するのか」など、初めての

取組だけに懸案事項は尽きなかった。 

さらに、「遠足の途中で地滑り地点を見学に行く想定に無理はないか？遠足に行く目的が

不明確」「切実感と児童のモチベーションを高めるにはどうしたらよいか」と自問自答する

ことになった。 

(3)活動のポイント（工夫・改善点） 

当校職員（執筆者）が、6 月 25 日・26 日と宮城県へ震災復旧ボランティアに参加し、班

長を務めた時の経験（ア～エ）や計画の過程でキーワードとなったことを積極的にプラン

に取り入れた。 

ア.自分たちで状況を判断しながら進めなければならないこと 
イ.作業に没頭してオーバーペースにならないよう作業時間をコントロールする役な

ど、能率よく作業を進めるよう仕事内容を分担すること 
ウ.班長は班員の安全確保に全力を尽くすこと 
エ.各班の間の連絡調整が必要なこと                 など 

①目的意識を持たせるため、来年迎える創立 40 周年と遠足のコース（統合前の旧校舎付

近が地滑り地帯となっている）を関連付けたこと 

②児童のモチベーションを高めるため、取り組ませたい活動は MISSION として提示し、

事前にポスターでプランの想定（以下の文面）を通知したこと 
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来年は創立 40 周年！そこで、根知小学校の歴史を調べる遠足へ行くことになりました。

途中で大きな地震が発生！…近くの宿泊施設に避難することに…歩荷茶屋では、ガスは

利用できますが、電気と水が使えません。そして、歩荷茶屋で一晩を過ごすことになり

ますが、遠足用の飲み水と万が一の非常食しかありません。さらに、君たちには特別使

命（MISSION）が…２日間でこの MISSION をクリアできるか？      校長 

③児童にワクワク感と連帯感を持たせるため、各 MISSION はボード（スケッチブック）

で児童に提示し、MISSION の内容を児童全員で声に出して読むようにしたこと 

④既存の縦割り班（４班、各班８名）を活用し、班長を中心として、相談、協力しながら

活動を進めること 

⑤班長は、班員の安全確保に努め、班長同士でも相談しながら取り組むこと 

⑥班長としての自覚を高めるため、班長はロゴマーク入りのワッペンを腕につけること 

⑦職員は、MISSION を提示するとき以外は、避難所に一緒に避難している地域住民（避

難民）として振る舞うこと 

⑧楽しさを本プランの前面には出さないことを前提とし、また市教委の「避難所での子ど

もたちは、その環境を明るく活気あるものにしている」の言葉を受け、避難所を明

るくするための即興スタンツを MISSION として実施すること 

⑨保護者に食事内容（活動の趣旨）についての理解を得るために、持参する非常食（おや

つ）の内容は、事前に家庭で相談して準備するよう通知したこと 

(4)各 MISSION と活動の様子 

①MISSION１：地滑り地点を観察せよ！ 

この日の朝８時 15 分頃に長野県中部（糸魚川・静岡構造線上）

で震度５強の地震が発生し、余震がしばらく続いた。そのため、

当校に統合され廃校になった蒲池小学校付近の地滑りについて

の学習は、見学を中止し、現地の写真を見ながらの学習会に変

更した。 

②MISSION２：地震だ！避難せよ！  

「移動途中で震度６強の地震が発生した」とする校地外での

避難訓練を実施した。児童は、倒れやすい所から離れ、広場の

中央でしゃがんで揺れがおさまるのを待った。職員の指示で、

人員確認した後、近くの歩荷茶屋へ避難した。移動の際には、

上級生が下級生の安全を気にかけ、下級生の手を取りながら足

早に歩く姿が見られた。 

③MISSION３：電気と水のない夜をすごせ！ 

一晩を過ごすための避難所となった歩荷茶屋は、地震の影響で停電し、「電気と水が使用

できない」ことが児童に告げられた。 
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④MISSION４：カードゲームで防災を学べ！ 

阪神淡路大震災での体験を基に作られた 2 種類のカードゲーム（「なまずの学校」と「Ｓ

ＨＵＦＦＬＥ」）を活用し、縦割り班で、ゲームをしながら自然災害発生時の対応について

学習した。 

⑤MISSION５：限られた水と非常食で食事せよ！ 

「夜の食事は、遠足に持参した 200 円分のおやつと配給さ

れた水（8 人で 1.5ℓ）のみであること。食中毒防止のため、水

筒の水を飲んではいけないこと。」が班長会議で告げられた。

班長は、水筒の水の活用法を考えたり、水を入れる容器を探

したり、どうすればこの難局を乗り越えられるか知恵を出し

合い、班員の理解と協力を得ながら乗り越えた。 

⑥MISSION６：スタンツでみんなの心を明るくせよ！ 

避難所の不自由な生活の中でも心が折れないよう、避難所

を盛り上げるための即興スタンツを班ごとに考えて披露した。

スタンツを始める前に、市教委指導主事から、市内の避難所

の様子を基に「場を明るくしてくれる子どもの果たす役割」

について話を聞いた。  

⑦MISSION７：非常食をみんなで分けよ！ 

「夜中に水道は復旧。二日目の朝は、配給された僅かなパ

ンを工夫して分けて食べること」が告げられた。昨夜の経験

を基に、人数分の数がないパンを相談しながら手際良く分け

て食べることができた。 

⑧MISSION８：根知の災害を学べ！ 

地元の建設会社から、ここ 50 年間に起きた根知の自然災害

について、記録写真を基に当時の様子の説明を受けた。以前

は、水害や土砂災害が多く発生していた地域であることを学

習した。 

⑨MISSION９：根知の七夕飾りをつくれ！ 

根知には、独特の七夕飾りがある。３・４年生が、総合的な学習の時間で調べた根知の

七夕飾りの特徴について発表した。その後、地元の老人会の方から指導を受けながら、実

際に七夕に飾る人形をつくった。そして、人形を縄に結び、みんなの健康と安全を祈願し

た。 

⑩MISSION10：使ったところをきれいにせよ！ 

活動の 後に、使用した避難所を手分けして清掃し、避難所を出発した。 

84 



II部 プログラム事例集 

○（前略）…水をどうやって使うか迷いましたが、みんなで考えあって決めたので良かっ

たです。宿泊体験で水・食べ物・電気が必要であることがわかりました。今、震災で困

っている人に、家で節電して役に立てたらいいなぁと思いました。（3 年生） 
○同じ班の高学年が手伝ってくれたので、グループがしっかりとまとまった。指示を大き

な声でしっかりと伝えることができた。「協力すること」がこんなにも大切であること

が分かった。みんなに感謝。（6 年生） 

 

実践 4：防災教室（9月 21 日）：AB 

児童と保護者、地域防災懇談会メンバーを対象に防災教室（地域防災懇談会③兼）を開

催した。 

(1)土石流災害の仕組と根知川上流の砂防対策 

①土石流災害の仕組について 

国土交通省北陸地方整備局松本砂防事務所職員から模型や実

際の映像を用いて、土石流と地滑りの発生の仕組や破壊力など

の特徴について学んだ。 

①根知川上流の砂防対策について 

地域の中央を流れる根知川の上流で、砂防工事を行っている建設会社の職員から、砂防

ダムについて学んだ。砂防の目的や砂防ダムの種類、ダムの果たす役割についての話を聞

き、砂防事業により地域が守られていることを実感した。 

 (2)知っておきたい家庭における災害時の対応 

市消防本部防災室職員からは、寝ているときやお風呂に入っ

ているときなど、学校以外のさまざまな場面を想定し、それぞ

れの場面で災害が発生した際にどうしたらよいか、クイズ形式

で対応の仕方を学んだ。 

後に、日頃から家族で、「逃げる場所・集合場所・逃げる

道筋・方法・時間」と「連絡方法」、「持ち出すもの」を話し合

っておく必要性を認識した。 

 

実践 5：総合的な学習の時間（総合）の学び（通年） 

(1)3・4 年生「さがそう！守ろう！根知の宝 ～ジオパークの文化探検隊～」 

根知の伝統文化について探究した。根知の宝を発見しよう

と地域を探索した際、あちこちに石の祠（水神様）があるこ

とを発見し、詳しく調べることになった。 

水神様がどういう所にあるのかマップを作成し、地元の住

職でもある公民館長から水神様や根知の水害について話を伺

った。 

根知は昔から地滑りだけでなく水害が多く発生しために、水神様がこの様に祀ってある
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ことを学んだ。 

根知の災害の歴史にふれながら、この地で育まれてきた伝統

文化を調べ、文化祭では、根知の宝として継承していくために、

自分たちで考えた方法を地域に提案した。 

(2)5・6 年生「自然と共に生きる！ ～未来の根知を考え隊～」 

「ジオパークと自然災害についての学習会」や学校田の田植

え作業、「防災宿泊体験」で学んだ知識や体験を基に、自然と共に生きながら、根知をさら

に盛り上げていくことについて探究した。  

文化祭では、探究してきたことを劇で表現した。土砂崩れで甚大な被害にあった地域を、

豊かな田畑へと懸命に復旧・復興していく昔の地域住民の姿からストーリーが展開した。

根知の未来を考え、根知の自然や特産物を生かした児童オリジナルの 4 つのプランを地域

に提案した。 

 

実践 6：理科の学習（4月～）：A 

6 年生の「大地のつくりと変化」の学習では、フォッサマグナ

パーク（糸魚川・静岡構造線上で地層が露呈している場所）を

はじめ、根知川流域で地層が露呈しているところや砂防工事現

場を観察し、住んでいる地域の成り立ちについて考えた。 

学校は、海の中で堆積した土や海底火山が噴火して流れ出た

溶岩などが混ざった大地（フォッサマグナ）の上にあること、

周辺には焼山や妙高山などの活火山があり、大雨による土砂災

害だけでなく、火山活動に伴う災害にも注意が必要であること

を再確認した。 

4.おわりに 

防災教育チャレンジプランの実践団体として、「防災教育とジオパーク、地域（住民）」

の視点から、手さぐりしながら防災教育に取り組んだ。防災教育を推進していく上で、推

進する側の職員の研修と関係機関との連携が不可欠であることから、①根知振興協議会に

よる自主防災組織立ち上げのための会合への参加、②被災地復旧支援ボランティアへの参

加、③市の防災フェアでの講演、④市教委主催の防災講演会への全職員の参加（職員研修）、

⑤防災教育チャレンジプラン実践団体（奈良県河合町役場）との情報交換、⑥学校力セミ

ナー講演会「学校が避難所になった！そのとき教師は・・・」への参加、⑦「地域防災と

公民館コミュニティ」をテーマとした公民館大会での実践発表、⑧市の防災リーダー研修

での発表等を行い、研修と関係機関との連携を図ってきた。 

防災教育を通じて、市教育委員会をはじめ、市消防本部や博物館、地元の建設会社、公

民館、老人会、根知振興協議会、報道関係者など、多くの方々に当校の活動を物心両面か
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ら支えていただいた。このネットワークができたことが防災教育の 1 番の成果である。こ

の場を借りて、感謝の意を表したい。 

東日本大震災復興ボランティアに参加し、被災地で活動していた際、地域の区長さんが

この地域の津波被害状況について話をしていた。「小学校が避難場所となったが、津波と

ともに車が校舎の中に飛び込み、大勢の犠牲者がでてしまった・・・」その話の中で、「学

校の先生の対応が悪かった。先生は（頭を指差して）こうだから、マニュアル通りにしか

動こうとしない、臨機応変な対応が必要なんだ！」と、語気を強めて話をされたことが心

に響いている。有事の際に学校が避難所になることは間違いのないことである。改めて日

頃の学校と地域との連携が大事であると痛感した。 

今後は、防災教育を校内研修の中心的な柱とし、自主防災組織と合同で学校を避難所と

した防災訓練を行うなど、地域とともに地域防災を推進し、地域に開かれた学校を目指し

ていきたい。 

 

（糸魚川市立根知小学校） 
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世田谷区立塚戸小学校 

 

※ヒアリング調査による 

団体名 東京都世田谷区立塚戸小学校 （回答：安藤力也氏） 
住所 〒157-0071 東京都世田谷区千歳台 6-7-1 

TEL 03-3300-5166   FAX 03-3300-5174 連絡先 
団体の設立目的 塚戸小学校は、みんなでつくる地域の学校として保護者・地域・学校が

一体となってつくる地域運営学校である。「地域の子どもたちが、地域

で育ち、そこに学校がある」この考え方をベースにおいていることから、

世田谷区の教育ビジョンである「地域とともに学校を作る」に基づき、

平成 17 年より世田谷区はコミュニティスクール（地域運営学校）の指

定、運営を開始した。それに伴い学校には学校運営委員会が設置された。

この組織は、様々な場面で学校の運営をサポートし、学校協議会と協働

して活動している。本サバイバルキャンプは、「保護者・地域住民と共

働・共育・共創する学校づくり」の一環として学校協議会、学校運営委

員会、PTA によって運営されたものである。したがって塚戸小学校と諸

団体の安定的な連携を基盤とし、地域の子どもたちが災害時に対処でき

るよう知識と意識を高められる内容となっている。 
年間の活動内容 サバイバルキャンプ自体は 1泊 2日の 2日間。ただしその準備のために、

参加児童および保護者へのプリントの作成と配布を行っており、ミーテ

ィングは適宜実施している。 

1. プログラム名 

サバイバルキャンプ ～防災宿泊体験～ 

2. 実施期日 

実施：平成 23 年 7 月 2 日～3 日（平成 15 年より防災宿泊体験開始） 

3. プログラム内容  

15:30~ 受付開始 
16:00~ 開会式・説明 

7 月 2 日(土) 

16:15~ 防災倉庫見学 
18:40~ 防災実技講習※１ 
19:30~ 夕食 
20:00~ お話会、停電訓練 
21:30~ 就寝準備 
22:00~ 就寝 
6:00~ 起床・洗面 
6:20~ ラジオ体操 

7 月 3 日(日) 

7:00~ 非常食配付 
7:15~ 閉会式 
7:30~ 解散 

※1 

講話を全体で聞いた後、②～⑥【②

電話通報訓練、③止血方法訓練、④

消火器訓練、⑤ボイラー点火・発電、

⑥バケツリレー】を班ごとに順序を

入れ替えて体験する。 
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4. プログラムの特徴 

宿泊型の防災キャンプであり、地域と連携した課外授業として行っている。塚戸小学校

の教諭、地域に在住している方々、専門家の方々がそれぞれの役割を果たすように協力す

ることにより、塚戸小学校の児童を中心においた地域密着型の社会教育が成り立っている。 

 
 中学生リーダーが中心となった班ごとの話合い 講話の様子 消化器訓練 

 

 
 止血訓練 通報訓練 消化器訓練 

 

 
マンホール簡易トイレ 

5. 指導体制と参加人数 

参加者：約 100 名（内中学生 10 名）、指導者・サポーター：約 100 名 

指導者サポーターは全て学校協議会、学校運営委員会、PTA の何れかに所属する人がボ

ランティアで参加している。 

教員の関わりは校長、副校長は協議会に参加していることもあり実働的に動くが、一般

の教員は一緒に訓練に参加する立場で、あくまで学校協議会、学校運営委員会、PTA の方々

が行う活動に学校も参加するという体制。 

地域行事としての社会教育の場という位置づけのため、教員が教える立場としては参加

しない。 
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6. 手応え、効果 

・子どもたちの感想文集に多くの子どもたちが「訓練を実際に自ら体験したことで、自分

たちの為になった」と回答した。また参加満足度が高く、ほぼすべての参加者がリピー

ターを希望している。 

・地域が一体となって子ども達のために活動できたことで、地域住民の密接なつながりが

できた。 

・防災実技講習の通報訓練の中で、非常時に何を伝えることが大事なのか等、情報の選択

方法を実践で学ぶことができた。 

・バケツリレーなどは子どもたちが楽しみながら体験活動に参加している。 

・参加した塚戸小学校教諭陣は、子どもたちのために熱心に関わってくれた関係者の方々

と直に触れることによって様々な影響を受けるだろう。 

・東日本大震災を受けて、子どもたち自身の防災に関する意識が高まっており、児童も保

護者も現実的な問題としてサバイバルキャンプに取り組んでいた。 

7. 現在抱えている問題と課題 

実際の学校で被災した際は校長または、防火防災担当の副校長が指揮をとることになる

が、本事業は学校行事ではないため、校長、副校長ともに指揮をとる立場ではない。本プ

ログラムは協議会員である PTA 会長が実行委員長を務めているが、学校、協議会、PTA の

うち 終的な責任者が誰であるかについて、より明確にする必要がある。現在のところ、

活動上の役割は明確かつ実績もあるので、活動そのものの運営には問題は無いが、誰がど

のようにリーダーシップをとるのかについて判断しづらい状況にある。 

8. 今後のプログラムの展開について 

昨年は新しい試みとして、過去に参加経験がある中学生がリーダー役として参加した。

反省点は中学生の関わり方の方針が不明確であったこと。そのため今回は中学生が新しく

参加する小学生のためにリーダーとして関われるように方針を徹底した。中学生の役割や

参加の方法についてさらに検討をしていく。 

9. 防災教育プログラムを始めようとしている人へのメッセージ、コメント 

本プログラムは各団体の方々の好意的、意欲的な参加により実施できたと考えている。

したがって、学校協議会委員や学校運営委員の協力によって成立したプログラムと言える。

日ごろからの地域との共同活動が一番大切だと改めて感じた。 

またコーディネートができる人材が必要である。今回は副校長と PTA の校外委員長が中

心となって行った。そのため両者でキャンプ前の入念な打ち合わせを行ない、それぞれの

担当場所への挨拶や、参加団体の調整を行ったため、良好な運営が可能となった。 

90 



II部 プログラム事例集 

10. その他 

〈サバイバルキャンプ以外の活動について〉 

塚戸小では、サバイバルキャンプと同様に避難所運営訓練を学校と学校協議会（地域自

治会が中心）が連携して行っている。 

避難所運営訓練は以前から行われていたが、東日本大震災以前は集まった人の自助的訓

練が多く見られた。しかし東日本大震災を経験して、避難所運営訓練では避難所開設に関

する意識が高まり、本年は実際の避難所開設を見通した具体的な話し合いが行われた。 

〈事前準備〉 

参加者が小学生ということもあり、実施１ヶ月以上前に参加者の募集や、サバイバルキ

ャンプのお知らせ、必要な持ち物の有無などをプリントで配布している。さらに希望があ

れば保護者の参加の受入れなどきめ細やかな対応を行っている。特に当日子どもだけで参

加する場合は、親に自宅待機を予めお願いするなどの内容も、事前に資料で配布しておき、

緊急時に対応できるようにしている。 

〈対象者を 5、6年生にする理由〉 

対象児童を 5、6年にしているのは、世田谷区の宿泊型行事が 5 年生から始まることから、

この年齢を対象とした。5、6 年生を合わせると約 300 名の生徒が在籍している。そのうち

約 100 名の児童がこのキャンプに参加した。 

開催日が土日であることから、用事があることで参加できない児童もおり、実際のニー

ズは参加者数を超えていることが分かっている。 

〈運営資金〉 

参加費は無料で行っており、学校側は運営資金を捻出していない。その理由は次の通り。 

・保険に関しては、小学生は学校で事前に保険に入っているため保険料がかからない。 

・指導者の謝金などは無く、全てボランティアで行っている。 

・食事（非常食：アルファ米）は運営委員会が世田谷区の地域振興課に依頼して資金を調

達している、このため無料で提供できる。 

 

（ヒアリングおよび文・国立青少年教育振興機構 青少年教育研究センター） 
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伊那市立伊那小学校 6 年文組 

 

団体名 長野県伊那市立伊那小学校 6 年文組 
住所 〒396-0023 長野県伊那市山寺 3221 

TEL 0265-72-5205  FAX 0265-72-5206 連絡先 
Ｅメール inasho@ina-ngn.ed.jp 

団体の設立目的 -  

 

このプロジェクトは「通年型」の自然体験プログラムとして大変優れているため、本誌掲載にご協力い

ただいたものです。本事例には、継続的かつ真摯に自然環境と向き合う態度の育成をはじめ、実体験を伴

った知育、参加者の主体的な行動力、忍耐、挑戦、協力、課題解決能力、達成感、創造性など総合的な要

素が含まれています。防災教育へ取り入れることができるポイント等の観点より、ご参考にしていただけ

ましたら幸いです。                          (青少年教育研究センター) 

 

文組ドリームプロジェクト 

 

本活動は、小学校 6 年生 33 人の子どもたちが、「１から自分たちの手でパンづくりをし

たい」という願いに向かって挑戦していったものです。石窯を身の周りにある土や石で作

り、薪を作り、果物などから天然酵母の種を起こし、荒地を開拓し、小麦を育て、収穫・

脱穀し、石臼で粉に挽き、その粉を使ってパン生地を作り、火を焚いて窯を温め、パンを

焼くというものです。この一連の活動を自分たちの力でやってみようという挑戦です。特

にパンが焼けるような石窯を作るとか、パン生地づくりができるとか、パン焼きに適した

窯の温度がわかるというものは、一朝一夕にできるものではありません。小学校 4 年生か

ら 2 年間、失敗の連続から、子どもたちなりに試行錯誤を重ねて、自分たちの技量を高め

たり、経験から学んだり、知恵を出し合って工夫したりして費やしてきたものが、今回の

プロジェクトの挑戦の土台にあります。昨年度も小麦作りに挑戦しましたが、収穫寸前で

鳥に食べられてしまいました。1年越しの再挑戦になります。だからこそ、子どもたちの思

いも強いのです。 

公益財団法人安藤スポーツ･食文化振興財団様のご支援に感謝申し上げ、活動の成果をこ

こに報告させていただきます。  
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～子どもの感想から～ 

・文組の畑の小麦の鳥対策をしました。小麦の色が前見たときより茶色になっているかな

と思いました。とても暑くて熱中症になりそうだけど、がんばってやれたのでよかった

です。たくさん小麦が収穫できますように。 
・麦刈りは大変だったけど、この刈った麦ですごくおいしいパンを焼くのが楽しみです。

絶対失敗しないようにうまいパンをぼくは作りたいです。（NT） 
・私は全部脱穀をやりました。残っている麦の束から実をとって、落ちている麦の実を拾

って、空気を送る機械で殻を取りました。すごくたくさんの実が出てきて、とても嬉し

かったです。自分たちでがんばって麦を刈ったかいがあるなあと思いました。全部とれ

た袋をみたら、すごく多くてびっくりしました。この粉でパンを焼いて食べれたら、

高だと思います。（KS） 
・今日、かまづくりでは、横のかべの所をもう 1 だん外側に石を置きました。なので、今

日は横が少し厚くなりました。すごいスピードで窯が完成に向かっているので、うれし

いです。だけどまだまだこれから厚くしていきたいです。（KM） 
・初めて石臼ですってみました。やった時は「重い！」とビックリしましたが、何度もや

っていると楽しくなってきました。チーム全員ですったのを合わせたら、けっこうな量

になってよかったです。また、麦をすりたいなと思いました。（KH） 
・今日、パンを焼きました。火はいい感じだったのか全員分のパンが焼けてうれしかった

です。食べてみたら、モチモチしていて、いつもと違うやさしい味がしました。「自分

たちの小麦が入っているから。」と、思いました。自分たちの小麦がパンになると、小

麦を作るまで大変だったことがやってよかったなと思えました。とってもおいしかった

です。（KC） 
・パン焼きがありました。今日のパンは自分たちで作った小麦を入れました。パンを焼い

て食べたらモチッとしてしっとりしていました。麦のつぶつぶがとてもよくわかりまし

た。自分たちの麦を入れたパンはすごく特別おいしい感じがしました。（NA） 

 

活動レポート０１「ぐんぐん伸びろ、大きくなあれ！ぼくたちの小麦」 

「麦を見に畑に行きました。畑に行くと、びっくりす

るほど大きく育っていました。早く自分たちの作った麦

でパンを焼きたくなりました。こんなにいい麦が鳥に食

べられてしまったら、もったいないので、ひとつぶも食

べられないように鳥対策をしっかりとしたいです。」（SY） 

順調に小麦が育ってきています。久しぶりにみんなで

畑

育てたのですが、収穫寸前に鳥にほとんど食べられてしまい、ほとんど収

穫

に足を運ぶと、「おっきくなったね」「いい感じ」「たく

さんとれそう」「今年は絶対、鳥から守るぞ」の子どもたちの声が聞かれます。アブラムシ

を見つけて、麦からとっている子もいます。 

昨年も小麦を

ができずに終ってしまいました。子どもたちは、その悔しさに、「絶対、自分たちで育て

た小麦でパンを作る」という思いが一段と強くなりました。昨年の 10 月、麦の種まきを前

に、麦を蒔く場所を話し合いました。できるだけ多く収穫したいという思いから、学校周
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辺で小麦が作れそうな場所を見つけてきて、みんなで検討しました。「あの斜面は日が当た

らないよ」「あそこは、いいんじゃない」等。話し合いの結果、４箇所に作ることが決まり

ました。その内の 2 箇所は、畑ではないので、一からの開墾です。特に学校横の斜面に計

画した場所は、そこへ行くまでの道づくりから始めなくてはならなかったのです。しかし、

苦労しながらも男子を中心に立派な階段状の道ができあがりました。そして、耕し始める

と手ごわいのは、石だけでなく、竹の根っこです。掘っても掘っても抜けません。汗びっ

しょりになりながらも懸命に作業を続ける子どもたちです。 

「がけに畑を作るのは、予想よりものすごく大変です。草取りをしていて竹の根っこが

マンテン」という地元でつくら

れ

活動レポート０２「今年こそ、鳥から小麦を守ろう！」 

い

た。

「

じゃまで、抜こうとしても抜けませんでした。でも、

なんとかみんなで草取りをして、きれいになって、畑

がちょっとできたので、よかったです。日もよくあた

るから、大きく育つと思います。種をまく時、ひとつ

ぶひとつぶ『鳥に食べられるなよ。』と願いながらま

きました。」（KH） 

蒔いた小麦は「ハナ

ている品種の小麦です。 

「自分たちで育てた麦でパンを作りたい。」という願

で小麦「ハナマンテン」を育てています。昨年は、

収穫を目の前に鳥にほとんど食べられてしまったので、

今年は「絶対に鳥から守りたい」という思いが強い子

どもたちです。穂が黄色になり始めたので、この日、

防鳥網を張ることになりました。小麦に直接網をかけ

ても鳥が麦を食べられるので、麦と網の間に距離がで

きるように考えました。それは、棒を立てて、その先

にペットボトルの空き容器を取り付けて、その上に網を

「真ん中は、高い方がいいね」と、H 子さんは長い棒を持って畑の真ん中へ行きまし

被せることにしました。 

あれ、手が届かない。」「どうしよう。」と、真っ直ぐに立てた鉄の棒の先は、H さんの頭

のさらに上。「おれ、台になるからのって」と、四つん這いになり始める T 君。「それでも、

打てないよ」と H 子さんがいうと、それを見ていた K さんは、「肩車したら、どうかな。」

と言い、「一番小さい A さんに上にのってもらうのはどう？」と言うやいなや A さんに向か

って「A さ～ん」と大きな声で A さんを呼びました。そして、A さんに事情を説明しやっ

てみることになりました。「うん、打てそう。」と A さんは、コンコンと音をさせながら、

棒を打ち込んでいきました。周りにいた子どもたちも打ち込む様子を見つめ、打ち終わる

と満足気な表情で「いいね。」と語り合っていました。 
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さて、いよいよ網張りです。網はコン

パクトに小さくたたまれているので、広

げ

がらみんなの問題になっていきました。「もっと広い網じゃないと･･･」「引っ張っ

て

パンを焼くための石窯づくり、学校周辺の石や赤土を材料

パ

といって天井が低いと火がよく燃えない。」

「

4

るには十分気をつけないと、絡まって

しまいます。慎重に広げていくことができ

ない。」と、網から小麦がはみ出てしまうことに気が付きました。9ｍ×18ｍのサイズの大

きさの網ですが、縦にも横にも伸びるので、多少の融通は利きます。「もう少し、こっちに

こない。」声をかけてひっぱります。反対側で「ストップ、ストップ。」ともうこれ以上無

理だという声が聞こえました。また、一つ問題の発生です。 

小麦畑の反対側も別の網を広げられました。そっちも同じ問題が発生し、どうするか網

を持ちな

ました。端を持っていた N さんは「あれ、足り

もこれが限界なんだよね。」と困っていると、「縦じゃなくて、横に 2 つ並べたらいいん

じゃない？」と R 君が提案しました。「縦なんか無理じゃないの。」という声も聞こえてき

ました。「この網、けっこう伸びるじゃん。」「試しにのばしてみよう。」ということになり、

縦に伸ばしてみると、なんと畑の長さが入るまでの長さに伸びました。「うん、いけるかも」

みんなの顔が急に明るくなりました。「真ん中ひもでしばってつなげちゃえばいいじゃん。」

と I さんがいうと、「それいいねえ」ということになり、手の空いている人たちが短い紐を

持って、網と網をつなげ始めました。そして、見事に畑の小麦は網を被せることができま

した。 

活動レポート０３「パンを焼くための石窯を作ろう」 

にして石窯を作ります。4 年生の時から試行錯誤を重ねて、

ンが上手く焼けるように工夫して石窯を作ってきた子ど

もたちです。 

「天井が高いと火はよく燃えるけれど、パンが上手く焼け

ない。」「だから

窯が大きすぎても熱が上がらずうまく焼けない。」子ども

たちのこだわりがあり

ます。数回使うと、だん

だん石が割れたりして

崩れてしまう部分があ

ります。数ヶ月単位で大

年度もよりよい石窯にし

一から作り上げます。ただし、今までに集めた石や土な

どの材料はかなり再利用できるので、前ほどは時間がか

つのチームに分かれて、それぞれのチームで石窯を作

きな修繕が必要になります。今

ようと、今ある石窯をこわして、

からなくなってきました。33 人が
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ります。「モチパン」チームも話し合いの結果、石窯を作り直すことになりました。「火を

よく燃やすために、前よりも屋根を少し高くしたら」「熱がたまるようにもっと厚くしたら

どう」と、新しい石窯をよりよいものにしようと、みんなで知恵を絞ります。 

【子どもの感想】 

・火がよく燃えて、厚い窯にしたいです。でも早くやらないと時間がないので、協力して

） 

窯よりも厚くして、熱が逃げないようにしたいし、穴が無くな

・

できた。これからもがんばりたいです。（KR） 

隙間に挟んで、みんな

で力を加えて曲げていきます。暑い中、汗をかきながらの作業になりますが、泥だらけに

な

多くで

ことにして、土をぬ

・今日、窯づくりでは、横のかべの所をもう１段外側に石を置きました。なので、今日は

・

くんと Y さんと M さんは、

土と水で泥を作りました。あとの人は窯の石をつみあげたりしました。泥を少し塗り終

わりました。あと、少しで作れるので楽しみです。（KR） 

・もうすぐ、新しい窯ができそうになりました。集中してやっているので、予定よりも早

く作れそうです。（BR） 

やりたいです。（BR

・新しい金網を持ってきて曲げました。パンが多く入るように広くして入れやすいように

少し高くしました。前の

るように石をつめて丈夫にしていきたいです。パンがしっかりと焼けるような窯にした

いです。（KS） 

窯の上の土をバケツに入れました。石とかあって大変でした。バケツ 4 つ分あり、石窯

にかなり使えそう

 

骨組みに使うのは、鉄でできた丈夫な金網です。コンクリートの

りながらも作業の割り振りを自分たちで行いながら、窯の完成に向けて作業します。授

業の時間内では、終らないチームは、休み時間や昼休みも使って作業をします。 

【子どもの感想から】 

・窯づくりでは、また土に水を加えて混ぜるねん土づくりの係でした。だいぶ土が

きたので、窯の方を手伝う

っていったけど、改めてその大きさに驚きまし

た。これなら一気にいくつものパンが焼けそう

な気がしました。（NT） 

・今日は、昼休みにも窯に行きました。雨が降っ

ていたので、来る人がとても少なかったです。

少ししか進まなかったけど、これからがんばり

たいです。（OA） 

横が少し厚くなりました。すごいスピードで窯が完成に向かっているので、うれしいで

す。だけどまだまだこれから厚くしていきたいです。（KS） 

今日、５６時間目に窯を作りました。昨日の続きをやりました。まず、土を平らにして、

そしてコンクリートを９つ３×３で置きました。ぼくと、T
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完成までの見通しが持てるような段階に入ると

。休み時間や昼休みなども作業に集中です。窯

ないように、ビニー

、子どもたちの作業のピッチが上がりま

の方が完成すると、雨が降っても窯が濡す

れ ルハウスの廃鉄パイプを骨組みにして、ビニールシートを覆い被せ

て

の畑の小麦もいよいよ麦刈りです。稲刈り鎌を手に、麦畑

の準備が整うと、

麦

手ごたえに気が付きました。稲は土

固

しなけれ

ば

屋根を作ります。子どもたちの思いのつまった４つの石窯が学校の中庭に完成しました。 

活動レポート０４「小麦の収穫」 

地元の麦畑の収穫もだいたい終ったようですので、文組

に向かいました。防鳥網をはずし、麦刈り

を刈り始めました。 

「あれっ、土まで取れちゃった。」「根っこが抜けた。」

麦を刈り始めると、あちこちで驚きの声があがりました。

みんな稲を刈るのと違う に根をしっかり張り、地面も

根がとれてきてしまいます。だ

けてしまいます。地元の麦畑の

いので、引っ張っただけでは抜けませんが、麦は簡単に

から、鎌で切ろうとすると力加減で茎が切れる前に根が抜

収穫の跡が、茎が高く切られているのは、そのためかもしれません。子どもたちは照り付

ける日差しの中で苦戦しながらも次々に麦を収穫し、束にまとめていきました。 

台風が過ぎ去ったその日は、日差しも強く暑い日でした。汗をかきながらも作業を交替

し、リヤカー3 台に、次々に麦が積み上げられました。気が付くと、時間は 10：30。子ど

もたちの顔にも疲労が見られます。畑以外の 3 箇所に作ってある小麦も刈り入れ

なりません。休息が必要だと思いました。「休み時間になったから、11:00 まで休憩。今

日はまだやることがいっぱいだから、学校帰って休みな。あと残った棒の片づけとかは先

生がやるから」と、指示を出しました。子どもたちが次々とリヤカーを引っ張って帰って

いきました。すると、「先生、私もやるよ。」という声。「いいよ。学校行って休みな。」と

言うと、「大丈夫。」とその子は応えて、棒を拾い集めました。「わたしも」と他の子も言い

ました。それに気付いた帰りかけた子もわざわざ戻ってきて、7 人もの子どもたちが一緒に

作業をしてくれました。学校へ戻ると 11:00。次の活動の開始時刻でした。この話を集まっ

た子どもたちにしました。次は、残り３箇所の麦刈りです。1 番やっかいなのは、斜面です。

斜面な上に、草がぼうぼうで、蚊もいます。網張りの時も一番苦労したのがこの場所です。

「次は、さっき R 君が言ったように分担してやろう。」と

言って、どの場所をやりたいか手を挙げさせました。な

んと、一番大変な斜面の所に、半分以上の人が手を挙げ

ました。大変なのを自らすすんでやろうという気持ちが

感じられ、子どもたちの育ちを感じ胸が熱くなりました。

その後の活動ぶりも見事でした。斜面以外の所も少人数

だったので思ったよりも大変でしたが、みんなのがんば
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りで、午前中に全部の麦の刈り入れが終わりました。 

【子どもたちの感想から】 

・今日はとても暑くて、刈るのが大変でした。しかも、ささったりして痛かったりしたけ

もたくさん刈れたので、これでパンを作るのがすごく楽

・

にうまいパンをぼくは作りたいです。（NT） 

まめに草取りをすれ

・

たが、

活動レポート０５「小麦の脱穀」 

いよいよ小麦の脱穀です。足踏み式脱穀機と唐箕（と

業によって子

ど

を

を風で飛ばしてきれいな実だけにし

いて、風を送る羽根車などを見ている子

ど

。残っている麦の束から実をとって、落ちている麦の実を拾

を取りました。すごくたくさんの実が出てきてとても嬉しか

どけっこう楽しかったし、とて

しみです。（TN） 

麦刈りは大変だったけど、この刈った麦ですごくおいしいパンを焼くのが楽しみです。

絶対失敗しないよう

・斜面に開拓した畑は、草がとても多く、また、大きく網をとるのも一苦労でした。アレ

チウリの茎はとても痛く、足がすりキズだらけでした。もう少しこ

ば、栄養を取られずに大きく育ったのかなと、少し後悔しました。でも、少しとれた、

その少しがとてもうれしくみんなで１つとれるごとに喜びました。収穫は大変だったけ

ど、耕す所から、網をはり、全ての事をやり切れたので、そこをやってよかったです。

この小麦を使って、みんなで楽しく、おいしいパンをつくりたいです。（HH） 

今日、麦かりをしました。とてもすごい量が、畑にあるので、とても大変そうでした。

やったら、予想通りで、とても難しかったです。畑は４つあって、とても大変でし

一つの畑以外は、分担してやりました。早く自分たちの麦でパンがつくりたいです。（KA） 

うみ）という昔の木製機械を使い、手作

もたちの力で脱穀をしました。足踏み式脱穀機で、

麦の実が取れていく様子を見ると「ああ、面白い」「す

ごい！」「実が取れていく。」「やってみたい。」と、一

瞬にして、脱穀機の魅力に取り付かれたようです。 

順番に交替して、麦の脱穀をやりました。回転が速

すぎると茎まで飛んでしまうので、丁度よい回転速度

自分で見つけながら、脱穀を楽しみました。 

そして、集まった実は唐箕を使って、茎などのくず

ていきます。唐箕の仕組みに興味を持ち、中を覗

もたちも多くいました。 

【子どもの感想から】 

・私は全部脱穀をやりました

って空気を送る機械で、殻

ったです。自分たちでがんばって麦を刈ったかいがあるなあと思いました。全部とれた

袋をみたら、すごく多くてびっくりしました。この粉でパンを焼いて食べれたら、 高

だと思います。（KS） 
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・

って、からを飛ばして、実を残してくれる

活動レポート０６「薪割り」 

パンが焼けるように石窯に熱を蓄えるためには、2 時間窯

２時間燃やすには、かな

り

こで、その一部を薪としてもら

い

ん。そこで、楔を使って金槌で叩

い

がいると、

割

小麦を粉にしなければパンを作れません。子どもたちの中に、ソバを石臼で挽いて粉に

いう考えがすぐ出てきまし

た

脱穀は板を踏むと、回るやつで、どんどんと麦が取

れていきました。回すと中にある扇風機みたいなや

つがまわ

機械もからが風に舞っていってきれいでした。たく

さん、麦をみんなでとったので、取った小麦で早く

パンを作りたいです。（SY） 

を燃やし続けなければなりません。

の薪が必要になります。 

幸い昨年度、校庭の大木が大きくなりすぎたため、いくつ

かの木が伐採されました。そ

ました。かなり重いものもありましたが、子どもたちは協

力してたくさんの木を運んできました。積み上げておいた木

もかなり乾燥してきて、薪として使えそうです。しかし、こ

いので、子どもたちが木を割る必要が出てきました。 

どうやって、子どもたちに木を割らせようかと悩みました。斧や鉈で割るのは、安全上

心配です。ずっと、教師が付いているわけにもいきませ

のままでは、薪として使えな

て割る方法を考えました。やってみると、子どもたち

でもなんとか木を割ることができました。 

一人では、木が横に倒れてしまうので、なかなか楔を

打つことができません。木を持ってくれる人

りやすくなります。なので、自然と友達と協力して割

る姿が見られるようになりました。「ああ、疲れた。交

替。」一つ割るにも、かなりの力と根気がいります。そ

れでも、必要な薪とあって、交替しながらも次々に薪が

活動レポート０７「石臼を使って小麦を粉にしよう」 

できあがっていきました。 

したことがある子が数人いたので、小麦も石臼で挽けばいいと

。石臼で挽けるかどうか試してみました。小麦をまんなかの穴に入れると、周りから粉

やつぶが出てきました。出てきたものをさらに、穴に入れて何回か繰り返すうちに、粉に

なっていきました。これならできそうだという見通しを持てたので、石臼で粉をひくこと

にしました。交替しながらみんなが石臼での粉挽きを体験しました。ゴロゴロと石のいい

音が教室に響きました。 

 

99 



 

【子どもの感想から】 

・ 挽きをしました。先生やみんなのやっているのを

るし、一回まわすごとに

・

いると楽しくなってきました。チーム全員ですっ

す。また、麦をすりたいなと思い

活動レポート０８「天然酵母に挑戦！」 

今回は、レーズンで酵母を作りました。容器となるビンを熱湯で消毒して、ノーワック

1 日に１回、新鮮な空気を入れるために、

蓋

れたの

か

て、

毎

ンをつくっているお店を訪ね、そこで、レーズンで発酵

自分たちで育てた小麦「ハナマンテン」を石臼で挽いた全粒粉を入れてパン生地を作り

分たちの

粉

粉

見ていると簡単そうに見え

もっとたくさん粉ができると思っていました。でも、

けっこうまわすのは大変だし、20 分やってもあん

まり粉ができませんでした。（KT） 

初めて石臼ですってみました。やった時は「重い！」

とビックリしましたが、何度もやって

たのを合わせたら、けっこうな量になってよかったで

ました。（KH） 

スのレーズンと水を入れて、数日おくだけです。

を開けます。空けるたびに、泡が増していきます。そして、よく振ることです。 

5 日目、ビンの金属の蓋がもりあがって変形してきています。蓋を取ろうと、蓋を回すと

突然、「ボンッ！」と大きな音と共に、中身があちこちに飛び散りました。ビンが割

と思いましたが、そうではありません。レーズンの発酵の力です。びっくりです。 

昨年から、いろいろな材料をもとにパンに使う酵母づくりに挑戦してきました。イチゴ、

りんご、バナナ、ヨーグルト、レーズン、酒かす等で試してみました。元種をつくっ

日、小麦粉を加えて、酵母を活性化するかけ継ぎをしていきました。発酵しすぎてしま

ったり、雑菌が増えたりして、嫌な臭いがついてしまうことが何回もありました。そんな

酵母を使ってもパンにした時においしくありません。試行錯誤しながらも子どもたちは、

酵母にかかわってきました。 

今年、5 月の修学旅行で東京へ行った時、東京にあるパン屋さんで、天然酵母を使ってパ

させた酵母の臭いをかがせてもらいました。「わあ、く

さい。」「お酒の臭い。」「ここまでくさくていいんだ。」

自分の嗅覚をフルに使って、よい状態の発酵具合をつか

んできました。そこで見せてもらったのが、レーズンの

酵母です。だから、現在、レーズンの酵母で、子どもた

ちは、おいしいパンを作ろうと取り組んでいます。 

活動レポート０９「自分たちの小麦粉を使って、パン生地を作ろう」 

ます。一生懸命粉を石臼で挽きましたが、粉にできた量は少なく、今回は 100％自

というわけにはいきませんでしたが、初めて自分たちの育てた小麦が入ったパンづくり
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となります。子どもたちの期待も高まっています。 

小麦粉に、少量の酵母、塩、砂糖、水を混ぜて、こね

て、こねて、こねあげます。4 年生の時から今までに何

十回とパンづくりをやってきた子どもたちですので、手

際

量を多少調節します。何回も何回

なくなるようになります。 

かっ

て心配でした。成形はあん

・

ベトベトがなくなり、やわらかく

・

かったのに、あ

態がよいかどうか確かめている所です。生地がうまくでき

ている時は、薄い膜ができます。膜ができないようならば、

さ

よく作業が進みます。しかし、気温等の影響か、同じ

ように作っても毎回生地の出来具合が異なります。そこ

で、粉の状態に応じて、子どもたちは自分の判断で水の

もこねることによって、ベトベトだった生地も手に付か

【子どもの感想から】 

・酵母が少ないかなと思って、砂糖を増やしました。 初はベチョベチョしていたけど、

ずっとこねていたら、どんどんよくなってうれし たです。朝パン生地を見にいった

まり手にくっつかなくて、うまくら、全然ふくらんでいなく

できました。（SM） 

初のほう、ベトベトしすぎていて、「パンになるの？」          

と、いうくらいでした。でも、「モチパン（チーム）」の

こね方をまねしたら、

なりました。「おいしいパンになるぞ！」と自信がつき

ました。今朝パン生地を見にいったら、あんまりふくら

んでいませんでした。「気温が低いし、酵母の量が少な

かったから？」と思いました。（SY） 

今回、自分たちで作った小麦をたくさん入れて混ぜまし

た。そしたら、こねている時、つぶつぶがとてもよくな

りました。 初、粉だらけで、とても固

きらめないでずっと、混ぜていました。今までは、そう

やってなると、少し水を入れたりしちゃったけど、ずっ

とこねていたら、いい感じにやわらかくなりました。あ

きらめないで、ずっと混ぜるのが一番いいと思いました。

（KC） 

 

右上の写真は、グルテンチェックといい、パン生地の状

らにこねていきます。パン生地は、パン焼きをする前日

まで一次発酵としてねかせます。今回、酵母の量を少なく

節しました。 

翌日、登校した子どもたちは、パン生地の様子を見ます。今回は、いつもよりもふくら

の午後に生地を作り、翌日の朝

して生地を作り、発酵時間を調
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みが少なかったのが多いようでした。パン生地を分割、成形していきます。そして、しば

らくの間、二次発酵させます。 

れます。4 年生の頃は、

マッチが 10 本あってもなかなか火が付かず、「もっとマッ

本

、帰ってきてみると消えてしまいそうだったので、また、枝

て、ものすごく燃えました。それから、おきを取り出すまで火

・ 

いよいよ、パンを焼き上げます。 「そろそ

ろいいね」「出すか」「うん」「パン生地持ってくるように言って」と、子どもたちが一斉に

、石窯の中の温度が下がってしまいます。

ン焼きを繰り返す中で、使いやすいように工夫して作っていきました。そして、

窯

活動レポート１０「パンを焼くために火をたいて窯を温めよう」 

パンを焼くために、窯に火を入

チください」と言ってきた子どもたちですが、 近では 1

か 2 本のマッチで、火がしっかりと付くようになりまし

た。新聞紙などを丸めて火を付け、燃えやすい枝などを上

に重ねます。特に自分たちで割った薪はよく燃えます。し

かし、火の熱さと煙はたまりません。なので、火の番も容

易ではありません。2 時間、火をたき続けて、石窯に熱を蓄

生地の成形を行っています。 

【子どもの感想から】 

・ 今日は私がマッチで着火して、1 本で付いてよかったです。でも、全校音楽があるから

たくさん木を入れましたが

えます。この作業の傍ら、パン

を入れ、大きな木を入れ

は弱くなる事なく燃えてよかったです。（KH） 

今回、火たきはすごくよかったです。前日に薪をたくさん割って薪ができたからとても

よく燃えました。よく燃えてよかったです。（MM） 

活動レポート１１「いよいよパン焼き」 

2 時間燃やした石窯からおきを取り出します。

動き出します。おきの取り出しを素早くしないと

けむりが目に入って涙が出ますが、そんなことも言っていられません。交替しながら、近

くのドラム缶の中へおきを移していきます。熱さもかなりあります。おきの取り出しのタ

イミングを見計らって、成形し二次発酵させておいたたパン生地を石窯のところへ運んで

きます。 

きれいにおきをかき出し、パン生地が並べられた鉄板を並べていきます。窯の中が熱い

ので、鉄板を入れたり、出したりする棒に板を付けた道具を使わないとできません。道具

も何回もパ

に蓋をして、焼き上がりを待ちます。 
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鉄板を置く位置によっても焼き上がりが違います。

時々様子を見ながら、場所を変えたり、うまく焼けたも

のは取り出したりしていきます。「その奥の、もういい

ね。」「うまく焼けてる。」「これ（手前を指さし）白いか

ら、その奥へおけばいいね。」「じゃあ、これ（手前）と

ってからやろう。」と、子どもたちは、蓋の開け閉めす

る人、鉄板を置く場所を作る人、鉄板を動かそうと、『と

っ

ない」「全粒粉の味」「うまく

もたちの満足のいく出

【子

・ 

と、小麦を作るまで大変だったことがやってよかったなと思

・ 

いしかったです。

麦を使ったパンはあまくて、

もらえるかな～？

まし

ちゃう棒』を手に持つ人など、あうんの呼吸で、作業

を行います。 

焼きあがったパンは、まるまるとふくらんだでおいし

そうです。パンの表面には、天然酵母のパンならではの

ポツポツの跡がきれいに表れました。焼きあがったパン

を分け合い味見をします。「おいしい」「あっ、あまい」

「酵母の酒くさい臭いがし

いったね」「やったあ」と、子ど

来上がりとなりました。 

どもたちの感想から】 

今日、パンを焼きました。火はいい感じだったのか

全員分のパンが焼けてうれしかったです。食べてみたら、モチモチしていて、いつもと

違うやさしい味がしました。「自分たちの小麦が入っているから。」と、思いました、自

分たちの小麦がパンになる

えました。とってもおいしかったです。 

今日は、パン焼きがありました。今回ちがう所は、自分た

作ったことや酵母はいつもより、量を減らし３ｇにしまし

サイコーでした。酵母も量を減らしたら、酒の臭いもし

なくて、すっぱい味もしなくて、お

ちが作った小麦でパン生地を

た。自分たちで作った小麦は

（HM） 

・ 今日はパン焼きをしました。パン係でパンの成形をしま

した。やわらかくて少し時間がかかってしまいましたが、

間に合いました。自分たちの

おいしかったです。（SN） 

・ 今日は自分たちで育てた小麦を使ってパンを作りました。私はとてもうまくいって、と

てもおいしく作れました。なので、みんなに「おいしい！」と言って

と思うので、家の人に食べてもらって感想を聞きたいです。（IA） 

・ パン焼きがありました。今日のパンは自分たちで作った小麦を入れました。パンを焼い

て食べたらもちっとしてしっとりしていました。麦のつぶつぶがとてもよくわかり
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た。自分たちの麦を入れたパンはすごく特別おいしい感じがしました。（NAM） 

・ 今回は自分たちの小麦を使いました。そして、酵母を減らしました。窯は火がすごく燃

えてパン生地は発酵してました。焼き上がりはすごくおいしそうでした。食べたら、ち

チモチで、おいしかったです。今度は全部の粉を文組の小麦で作りたいです。（KS） 

 

（担任：登内 淳） 

 

ょっと甘かったです。自分たちの小麦でできてうれしかったです。（NAI） 

・ 朝来た時に見たら、あんまりふくらんでいなくてびっくりしました。なので、少し酵母

を多めに入れてもいいなかと思いました。パンを成形した時にすごくやわらかくてとて

も気持ちよかったです。焼いたら、すごくふくらんでいました。今日のパンはすごくモ
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愛知県立半田商業高等学校  

 

団体名 愛知県立半田商業高等学校 
住所 〒475-0912 愛知県半田市白山町 2-30 

TEL 0569-21-0251  FAX 0569-24-7432 連絡先 
- 団体の設立目的 

 

商業高校における防災教育 －本校 3年間の実践－ 

1. はじめに 

 本校における本格的な防災教育は、平成 21 年度から始まった。この３年間、以下の(1)

～(5)の目標を掲げて、防災教育を推進している。 

(1) 防災教育を通じて、本校生徒の人間的成長を図る。  

(2) 市内の小中学校で「出前授業」を実践し、小中学生の防災意識を啓発し、地域貢献を果

たす。 

(3) 「防災用品」の企画・制作により、商業高校の支店から防災教育を普及・発展させる。  

(4) 地域住民・行政・企業等と協力し、復興支援活動を行う。  

(5) マスコミを媒体として、全国の小中高校生の防災意識を啓発する。  

2. 昨年度までの実践 

(1)「デジタル防災紙芝居」製作 

平成 20 年４月、「公益信託 愛・地球博開催地域 社会貢献活動基金」を活用し、「防災か

らいのちを守る防災教材の製作」（NPO 法人ﾚｽｷｭｰｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞが企画・運営）に本校生徒がか

かわることが決定した。 

平成 21 年４月、東南海地震（1944 年）、三河地震（1945 年）、伊勢湾台風（1959 年）を

題材にして、防災に関する紙芝居の製作が開始された。夏休みを活用し、本校２、３年生

全員が、実際に被害を受けた方々からその被害状況や地域住民と助け合った姿を直接聴き

取った。９月に生徒が提出した資料は、全部で 500 枚以上の膨大な量となった。この資料

を精選し、約３ヵ月の期間を経て「地震編」と「台風編」の２本に脚本がまとめられた。

その後、ＣＧ美術部の生徒がパソコンソフトを利用して絵を描き、演劇部の生徒がナレー
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ションを担当した。 

平成 22 年３月、デジタルデータとしてＤＶＤに保存され、「デジタル防災紙芝居」が完

成した。翌４月に県内の学校や自治体等に配付された。 

(2)「防災教育チャレンジプラン」実践団体に認定 

内閣府（防災担当）と防災教育チャレンジプラン実行委員会が主催する防災事業である

「防災教育チャレンジプラン」の平成 22・23 年度実践団体に応募し、認定（全国で 17 団

体）された。 

この認定により、防災教育に関する本格的なチャレンジが始まった。 

(3) 出前授業の実践 

平成 22 年１月より、３年生対象の科目「課題研究」において「出前授業」講座を開設準

備し、年間学習指導計画を立案した。 

６月、半田市内の小中学校を訪問し、「出前授業」の趣旨等を説明し、「出前授業」の実

施日を決定した。 

９月から 12 月にかけて、市内５中学と２小学校で「デジタル防災紙芝居」を用いた「出

前授業」を実践し、地域貢献を果たした。 

(4) その他の実践 

・「高校生防災セミナー」（８月開催）で実践発表を行った。防災教育のノウハウや成果を

伝えることで県内の各高校の防災教育の推進役とな

った。 

・「あいち防災協働社会推進大会（あいち防災フェスタ）」

（11 月開催）に展示ブースを設け、県民に対して本校

による防災教育の取組を紹介した。 

3. 本年度の防災教育 

本年度は、過去２年間の実践をもとに、新たに商業高

校の特長を生かした改善・発展を加えて、３つの活動を

行っている。  

試食会で試作品の改善点を検討 

生徒が考案したキャラクターデザイン案 
「ごんぱんだ」完成品 
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(1) オリジナル防災用品開発 

地元企業 AOI ベーカリーと保存食・缶入りパンの共同開発を開始した。  

初に、生徒が企画書を作成し、企画会議でプレゼンテーションを実施し、その後、試食

会を開催した。何度も企画会議と試食会を繰り返し行い、商品化に近づけるための研究を

重ねた。 

同時並行で、原価計算、販売価格決定、パッケージ案製作、広告作成なども行っている。 

平成 24 年１月、本校オリジナル防災用品「ごんぱんだ」（缶入りパン）が完成                  した。現

在、販売計画を立案中である。 

「ごんぱんだ」缶詰ラベル案 

(2) 近隣の小学校での出前授業 

 昨年度行った「出前授業」を本年度も改善を加えて、近隣の小学校 3 校で実践した。 

内容としては、本校オリジナル教材や被災地からの転校生の「生の声」も授業に取り入

れ、児童・生徒との交流に重点をおいた授業展開を目指した。 

また、毎回終了後に、生徒と次回以降の改善策について、撮影した「出前授業」のビデ

オを鑑賞して映像や音声を見直しながら検討する機会を設

定した。このことにより、生徒の意識が高揚し、回を増すご

とに充実した「出前授業」とすることができた。 

 

○×クイズに積極的に参加する小

学生 アルミ製ブランケットの説明 
防災こどもノート（一部）→ 
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（3）ハートツリー・プロジェクト実践 

復興支援活動として、ハートツリーの売上金を全額被災地に送る「半商ハートツリー・

プロジェクト」を実践した。ハートツリーは地元企業・澤田農園のオリジナル商品で、無

料で提供された。 

4 月から 7 月にかけて、企画検討、広告・ポスター製作・Web サイトを立ち上げた。8 月

からさまざまな行事・イベントで販売を行い、約 3 カ月間で 1,160 鉢ものハートツリーを

販売することができた。募金と合わせ、義援金総額は 351 万 3,204 円となり、11 月、代表

生徒と本校教員が宮城県石巻市を訪問し、転校生の母校である石巻市立女子商業高等学校

へ義援金とハートツリーを届けた。この活動は新聞・ラジオ・テレビ等、多くのメディア

で取り上げられ、全国から大きな反響を得ることとなった。 

 

 

   表 1 参加した行事・イベント等 

金山夏祭り 協和区盆踊り 半田市総合防災訓練 赤レンガ建物公開イベント 老人保健施設瑞穂 

新聞に取り上げられたハートツリー・プロジェクト 

テレビ局のインタビューに答える本校生徒 

女子商業高校の校長先生に義援金の目録贈呈 
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4. 来年度以降の取組 

本校オリジナル防災用品の販売活動を通じて、地域の防災意識と防災力向上に取り組む

石

る。  

成 22・23 年度の「防災教育チャレンジプラン」の実践団体として、今年２月に大賞を

受賞した。実践団体としての２年間は終了するが、本校の

る。来年度以降、より発展させた活動へと進化を続けていく。 

（愛知県立半田商業高等学校） 

 

 

 

 

巻市立女子商業高等学校との連携を図り、復興支援を続けるとともに、防災活動に有益

な情報交換を積極的に行っていく。「出前授業」は発展・継続させ、新たな防災教材の製作

やＷｅｂサイトでの情報発信などを行い、防災教育の推進役とな

平

防災教育は始まったばかりであ
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滋賀県立彦根工業高等学校 

 

団体名 滋賀県立彦根工業高等学校 
住 所 〒522-0222 滋賀県彦根市南川瀬町 1310 

tel 0749-28-2201  fax:0749-28-2936 連絡先 
団体の設立目的 高等学校での防災教育の取り組み、さらに小中学校、特別支援学校、

地域団体、企業等との交流活動を実践 
年間の活動内容 かまどベンチの交流協働製作および製作サポート、防災や減災に対

する校内外の学習、かまどベンチづくりの展示紹介、発表を通した

意識啓発 

１. プログラム名 

防災かまどベンチづくり～ものづくり防災教育～ 

２. プログラム実施期日（実績） 

・2008 年 10 月～現在   

・活動１回あたり 3 日間～5 日間程度 

３.プログラム内容 

通常はベンチとして利用し、非常時には炊き出しができる“か

まど”となる「かまどベンチ」を、本校近隣の小学校や公園等

（避難場所）に、高校生が出向き手作りで製作する。 

小学生児童や地域の方などとの共同製作や交流・連携をとり

ながら製作活動を展開する。さらに、製作後においては、かま

どを使用した炊き出し等訓練の体験交流活動の他、普及啓発活

動を行う。 

プログラムの進め方は、①事前学習、②製作活動、③炊き出

し活動（訓練）等で、具体的な内容は右下の表に示している。

なかでも中心となる製作活動の内容については、【10】で紹介する「活動の手引き」をご参

照いただくこととする。 

なお、本プログラムで製作しているかまどベンチは、コ

ンクリートの基礎に、レンガ積みの囲いをつくり、その上

に木製の座板を乗せるものである。子どもたちやはじめて

挑戦しようとする素人でもほぼ製作でき、ホームセンター

等で一般に入手できる材料により製作することとしている。 
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４. プログラムの特徴 

災害時に役立つ「かまどベ

ンチ」を高校生や小学生児

童・地域住民らが自ら“手作

り”で製作し、地域防災に役

立てる。製作して終わりでは

なく、製作後にかまどを使っ

て炊きだし訓練等を行うと

ころまで活動を展開する。活

動の結果、実際に使用できる

防災設備を「形」として残す

ことはもちろん、体験活動を

通して防災意識の高揚、交流

活動を展開することにより、

人と人、学校と地域等との

「つながり」等を残すことが

できる。ものづくりを通して

「物」と「者」をつくるプロ

グラム。工業高校や学校教育

のみの活動ではなく、全国の

自治会や自主防災会での活

動として普及展開している。 

５. 指導体制と参加人数 

本プログラムは、工業高校だけのものではな

く、普及展開にも努めてきた。その結果、全国

の小中学校、高校学校、特別支援学校などで実

績があり、指導体制は多様であり、参加人数も

多数となっている。ここでは、高校生が地域（自

治会、小学校等）に出向き、交流しながら協働

製作をする「彦工方式」について、指導体制と

参加人数の概要を示すこととする。指導は彦根

工業高校教員が行う。参加人数は、高校生 10 人

程度と地域の方多数で展開している。小学生児

童との交流では、１基あたり 20～30 人程度の参

加で進めている。完成後の炊き出し披露では、地域では 100 名を越える参加、小学校では
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全校児童や保護者で約 300 名の参加につながっている。 

６. 手応えや効果、地域や社会への影響など具体的な成果 

①子どもたちを中心とした活動であるが、実際に使用できるかまどベンチが製作できる。

将来の地域を支える子どもたちが、この時期に体験したことは、将来の地域づくりを担

うなど防災人材のきっかけとなる。 

②人と人との絆、つながりを強めるためには「手作り活動（製作のプロセス）」が重要であ

る。手づくり活動（製作活動）を抜きにするとつながりの強化が薄れる。活動の結果、「物

理的効果」と「心理的効果」の両面で防災力の向上を実現できた。防災減災に役立つも

のづくりを通して、「物」（かまどベンチ）、「食べ物」（炊き出し）、「者」（生徒児童の育

成、高齢者のケア、連携協働体制）をつくりあげるプログラムである。 

③参加者が足を運び、汗をかき、交流する分だけ、学ぶこ

とが多い。小学生だけでなく、高校生でも、これまでに

薪に火をつける体験をすべての者がしてきたわけでなく、

今回はじめて体験する生徒がいた。地域の方と交流する

ことにより、お年寄りの方に、どうしたら薪（太い木材）

に、早く火がつくかを教えていただく機会となった。小

学生も高校生も電気やガスがなくても、たくましく生き

ることへの自信が持てたと感じていた。 

④高齢者とのかまどベンチ交流製作は、高齢者の潜在能力

を十分発揮でき、高齢者が経験された防災知識や知恵を

継承することに加え、人のあたたかさ、勤勉さや我慢強

さ、福祉といった広がり、さらに世代間の気づき、学び

などの効果があり、とても充実した活動となった。 

⑥生徒の成長として、防災・減災の意識の高まりだけでなく、命や福祉について考えるよ

うになった。交流のおかげでいろいろな人と話せるようになった。また製作についても、

他者に教えられるようになるまで成長できるなど、自主性、積極性、コミュニケーショ

ン能力など様々な面で自信がついた。交流の大切さを生徒自信が感じる活動となった。 

⑦ものづくり体験・炊き出し訓練を通して、災害に対する想像力や減災に対する創造力を

豊かにし、災害に対してもたくましく生きる力を身につけ、防災の担い手が拡がってい

く効果を持つ。 

⑧かまどベンチづくりは、既存の防災活動に組み入れることが可能で、防災教育や防災活

動への関わり方が多様化し、防災減災活動を活性化させる。ある自治会では防災訓練へ

の参加者が増加したことも報告を受けている 

⑨東日本大震災以前より活動をはじめ、さらに活動紹介やサポートの結果、滋賀県内のみ

ならず、全国各地で活動が普及しており、大きな手応えがある。 
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7. 現在抱えている問題や課題 

製作後５年経過しても壊れていないが、課題をあげるとすれば、耐久性を向上させるこ

とがある。 

８. 今後のプログラム展開について 

今後は、自らの活動継続と全国への普及展開サポートを継続実施していく。 

９. 防災教育を始めようとしている人へのメッセージ、コメント 

大きな災害が起こるたびに、人びとの防災意識は高まって

いる。また地域や人と人との絆やコミュニティの大切さも感

じている。しかし、防災に対する行動がなかなか進まなかっ

たり、疎遠になってしまったコミュニティの再生は手探り状

態が現実のところもあるのではないでしょうか。 

⑩行政との連携を進めたことにより、地元彦根市を中心として、かまどベンチ製作への補

助金制度が始まったこと、さらに滋賀県では「減災協働コミュニティ滋賀モデル推進事

業」として、行政施策が展開されることになった。他県でも奈良県上牧町において、材

料を援助するなどで行政展開された。 

•被災時に炊き出しに活用する設備

•平時はベンチや花壇として、また地域行事（夏祭り等）として活用

•工夫により災害を学ぶ設備として活用 (ex.かまどベンチに洪水浸水
予想ラインを明示)

備える
（汎用性のある設備）

•設置場所が学校や広場、自治会館敷地などで、様々な地域の主体が製作に
関わりやすい。

•製作を通して人々の絆、連帯感が生まれる。

•平時における交流の場、ツールとなる。

•地域減災力のベース。非常時の協力体制がスムーズに

人が交わる
（つながり・連帯感の構築）

•製作時の会話等を通じて地域の非常時をイメージ

•製作や炊き出しなどを通して楽しみながら減災・防災意識の高揚が
図れる。

•製作の目的が明確で、人を集めやすい。取り組みが理解しやすい。

意識を高める
（減災・防災意識）

•炊き出し訓練はもとより避難訓練、消火訓練等（避難場所に設置さ
れることが多いので、かまどベンチを核とした様々な訓練が可能)

•祭りなど平時の使用が非常時の炊き出しの練習に
訓練の場

•他の減災・防災活動へ組み合わせや追加がしやすい。研修(ex. 炊
き出し訓練の場における語り部の講話)

•災害時要援護者支援の対応

他の活動との
組み合わせ

•学校教育（ex.取り組んだ小学校では予想以上の教育効果)

•目に見えるモノができることで、わかりやすく人を集めやすい

•様々な世代を対象とすることができる。

•一般的な教育カリキュラムのように、「減災の必要性、課題、災害対応」など
理解が、順を追わなくても自然に理解が深めやすいような設定が可能。

防災教育
（格好の取り組み）

•生命の尊さ、地域貢献。ものづくりの喜び、大切さ。ものへの愛着。
コミュニケーションや協力の大切さ。

•世代間の交流による気付き、学び(ex.高齢者の我慢強さ、勤勉さ、
知恵や技術の継承)

•福祉とのつながり、生活、環境学習、資源・エネルギー等への拡がり

防災以外のこ
とを学ぶ場

か
ま
ど
ベ
ン
チ
づ
く
り

活
用
し
た
取
り
組
み

【かまどベンチづくりの効果・可能性】

かまどベンチを製作すると
いう一つの取り組みが副次
的な効果を発揮し、減災の
担い手を拡げる効果を持つ
【滋賀県地域減災しくみづくり検討会参考】
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かまどベンチづくりは、計画～製作～活用まで、交流活動プロセスと交流の積み重ねで、

自然に防災意識を高めている。全国のどの地域でも活動でき、本校では女子生徒が参加、

他団体の活動でも女性の参加実績があり、老若男女を問わず、子どもからお年寄りまで幅

広い年齢層が参加し、特に高齢者からは様々な知恵をもらっている。実施主体や連携パー

トナーも多様に展開でき、防災減災に欠かせない、「人のつながり」をつくり、輪を拡げ、

強くしていく。一石二鳥の活動ではなく、「一物多様」の効果的な活動となっている。 

手作りであるため「地域オリジナル」のものができ、愛着があり大切にする気持ちを育

み、普段から親しめる防災モニュメントにもなり得る。特に、学校等での卒業記念製作と

すれば、母校に「いつまでも忘れない地域防災に役立つもの」を残すことができる。なお、

交流した６年生児童は全校児童に紹介され、炊き出しを実演披露し、想定以上の展開とな

った。防災教育の一つのツールとして、かまどベンチづくりの組み入れをぜひおすすめし

ます！ 

10. その他 

 か ま ど ベ ン チ づ く り 「 活 動 の 手 引 き 」 活 動 編 ＆ 製 作 編 に つ い て は

（http://www.bosai-study.net/2010houkoku/plan.php?no=8）：防災教育チャレンジプラン

HPからダウンロードできる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（滋賀県立彦根工業高等学校） 

http://www.bosai-study.net/2010houkoku/plan.php?no=8
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京都市立醍醐西小学校 

 

団体名 京都市立醍醐西小学校 

住所 〒601-1378 京都市伏見区醍醐川久保町 1 

連絡先 TEL  075-571-0221  FAX  075-571-4629 

E-mail daigonishi-s@edu.city.kyoto.jp  

団体の設立目的 - 

 

平成 20年度に、中央教育審議会で体験活動の充実が提言されたことを受け、京都市教育

委員会が市立小学校 5年生での長期宿泊・自然体験学習の実施を決定した（平成 23年度よ

り全校本格実施）。 

本校は、一早くパイロット校に名乗りをあげ、他校に先

駆けて取り組み、平成 20年度からこれまでに 4年間継続

実施している。 

毎年、子どもたちの生活規律確立に、大きな成果を上げ

るとともに、学校生活のあらゆる場面で培った力が生かさ

れている。子どもたちの「生きる力」の醸成ともいえる。 

1. プログラム名 

 「長期宿泊・自然体験学習・5泊 6日・花背山の家」 

2. プログラム実施日 

毎年９月初旬に実施している。 

①準備期間が動きやすい夏休みであること、②学生ボランティアの確保がしやすいこと、

③キャンプに絶好の季節だということ、④夏休み明けで子どもたちの生活リズムを見直さ

なければならない時期だということ、等の理由で実施日を設定し計画した。  

今年度は、8月 29日～9月 3日（5泊 6日）に実施した。 

3. プログラム内容 

自然の中、そして不便なキャンプ生活を通して、自然

体験（川下り、ドラム缶風呂、サバイバルクッキング等）、

生活体験（野外炊事、テント泊、キャンプファイヤー等）

を豊富に取り入れることにより、『生きる力』（自ら学び

自ら考える力・他人を思いやる心や感動する心・たくま

しく生き抜く力）の高揚と日常生活での基本的生活習慣

の確立を目指した。 
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特徴としては、食事の合間の活動時間よりも、朝・昼・夕の食事（野外炊事）の時間

の活動を重視することであった。その合間の時間には、子どもたちにとって未経験の自

然体験活動を取り入れた。 

「表１ 活動プログラム」 

 

また、毎日の行動目標（モットー）を掲げることにより、子どもたちの活動に意識付け

を行う工夫をした。 

1日目：『協力』6日間一緒に行動する班の仲間意識を高める。 

2日目：『試練』野営キャンプでの不便な生活や辛いことに打ち勝つ。 

3日目：『工夫』野営キャンプをより快適に過ごすために工夫する。 

4日目：『挑戦』初めて体験することに勇気と冒険心を持って立ち向かう。 

5日目：『笑顔』疲れがたまり苦しい時ほど、笑顔で励まし合う。 

6日目：『感謝』6日間やり遂げて、自然に感謝、友だちに感謝、スタッフに感謝、家族に

感謝、すべての人や物に感謝する。 

 

4. プログラムの特徴 

本校の子どもたちは、様々な実情から習慣化された生活

体験が少ない。そのため、日常生活や学習に展望が持てず、

不規則な生活習慣、情緒不安定、学力不振等につながり問

題行動に発展することが多いのが現状である。 

そこで、自然体験宿泊活動で生活体験活動を多く取り入

れることで、基本的生活習慣の確立を目指した。しかし、従来の 1 泊 2 日や 2 泊 3 日の自

 １日目 ２日目 ３日目 ４日目 ５日目 ６日目 

行動目標 協 力 試 練 工 夫 挑 戦 笑 顔 感 謝 

 

活 

 

動 

 

内 

 

容 

 
朝食 

（野外炊事） 

朝食 

（野外炊事） 

朝食 

（野外炊事） 
朝食（食堂） 朝食（食堂） 

入所 朝の集い 朝の集い 朝の集い 朝の集い 朝の集い 

施設散策 
野営地へ 

移動 
川下り・遊び 

野営地 

撤収作業 

パーティー

準備 
クラフト 

昼食 

（持参弁当） 

昼食 

（手作弁当） 

昼食 

（野外炊事） 
昼食（食堂） 

昼食 

（野外炊事） 
昼食（食堂） 

 野営地設営 
サバイバル

ゲーム 
魚つかみ 

選択 

プログラム 

退所 

（回礼式） 

夕食 

（野外炊事） 

夕食 

（野外炊事） 

夕食 

（野外炊事） 

夕食 

（野外炊事） 
夕食（食堂）  

入浴 
ドラム缶 

風呂 

ドラム缶 

風呂 
入浴 入浴  

ボン 

ファイヤー 

班別 

ファイヤー 
キャンドル F 

ナイト 

ハイク 

メイン 

キャンプ F 
 

舎営泊 テント泊 テント泊 舎営泊 舎営泊  
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然宿泊活動では、充分な生活体験活動ができず、また、子どもたちの自主的活動というより

は、教師主導型の「やらされ活動」「指示待ち活動」になってしまうことが多かった。 

本校では、指導者（引率教員）が過去の不登校児童の長期キャンプの経験をもとに、最

低５泊以上の長期宿泊を実施し、子どもたちを不便な生活に追い込むことが目的達成のた

めには必要だと感じていたので、行事名を「長期宿泊・自然体験学習・5泊 6日」と名付け、

京都市の野外活動施設「花背山の家」を拠点としての実施に踏み切った。 

長期宿泊・自然体験学習の目的は、『仲間と集団生活や自然の中での様々な体験活動など、

長期の宿泊学習を通して、子どもたちに感動する心、自然や生命を尊重する精神、環境の

保全に寄与する態度を養うとともに、仲間意識や責任感、他人に共感する心、規範意識な

ど豊かな人間性や社会性を育むことを目的とする。』としている。 

この目的の上に本校のねらい、つまり本校の子どもたち

に必要なつけたい力（ねらい）を次のように掲げた。 

○自然の中での生活を通して 

・自然に親しみ、自然を理解し、自然を大切にする心を育

てる。（自然保護） 

・規律ある生活習慣を育てる。（基本的生活習慣の確立） 

・最後までやり遂げる忍耐力を養う。（我慢・忍耐の育成） 

・進んで物事に取り組む姿勢を育てる。（自主性の強化） 

・協力・助け合いの大切さを知る。（思いやり・感謝の心） 

そして、このねらいを実践できる活動プログラムの条件として、①長期宿泊を伴うこと、

②様々な自然体験を取り入れること、③生活体験を豊富に取り入れた活動ができること、

④子どもたちの自主的な活動ができる場の設定、⑤支援するスタッフ（学生ボランティア）

の確保等をあげてのぞんだ。 

 

5. 指導体制・参加人数 

（1）参加人数 

小学 5年生児童 約 60名（年度により若干の増減あり） 

（2）指導体制 

本校では、学校管理下での組織キャンプを推し進めてい

る。従来の管理職・担任・養護教諭・プラスα程度の指導

体制では、前記したように教師主導型になってしまい、子

どもたちの自主性が導きだせなくなり、「お客さんキャン

プ」「やらされキャンプ」になってしまう。かといって、

引率する教員を増やすことも学校体制としてできないので、学生ボランティアの力を借り

ることにして、次のような組織体制を作った。 



 

118 

 

図１ 長期宿泊・自然体験学習・５泊６日の組織体制 

 

6. 実施後の成果 

いかに子どもたちが変容したか、ねらいを達成できたか

は、事後の学校生活で 5 年生が他学年と比べて、日常あい

さつをする子どもが増えたこと、それも笑顔で自らあいさ

つしてくれる子どもが多くなったことから明らかである。

また、遅刻が減り、学校生活の中での友だちとのトラブル

が激減したこと、教職員や地域の方に素直に接することが

できるようになったことなど、事前に比べはっきりと差が

出ている。 

いろいろと課題のある子どもが多い本校ではあるが、事前、事後の「生きる力」のアン

ケート調査においても、「対人スキル」「自己成長性」「自己判断力」「リーダーシップ」「自

然への感性」が大きく伸びる結果が出ている。長期にわたる自然の中での宿泊生活体験活

動が、いかに子どもたちにとって、人とのつながりを培うか、基本的生活習慣の確立に効

果があるかを、改めて認識できた取組である。 

また今後、あえて日常生活から離れた、不便な生活（複数回の野外炊事やテント泊を繰

り返したり、サバイバル的な活動も取り入れたこと）を体験させたことで、非常時の忍耐

強さ、対応力も養われたのではないかと思う。 
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7. 現在抱えている問題や課題 

（1）引率指導教員の野外教育活動の経験・技能 

長期宿泊での野外活動の経験や技能の乏しい教員が引

率する場合は、事前研修が必要不可欠である。そうでない

と、教師主導型の活動になり、本来の長期宿泊の目的を達

成できない。また、いくら泊数が多くても、楽な方に流れ、

食堂利用が中心であったり、室内での活動や社会見学的な

活動が中心になると、常に受身的な姿勢が強くなってしま

い、自ら生活を切り開こうとする力は得られないだろう。 

（2）事後の子どもたちの変容の持続  

事後のプラス面での変容の定着が、本校にとって大きな課題である。様々な理由で、家

庭環境（家庭教育力）が不十分な子どもたちは、保護者の協力が得られず、数か月すると、

元の怠惰な生活に戻ってしまうことが往々にしてある。「子どもが変われば親も変わる」を

実践したいものである。 

8. 今後のプログラム展開について 

過去 4年間継続実施してきて、子どもたちのほとんどが、長期宿泊・自然体験学習・5泊

6日を小学校 6年間の最大の思い出と答えている。自然の中での生活体験活動を中心にした

キャンプが楽しかった思い出としてだけでなく、やり遂げた達成感・成就感を持って、子

どもたちの心にずっと残るように、今後のプログラムをさらに充実させていきたい。また、

5年生時に一回きりでなく、願わくば 1年生から発達段階に応じた泊数で宿泊自然体験活動

を継続していくような取組ができればと考える。 

9.  防災教育プログラムを始めようとしている人へのメッセージ、コメント 

昨年に起こった未曾有の東日本大震災をはじめとする、自然災害に見舞われた時のため

に、学校では、避難訓練を定期的に行い、理科等の教科学習においても一部取り扱ってい

る。しかし、現状は安全に避難することのみが優先され、被災後の困難な生活を強いられ

ることに対する訓練等は、ほとんどなされていない。だからこそ、様々な学校行事等の中

で「生きる力」を培う体験活動は、今後必要になってくると考える。 

長期宿泊・自然体験学習のような体験活動は、防災・安全教育にも大きな意義を持つ活

動ではないだろうか。 

 

（京都市立醍醐西小学校） 
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田辺市立新庄中学校 

 

※資料提供による 

団体名 和歌山県田辺市立新庄中学校 

住所 〒646-0011 和歌山県田辺市新庄町 2266-2 

連絡先 TEL  0739-22-1643  FAX  0739-22-4672 

団体の設立目的 - 

 

1. プログラム名 

「新庄地震学」（第 3学年 選択教科の時間） 

2. 実施期日 

2000年度より実施 

3. プログラム内容 

①3年生の選択の時間（毎週水曜 5限に実施） 

②3年生の 75名が 5人ずつ、10教科 15分野に分かれて調査・研究・発表。 

③平成 23年 11月 27日（日）の文化発表会で分野ごとに発表。 

④調査・研究・発表内容を冊子にまとめる。 

（1）各教科の内容 

国語…地震体験の語りや詩・俳句等を取り上げて、人々の心情や訴えている内容を探求す

る。 

社会…「新庄と地震」・「新庄の地震」、東日本大震災等の文献や地域の文化財から地震にお

ける新庄への影響について探求する。 

数学…地震や津波、防災や避難に関する事柄についてわかりやすく伝えることを探求する。 

理科…地震や津波のメカニズムについて探求する。 

英語…地震に対する危機管理パンフレットなどを、英語を使って作成し、広く防災を呼び

かけることを探求する。 

音楽…歌や音楽を通じて、人々に防災や新採捕の心身の健康をはたらきかけることを探求

する。 

美術…地震危機管理対応パンフレット作成を探求する。 

保体…地震発生時の救命行動、避難所での生活や保健衛生について探求する。 

技術…平常時や災害時に使えるかまどベンチの政策設置について工夫探求する。 

家庭…地震発生時の衣食住を考え、身の回りのものを工夫して使う方法を探究する。 
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（2）平成 23年度 新庄地震学・各教科のテーマ(課題) 

★共通目標…それぞれが取り組んだ実践的な内容を、地域にわかりやすく情報発信する。 

★東日本大震災の状況と復興の様子を調べ、新庄地区で起こるであろう事柄を想定する。 

 

No 選択教科 テーマ 備考 

1 国語 防災標語 
「防災標語」を募集し、審査し、優秀作品をプリント

し、地域の様々なところに配布する。 

2 国語 
防災カルタの

作成 

防災に関する内容をジャンボカルタにまとめ、小学校

低学年の児童に出前授業を行う。 

3 社会 

地域に学ぶ：過

去の震災の語

り部 

過去の震災の経験者に話を聞き、DVDに記録し保存す

る。 

4 社会 

人々の暮らし 

①防災マップ

の作成 

東日本大震災での津波被害を調べ、新たな想定の下で

の新庄地区防災マップを作成する。 

5 社会 
人々の暮らし 

②救援活動 

東日本大震災直後から必要とされる救援活動(人・物

資・ボランティア等)を調べ自分たちの役割を考える。 

6 社会 
人々の暮らし 

③復興の様子 

東日本大震災後のライフラインや街の復興の様子につ

いて心情も含めて調べる。 

7 理科 
地域と津波の

エネルギー 

東日本大震災での地震と津波を調べ、新庄での被害を

想定する。 

8 数学 
数値で見る地

震災害 

地震や津波、災害や避難に関わる事柄について数値を

使ってわかりやすくする。 

9 英語 

英語防災カル

タの作成と易

しい日本語を

使った避難方

法の伝達 

防災に関する英単語やカルタや容易な日本語・英語を

使って避難方法について説明する。また、小学校高学

年の児童に出前授業を行う。 

10 音楽 
歌とダンスの

活用 

防災の啓発や震災後の心身の健康を考えた歌とダンス

を継承・創作する。 

11 美術 
防災すごろく

の作成 

防災に関する内容を双六の形式にまとめ、小学校中学

年の児童に出前授業を行う。 

12 美術 

新庄地震学カ

レンダーの作

成 

防災一口メモや昨年度の取組等をカレンダーにまと

め、配付する。 

13 保体 
避難所の生活

と保健衛生 

避難所の生活を調べ、新庄中学校が避難所となった場

合について、その生活面や保健衛生について検討する。 

14 技術 
かまどベンチ

の作成 

被弾は誰でも座れるベンチ、非常時には炊き出し用の

かまどに変身する「竃ベンチ」を作る。 

15 家庭 
食と衣生活の

工夫 

身近なものを使って衣服を工夫したり、非常食を工夫

する。 
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4. プログラムの特徴 

単元の目標として以下の項目を掲げている。 

地震・津波をはじめとした防災に関する事項や生活経験を基に、災害に関する自分なり

の疑問から課題を見つけ、調査や体験活動、資料活用など適切な調べ方を選択・活用し、「津

波の怖さをしっかり認識し、危機意識を持ち続けること」を追求していく。 

課題解決の結果を災害や防災に関する用語を活用し、課題にあった表現方法を考え効果

的に活用して結果をまとめ、「『その時』に自分は何をしなければならないか、そして自分

以外の人のために何ができるかを考える機会にする」ことができる。 

防災に関する地域の課題について、地域や行政専門家や実地調査などを通して、自分た

ちの住む新庄地域について人や社会、自然と積極的にかかわり合いながら解決し、その中

からふるさとの良さを実感することで、「学習の成果を地域の方々にも提供し共有してもら

う」ことができる。 

 

 

（1）指導体制 

時 主な活動・内容 ◇教師の指導の概要  ◆評価 

1 【新庄地域の課題は何だろう】 

◇自らの地域に対する津波の危機意

識を持たせるとともに、災害に対

する意識の薄さや知識のあいまい

さを気付かせる 

 
○これまで(過去 10 回分)の『新庄地震

学』ダイジェスト版を紹介する 

◇津波・地震の映像・画像を見るこ

とで、災害に対するイメージを持

たせる。 

 

○新庄地域の過去の災害(1946 南海地

震、1960 チリ地震津波)の様子や被害

状況について学ぶ 

◆過去に起きた災害を知ることで、

災害に対する意識を高めることが

できる。 

 

○世界規模の災害(1995 阪神淡路大震

災、2004 中越地震、スマトラ沖地震

津波)、の様子や被害状況について学ぶ 

  

2.3 【学習グループ・教材を決定しよう】 
◇同性同士・仲良しグループになら

ないように男女混合に配慮する。 

 
○学習グループ編成について考え話し

合い、メンバーを決定する。 

◇仲間と意見交換を行わせること

で、様々な視点から教科を決定す

る。 

 
○教材を決定するために、グループ同士

で検討する。 

◆多面的・総合的に思考できるメン

バー編成・教科決定をすることが

できる。 

4.5 【学習課題を設定しよう】 

◇各教科にあった学習テーマを設定

するために、各グループ内で検討

させる。 

 
○学習テーマを各グループで考え、話し

合いを決定する。 

◇学習テーマに沿った取組内容・学

習計画等を各グループ内で検討さ

せる。 
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○テーマに基づいて、取り組み内容・学

習計画を検討する。 

◆興味・関心を基に自分の課題を設

定することができる。 

   
◆課題に対する適切な取組方法を考

えることができる。 

6～17 【課題を追求しよう 1】   

 
○各グループの設定した課題を追求す

る。 

◇自分の設定した課題を様々な情報

を基に解決していく。その際、い

かに情報を収集し、取捨選択する

かを指導していく。 

   
◆適切な解決方法を選択しながら、

課題を解決することができる。 

18～25 【課題を見直そう】 
◆適切な解決方法を選択しながら、

課題を解決することができる。 

 
○自分たちの進行状況を確認し、解決方

法・設定した課題を確認する。 
 

 【課題を追求しよう 2】 

◆グループ内で、協力し合いながら

課題について追求することができ

る。 

 ○グループの設定した課題を追求する。   

26～27 【まとめ方を工夫しよう】 

◆新たなまとめ方を知り、それを今

後のまとめの活動に活かそうと考

えることができる。 

 ○様々なまとめ方、発表の仕方を知る。  

 【結果をまとめる】 

◆これまで学習してきたことを基

に、情報を取捨選択しながら効果

的な方法を用いてまとめることが

できる。 

 ○まとめ方の構想を練る。   

28.29 【自分の生き方を考え、発信しよう】 
◆伝える相手を意識した内容(原稿)

を基に発表することができる。 

 
○『新庄地震学発表会』において発表す

る。 
 

30～35 【学習をまとめよう】 

◆自分の生き方や考え方の高まり

や、強度に対する思いを持つこと

ができる。 

 
○これまでの学習の成果と課題をまと

め、冊子にしてまとめる。 
  

 

（2）指導の実際 

①本時のねらい 

地震・津波に対しての課題を認識し、さまざまな災害の状況をそれに対する対策につい

て関心を持たせることを通して、主体的に活動しようとする意識を高め、グループ編成・

教科決定の検討を設定することができるようにする。 
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②本時の展開 

  学習活動・内容 教師の指導 ◆評価 ◇留意事項 

導

入 

1 新庄地区の今・昔の写

真を数枚見せる。 

1 自分が知っている場所と被

災地の写真を見比べて、ク

イズ形式で発表させる。 

◆自分・地域・社会などを多

面的に総合的に考えること

ができる。 

  

・今の写真は生徒が知っ

ている場所を、昔の写

真は昭和南海地震津波

で被害に合った場所を

紹介する。 

    

展

開 

2 これまでの「新庄地震

学」を確認する。 

2 自らの地域に対する津波の

危機意識を持たせるとと

もに、災害に対する意識の

薄さや知識の曖昧さを気

付かせる。 

◇先輩たちの取組内容を自分

のものにするように気をつ

ける。 

  ・各教科に沿った取組     

  ・今までの取組の様子     

  ・過去の地域の被災     

  ・地域社会への啓発     

  
3 新庄地域の津波災害を

確認する。 

3 津波・地震の映像・画像を

見ることで、災害に対する

イメージを持たせる。 

◆過去の災害を知り、起こり

うるであろう災害に対応す

ることができる。 

  ・1946南海地震津波     

  ・1960チリ地震津波     

  
4 世界各地の地震・津波

災害を確認する 

4 自然災害に対する人間力の

限界を知り、自分たちの生

活・生命の大切さを気付か

せる。 

◆地域社会と繋がりを持つこ

とで人々の願いを理解し、

弱者の立場に立って、地域

の一員としての責任を果た

すことができる。 

  ・1995阪神淡路大震災     

  ・2004中越地震     

  ・2004スマトラ沖地震     

ま

と

め 

5 学習を見直し、今後の

見通しを持つ。 

5 学習の取組の一歩目とし

て、学習グループ・教科決

定の検討することを知ら

せる。 

◆主体的に活動できるグルー

プ編成にすることを予告す

る。 

6. 手応え、効果 

3学年が教科別、班別に分かれ、過去の地震・津波による災害状況や復興の過程、防災の

取組などについて調べ、まとめ、発表する「新庄地震学」の学習。取り組む内容は年度に

よって違いはありますが、10年を経過して独自の学習として定着している。 

そんな中、平成 23 年 3 月 11 日に東に本題震災が発生し、東北地方を襲った地震と大津

波、その被害の状況と復興の道のりの険しさを目の当たりにして、予想外を想定した準備

と、震災後の生活を考えておく必要性を強く感じた。また本校は高台にあることから地域

の緊急避難場所に指定されており、3 月 11 日には多くの住民が避難してきた。避難所の役
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割とその対応についても考えさせられた。 

本年度で 11年目を迎える「新庄地震学」では、東日本大震災の経過から学び、今までの

本校の取組を検証し、今まで以上に防災を啓発することを中心に取り組むことになった。 

「ハザードマップの見直し」「校区内の避難所の検証」「住民の意識調査」「避難所体験」

「衣食住の工夫」など東日本大震災をもとに取り組んだ班や、実際の「救援活動」「復興の

様子」をまとめた班もあった。11 月の地震学発表会は、例年以上に関心が高く、参加者は

発表に真剣に聞き入っていた。 

また、本年度から 3 年間、国・県・市の学校融合推進補助事業の委託を受け、本校と新

庄公民館が連携し地域ぐるみで子どもを育てる取り組み「新庄地域共育コミュニティ」が

展開されているが、その柱の一つに「新庄地震学」を中心にした「防災の里づくり」をテ

ーマに掲げている。新庄小学校との合同避難訓練や地震学発表会後の参加者全員による校

舎 3階への避難訓練など、様々な地域防災の取り組みも始まった。 

7. 現在抱えている問題と課題 

 ・地域の防災対策委員会との連携強化 

 ・周辺地域への幅広い情報発信 

 ・新教育課程における取り組みの継続 

 ・内容を精選しマンネリ化を防止 

 ・予算の確保 

8. 今後のプログラムの展開について 

近い将来、東海・東南海・南海地震が発生する確率はきわめて高いと言われている。し

かし、過去に地震・津波による甚大な被害を経験している新庄地域住民でさえ、防災意識

の低さや防災への備えが不十分であることが指摘されている。 

11 年目を迎えた「新庄地震学」。地域住民とともに取り組む伝統的な学習として 12 年目

へと引き継いでいきたいと考えている。この「新庄地震学」が新庄地域のみならず和歌山

県の防災活動に生きて働く指針となること、そして、災害発生時にはこの新庄中学校が地

域防災の拠点となり、この学習に真剣に取り組んでいる 3 年生及び新庄中学生が、防災活

動の担い手になることを願っている。 

 

（文・国立青少年教育振興機構 青少年教育研究センター） 
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広島県安芸郡海田町立海田東小学校 

 

団体名 広島県安芸郡海田町立海田東小学校 

住 所 〒736-0023 広島県安芸郡海田町浜角 1-17 

連絡先 TEL 082-823-2270 

団体の設立目的 - 

年間の活動内容 - 

1. プログラム名  

水と緑の海田東小ものがたり 

2. プログラム実施期日（実績）  

平成 19年 4月～平成 22年 3月    

3. プログラム内容  

全校児童と、保護者、環境サポーター、地域住民という、

校区全域を巻き込んだ川の学習。外国人児童（ポルトガル、ペルー）47 名を含む。海田東

小学校に通学するすべての児童のふるさととしての二級河川・瀬野川と瀬野川に注ぐ唐谷

川・三迫川での学習プログラム。 

4. プログラムの特徴  

（1）川を生かして「水と緑」を学ぶ 

海田東小学校のそばを流れる川を学習素材に環境学習に取り組むとともに、そこで得た

豊かな体験から言語活用能力と論理的思考力を育てる研究を展開し、四季を通じて川と関

わる学習で豊かな体験をさせることを軸に、理科、生活科、算数、国語、社会などとの関

連を図り、言語による論理的思考力を深めることを目的とした。各学年のねらいは、以下

の通り。 

◇1・2年生⇒川の生き物や事象に関心をもち、感性を育む

とともに実感を伴った言語を獲得させる。 

◇3年生⇒川の動植物と陸の動植物を比較し、調べたり考え

たりする力を育てる。 

◇4年生⇒地域の四季に着目して継続観察し、事象から要因

を抽出することができる能力と関連付けて考える力を育

てる。数量的な資料をグラフや表に表す力を育てる。 

◇5年生⇒川で起こる事象の変化に着目し、それにかかわる条件に目を向けるなどして見

出した問題に対して、条件を制御しながら計画的に観察・実験を行う力を育てる。資料

の数値を、割合などの学習事項を使って処理する力を育てる。 



II部 プログラム事例集 

127 

◇6年生⇒川の生き物や現象と環境とのかかわりを、自分たちの生活と結びつけて総合的

に考える力を育てる。数量関係を生活に結びつけて表現する力を育てる。 

例えば､5年生では 4～6月は､ 唐谷川の上･中･下             

流で指標生物の採取方法や名前､見分け方などを学

び､実際に採取･集計して水の汚れ具合などを調査｡

8 月は､福山少年自然の家に宿泊し､自然体験活動｡

9～10 月は､再び唐谷川の上・中・下流で川幅、流

速などを測定したり、指標生物を採取したりして川

の汚れ具合調査。子どもたちは川に入り、きれいな

水に住むカワゲラ、ウズムシ、サワガニ、汚れた水

の指標であるサカマキガイ、ヒラタドロムシなどを手にとって調べたり、ホタルの卵を採

取して学校で育てて放流したり、源流までさかのぼって川の様子を調べたりして、豊かな

自然体験活動を展開する。またライフジャケットを身につけて川に浮かび、何もせずにそ

の流れに身を任せるフローティング体験、ボートに乗って上流に向けて漕ぐときと下流に  

向けて漕ぐときの違いを体感する活動など、川のエネルギーを体感する実践も行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 1 開発した理科と総合的な学習のカリキュラム（6年生の例） 
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こうした体験とともに重視しているのが、これらを表現することである。川の生き物と

その特徴、川の緑と自然現象、四季の変化などに気付き、それらを実感を伴った言葉や絵

で表現したり、調べたことをまとめたりして、瀬野川流域の環境調査を行っている学校や

公民館の発表「瀬野川サミット」や広島市が主催する「地球環境温暖化ストップフェア」

などで発表する。こうした取り組みの中で、体験活動にとどまらせるのではなく、豊かな

体験から論理を学び、言語活用能力と論理的思考力を育てているのが、大きな特長である。 

 

前頁の表 1 に学年開発のカリキュラムを示す。上段が理科、下段が総合的な学習の時間

である。 

 

（2）夏休みのプログラム「ふれあい学ぼう！海田町の自然」 

瀬野川で、川流れ体験やＥボート体験をすることで、子どもたちの危機意識を育てなが

ら活動した。海田東小学校では、平成 19～21年度までの 3年間、夏休みの 2日間を利用し

て、学校の近くを流れる瀬野川で川流れや E ボート体験を実施した。初日は安全に活動す

るための座学とプールでの実技講習で、2日目に川で体験活動を行い、子どもたちに身近な

瀬野川という川の存在とその素晴らしさ、危険や安全管理に気づかせることを目的とした。 

 

（3）プログラム内容 

活動内容 

川や水辺の安全講座（座学）（活動Ⅰ） 

川や水辺の安全講座（プール）（活動Ⅱ） 

川流れ体験    （活動Ⅲ） 

Ｅボート体験   （活動Ⅳ） 

 

（4）使用した道具 

ライフジャケット・ヘルメット・スローロープ・ホイッスル・Ｅボート・パドル・救急箱・ 

その他（テント、飲料水など） 

5. 指導体制と参加人数（実績）  

校長、教・用務員、4年 6年の担任他約半数の職員、保護者、親父の会、外部講師（8名） 

（1）安全対策現地下見 

事前に活動場所の下見をした。水位や流速を確認するだけでなく、実際に川の中に入っ

て、障害となるものが落ちていないか、危険な生物が生息していないかを確認。大雨の後

でゴミなどがたくさん落ちていたので、

事前に取り除き、活動後に児童と一緒

にゴミ拾いを行い環境整備をした。 

 

活動場所の様子 
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（2）川や水辺の安全講座（座学） 

川にはどんな魅力や楽しさがあ

るのか、またどんな危険性があるの

かを発表スライドで学んだ。 

川で安全に活動するためライフ

ジャケットの必要性と使い方を学

習。 

（3）川や水辺の安全講座（プールでの実践） 

プールにてライフジャケットの正しい装着方法と浮力の

効果を体験。安全に浮く方法や泳ぎ方指導後スローロープを

使った救助体験。 

（4）川流れ体験 

プールで学んだ姿勢で川流れ体験をした。児童は、流れな

がら水の冷たさや匂い、水の流れる音を全身で感じ取った。

多くの水が集まって流れることによる大きなエネルギーを感じ、流れは中心と周辺部では

中心部が格段に速く、自分たちなどは簡単に流されてしまうこと、だから小さな生きもの

は川の周辺部に生息していること、水の量が多くなると危険になることの実感を伴って理

解した。 

（5）Ｅボート体験 

Ｅボートを組み立てて上流に漕ぎあがるとき、10 人もの

人間がオールを使って進もうとしても、なかなか簡単には川

をさかのぼれない状態を体感し、流れる水の力が大きいこと、

力を合わせなければ危険であることを実感した。 

６. 活動による効果 

一連の活動を通じて、子どもたちは川の魅力や楽しさ、さらには川に潜む危険性につい

て学んだ。また、そのような危険から身を守る方法や万が一の場合に備えた救助方法を学

ぶことができた。川には水や草木の色、匂い、水の流れる音など自然的要素がたくさんあ

り、それらを全身で感じ取ることによって、子どもたちは自然の様子を感じ取る豊かな感

性を養うことができた。ゲームなどを取り入れることで、友だちとの仲が深まり、チーム

ワーク力が育った。活動後には、子どもたちの顔が生き生きし、積極的になったという声

が保護者より寄せられた。感受性豊かな子どものうちに川などの自然に触れることは、単

に川の特性や水辺での身の守り方を学ぶだけでなく、危機管理の資質や能力を向上させる

効果も期待できる。 

 

 

水の冷たさや匂い、水の流れる音、流
れる際の安全に注意を向けさせて、全

身で感じ取った。 
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児童の感想 

・川流れでは、最初水が冷たく怖かったけれど、プールでの学習を思い出してやっている

うちに川と一体化したようで楽しくなってきました。習ったことを覚えて行動できて良

かったです。ボートでは、みんなと息があわないときはボートが揺れて怖かったけど、

力を合わせたらまっすぐ進んでこわくなくなりました。 

・川の流れが速くて水の力はすごいことを知りました。今日は天気が良くて楽しかったで

す。大水の時、川に住んでいる亀が流されている様子を見たことを思いだしました。流

れが速くなると泳ぎが得意でも流されてしまうんだね。 

・生き物フレンズの友達が、人間の力より水の力の方が強かったと発表していましたが、

自分が流れてみてそのとおりだと思いました。 

７. 現在抱えている問題や課題  

開発したプログラムの継続、工夫改善が一番の課題。 

８. 今後のプログラム展開について  

教師中心に考えてきたプログラムであるが、児童の力がついてきた段階で、児童が自ら

課題を設定し、自ら追究することができる自由研究の時間を取り入れた、学習者中心のカ

リキュラムを開発したい。安全の視点は特に、教師から知識を伝達しても児童に危機管理

意識が培われていないと、やらされ防災教育になってしまう。川の学習にどれだけ主体的

に取り組むことができるかと言うことの中にこそ、自分なりの安全への配慮や危機意識が

生まれ、自分が必要と考えるようになることが望ましい。 

９. 防災教育プログラムを始めようとしている人へのメッセージ、コメント  

これまで、川の学習プログラムは、各地で多数開発されているが、広がりと深まりが十

分とは言えない。せっかく開発したカリキュラムも、継続していくだけだと、ルーチンと

なってしまい、児童にとっては新たな課題を発見する場ではなくなる傾向がある。毎年、

児童とともに、改善すべき点、新たなプログラムを自ら開発する等の視点をいれた方がよ

い。安全への意識や、自分が川流れを体験して初めて実感できる危機意識を大切にする指

導が有効である。このような総合的な学習では担当教師一人が川の学習に関する知識や理

解を持つだけではなく、全員でアイデアを出し合うこと、できれば担任を離れて、自分の

得意な分野の指導ができるようチームを組んで活動を指導することが発展的継続のポイン

トである。 

 

（海田町立海田東小学校） 
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徳島市立津田中学校 

 

 

繋がり、地域に貢献する防災学習 

 

本校区は、昭和 56年以前の建物が多く、南海・東南海地震が発生すると 20％前後の家屋

が倒壊し、狭い道のブロック塀は倒れ、避難場所裏にある津田山の一部が崩落すると予想

されている。そして、津波の第一波は 30分程度で津田海岸に到着し、校区内のほとんどは

水没する。それで、将来の津田町のリーダーを育成することを目的として、平成 17年度よ

り総合学習の時間に防災講座を設けて活動している。 

団体名 徳島市立津田中学校 

住 所 〒770－8004 徳島市津田西町 2丁目 2番 14号 

連絡先 TEL 088－662－0054  FAX 088－662－0459 

団体の設立目的 - 

年間の活動内容 
 ２年 ３年 

6月〜7月 幼小出前授業の企画 東日本大震災から考
える避難行動につい
て町内会で発表 

  町内防災意識調査の
企画 

 町内救援物資輸送訓
練に参加 

 

夏休み 幼小出前授業の準備 意識調査実施、集計、
グラフ化、町内に結果

配布 
9月 幼小出前授業の修正 津波避難支援マップ

作成 
10月 非常食(ジャム)作り 津波避難支援マップ

作成 
 幼小出前授業の修正 市役所に要望 

11月 非常食(ジャム)を高
齢者に配布 

津波避難支援マップ
作成 

 幼小出前授業の実施 県知事さんに要望 
12月  津波避難支援マップ

作成 
  意識調査結果を町内

会で発表 
1月 1.17阪神・淡路大震

災追悼イベント（新町
川公園） 

 

2月 町内防災訓練に参加 津波避難支援マップ
看板の設置 

3月  3.11東日本大震災追
悼式典（月見ヶ丘海浜

公園） 
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平成 23年度の学級数は、１年生４クラス、２年生３クラス、３年生４クラス、特別支援

学級 2 クラスである。１小１中であるため、全員同じ小学校から入学してくる。本校の総

合学習は、教員が提示した講座を生徒が選択する講座制で、2、3 年生に防災講座を設定し

ている。募集は１年間だが、２年連続で希望する生徒が多い。平成 23 年度は、2 年生 33

人、3 年生 30 人が学習した。本校の防災活動は、共助に重点を置いていることが特徴であ

る。教員は、2、3年生にそれぞれ 1人ずつ配置した上で両学年を小西が指導している。 

１. 繋がる活動 

(1) 幼稚園児・小学生と繋がる─幼小防災出前授業（2年生） 

幼小防災出前授業は今回で 3 回目であった。「東日本大

震災に学ぶ」をテーマとして、園児や小学生に避難 3原則

などを分かりやすく伝えるように取り組んだ。生徒 33 人

を 7班に分けて、幼稚園 3班、小学校 4班とし、6.22(水)5、

6 校時と 7.6(水)5、6 校時に内容と手法について話し合っ

た。幼稚園 3班は、『避難の仕方』『日頃の準備』を「ペー

プサート」「ショートコント」「○×クイズ」で、小学校 4

班は、『津波のメカニズム』『クイズ』『東日本大震災感動

物語』『日常の備えと避難の仕方』を「パワーポイント」

で発表することに決定した。その後、発表時間 10 分の具

体的な内容を考えた。２日間とも、徳島大学の学生 7人が

手伝ってくれた。 

夏休み、用具の準備やプレゼンの作成、発表練習に 40

時間以上かけて取り組んだ。複数の班が同時進行するため、

教員が付きっきりで指導することができない。その為、生

徒の制作意欲ができ映えを左右する。だらだらと制作をしていた班は、時間切れになって

しまった。9.21(水)5、6校時に、７班全部の発表内容を確認したが、ほとんど修正しなくて

よい班もあれば、粗雑な内容のためやり直さなければならない班もあった。その後、放課

後２～30時間費やして 11月上旬に完成させた。必要な用具代は学校が負担した。 

そして、11.22(火)5、6 校時に津田幼稚園 80 人、津田小学校 4 年生 130 人を対象に授業

を行った。園児も児童も興味津々で身を乗り出して真剣に聞いてくれた。生徒は緊張しな

がらも、反応があればホッとするなどほほえましい場面

が随所に見られた。楽しみながら学習ができたと好評で、

来年も心待ちにしてくれている。近くの私立幼稚園や保

育所からも要請があり、来年度から実施する予定である。 
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(2) 高齢者と繋がる─非常食(ジャム)作り（2年生） 

高齢者と繋がるために非常食(ジャム)を作って配布する。今回で 5 回目であった。まず、

10.19(水)5、6校時、ジャムを作る意義（非常食というより繋がるための手段である）を確

認した後どんなジャムを作るか話し合い、リンゴとミカンに決定した。そして、10.26(水)5、

6校時、町内の人とも繋がるために津田地区青少年健全育成会７人に来てもらい、各班１人

ずつ指導していただいた。80g入るビンにミカンジャム 80個、リンゴジャム 130個を作っ

た。生徒は楽しんで調理していた。煮込むのに時間がかかり時間内に終えることができな

かったため、放課後有志でビン詰めを行った。食材・調味料・食器は学校が事前に購入し

た。 

その後、容器表面に「南海地震が来たら助けに来ます」

などのメッセージを貼り、袋の中に「いつも私たちがいま

す。長生きしてください。・・・・」などの手紙を入れて

完成した。11.6(日)に、代表 13人が町内の高齢者お食事会

で配布した。配布している時におばあちゃんから「地震が

来たら頼むよ」と言われ、生徒は「任せといて。助けに行

くからね」と答えるなど、ほほえましい光景が見られた。 

 

(3) 町内の人と繋がる─防災意識調査（3年生） 

一般町民と繋がるために、防災講座開講の 7 年前から防災意識調査を行っている。今年

は、東日本大震災で町民の意識がどのように変わったのかを調査することにした。6.24(金)5、

6校時に、一般企業のコンサルタントの人から内容や質問項目の作成の仕方について説明し

てもらった。そして、生徒 30人を５人ずつの６班に分け、内容や調査方法について考えた。

決定した 6班の内容は、『安否をどう連絡するのか』(街頭調査)、『3.11第一報を何で知った

のか』(戸別訪問)、『3.11あなたは避難しましたか』(戸別訪問)、『避難場所は大丈夫か』(戸

別訪問)、『震災時の対策は』(街頭調査)、『3.11後、意識の変化』(戸別訪問)である。7.8(金)5、

6校時に、その内容に基づく質問事項を考えた。記述式で問うとほとんど書いてもらえなか

った過去の反省からすべて選択問題にした。そのため選択肢を考えなければならず、時間

内に完成することができなかった。後日、放課後 5～6 時間を使って完成させた。その後、

コンサルタントの人に、不備のないように添削してもらった。また、複数の班が同時進行

で調査するため教員だけでは引率できないので、7.14(木)19:00、町内の人と防災講座 OB

に集まってもらい引率者を決定した。戸別訪問は教員と

町内の人で、街頭調査は教員と防災講座 OB が引率する

ことにした。 

7.21(木)～26(火)の間に、６～9 時間を要して調査を行

った。調査中に「中学生が 1 軒 1 軒回ってくれるから、

町民の意識が向上している。ありがとう」とか「3.11 の
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ような津波が来れば避難場所の小学校も水没するだろう。市や県に津田山が登れるように

要望してほしい」とか、「同報無線は海岸沿いに 3台しかないからほとんど聞こえない。ど

うにかならないか」とか、「年寄り夫婦だけだから津波が来ても逃げない」などたくさんの

意見や本音を聞くことができた。生徒は、調査することだけが目的なのではなく、町内の

人と会話すること（繋がり）が大切だと実感していた。 

続いて集計であるが、クロス集計をするために時間が

かかりどの班も 9時間程度を要した。クロス集計を行う

のは、結果から課題を考察する際に必要なためである。

その後、Excel を使ってグラフ化するのだが、この作業

に 40～60 時間を要した。この段階は、単なるパソコン

操作だけでなく、技法や読みとりなど教員の指導が重要

である。今年は Excel に詳しい防災講座 OBがパソコン

指導を行ってくれたので助かった。8月中旬にすべての班のＡ３版グラフが完成した。その

後、Ａ３版グラフを必要な枚数だけカラー印刷し、ラミネート加工した。8.25(木)には、代

表 10 人が、その用紙を町内 50 事業所（消防署、銀行、量販店、コンビニ、病院、銭湯な

ど）に配布した。７年間行っている活動なので、事業主から「これは凄い。お客さんも真

剣に見てくれるだろう」と絶賛され、すぐに掲示してくれた。一般の人への公開は、県防

災センターや市役所のほか、今月はホテル千秋閣で掲示している。 

12.17(土)19:00 コミセンで、3 年生の代表 9 人が町内会 50 人を対象に、調査結果の発表

会を行った。意識の変化を伝えるだけでなく、町民の不備な部分を地区自主防災会で連絡

してもらえるように訴えた。遡るが、7月には昨年の調査結果や避難行動について説明して

ほしいとシルバーセンターから要望があり、3年生と OB(高 1)の 7人で発表した。 

(4) その他 

①町内防災訓練に参加（2、3年生） 

6.5(日)救援物資輸送訓練に 2、3年生 60人が、2.11(土)町内防災訓練に 2年生 30人が参

加して手伝いを行った。中学生の参加は、町民から期待され歓迎されている。 

②1.17阪神・淡路大震災追悼イベントの開催（2、3年生） 

今年で 5 回目だった。1.8(日)に 2、3 年生の代表 15 人が神戸で希望の灯りを分灯しても

らい、1.16(月)に徳島新町川公園で灯りを市民に分灯し、12時間前の 17:46に黙祷を行った。 

③3.11東日本大震災追悼式典に参加（3年生の代表者） 

 式典の中で宮城県歌津中学校の生徒の作文を代読し、式後本校の取り組みを発表した。 

４. 地域に貢献する活動 

(1) 津波避難支援マップの作成（3年生の代表者） 

昨年度の町内防災意識調査の『H22.2.28 のチリ津波が発生した際に、津波警報が発令さ

れていたのになぜ避難しなったのですか』で、「避難勧告・避難指示が出ていなかったから」
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が 67％で一番多かった。ところが、１年後の東日本大震

災では、避難勧告が発令されていたにもかかわらず避難

した人は 22％しかいなかった。このように言動が一致し

た人が 1/3 しかいなかったことに対して、生徒は「人は

考えたことや感じたことが長続きしない」と捉え、「町内

の人が見える場所に避難支援マップの看板を設置しよ

う」と考えた。この考えに、町内の人や市役所、徳島大

学も同調してくれ、協力をいただいた。8 月～12 月の土・日に３年生の代表 9 人と一緒に

校区内を歩き、何度も会合を重ねて津波避難支援マップを完成した。マップには、避難経

路だけでなく避難時間や海抜の高さ、危険箇所、避難できる場所を記載した。しかし、津

波高予想については、「想定を信じるな」の教えから記載しなかった。2.18(土)には看板に

して校門前に設置し、3月には A3版にして町内全戸に配布した。看板にかかった費用は学

校が、用紙印刷代は市役所が捻出した。 

 

(2) 行政への要望（3年生の代表者） 

10.24(月)放課後に３年生代表 5 人が徳島市役所で市危

機管理課に、11.5(土)に３年生代表 11人が防災センターで

徳島県知事さんに①津田山の整地、②同報無線の設置につ

いて要望した。町内防災意識調査で、避難場所である津田

小学校が水没すると考えている人が 84％いた。そして、

行政への要望が最も多かったのが「津田山の整地」で 40％

だった。生徒の予想より少なかったが、一番多かったとい

うことで要望することにした。その他の意見で多かったのは、「高層ビルを避難場所として

提供」や「公的な施設の建設」で、いずれも 20 数％だった。2 つ目の同報無線の設置に関

しては、東日本大震災の時に、同報無線で津波警報を知った人がわずか 1％しかいなかった。

「それは、津田町内に 3 台しかなく、それも海岸にある小さいもので、近隣しか聞こえな

かったからだ」と夏休みの調査時に町内の人から教えてもらっていた。大地震が発生する

と、停電になるのでテレビが使えず、渋滞で消防は機能しない。それで、津田山の頂上に

大きな同報無線の設置を要望することにした。 

(3) H23.3 東日本大震災の義援金活動 

3.15(火)～3.20(日)、防災講座の生徒、生徒会、防災講

座 OB など延べ 200人が一体となって町内量販店前や徳

島駅前で義援金活動に取り組んだ。皆様方のお気持ち

314 万円は、日本赤十字社にお届けした。また今年

2.23(木)には、ぼうさい甲子園賞金 40万円をお届けした。 
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５. 〈参考〉生徒のための体験的学習（講義、学習のまとめは除く） 

(1) 9.14(水)5、6校時 災害図上訓練（２年生）─徳島東消防署が指導 

(2) 9.16(金)5、6校時 クロスロード（３年生）─県防災センターが指導 

(3) 9.30(金)5、6校時 避難所運営ゲーム（３年生）─徳島市危機管理課が指導 

(4)12.14(水)5、6校時 災害復興シミュレーション（２年生）─徳島大学大学院生が指導 

(5) 1.18(水)5、6校時 避難シミュレーション（２年生）─ホワイトベースとくしまが指導 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（教諭：小西 正志） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害図上訓練 クロスロード 

避難所運営ゲーム 避難シミュレーション 
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石井町立石井小学校 

 

団体名 石井町立石井小学校 

住 所 〒779-3233 徳島県名西郡石井町石井 1184-1 

連絡先 TEL 088-674-0019 FAX 088-674-6692 

団体の設立目的 - 

年間の活動内容 - 

 

1. プログラム名 

河床を歩いて、河川を内側から見よう 

2. プログラム実施期日 

23年 11月 

3. プログラム内容        

地域の河川での体験活動と本地域に発生する洪水について調べる探究活動を関連づける。

これによって、日常生活の中で気象情報や河川の変化等を意識し、児童が学習した内容に

基づいて行動できるようにすることをねらいとした内容である。 

4. プログラムの特徴      

気象条件による河川の水量変化や流水の働きを体感させるため、渇水時の河床を歩き河

床から堤防の高さを見上げさせたり、流水の水圧を感じさせたりする体験活動を行う。次

に、地域に発生する水害について調べたことを先の体験活動と関連づけ、自分の観点でま

とめる活動を通して、児童自身が地域に発生する洪水の危険性を予測し、命を守る力を育

成するプログラムである。 

5. 指導体制と参加人数 

対象者は、徳島県石井町石井小学校４学年の児童 31名。

指導は、地域ボランティア団体「気延べの里」の方５名と

教諭２名で指導した。 

 

 

 

 

写真 1 河川の増水による洪水 
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6.手応えや効果、地域や社会への影響などの具体的な成果 

本地域は、豪雨になると河川の増水により写真のように洪水（写真１）がおこる。本地

域では、床下浸水を起こす場合もあり、避難をする家庭もある。このような自然環境にお

かれているのもかかわらず、児童自身が正しい知識を習得しておらず、地域に発生する洪

水から命を守る力は身に付いていない。その例として、増水

した川に網を持って魚をすくいにいったり、増水した道路を

探検したりし、危険な目に遭った児童がいる。 

そこで、渇水時の河床を歩くという体験学習（写真 2）を

行った。児童は、通常 3ｍほどの水深がある河川の河床から

橋までの距離を見上げたり、樋門を閉めたために水深が

20cm～50cm ほどになっている水の流れ

を足に感じながら河床を歩いていったり

した（写真 2）。橋桁のところまで来ると、

河川の流れる水により運ばれたゴミがたくさんたまっていた（写真 3）。

この様子と自分の足に流れてくる水の圧力を関係づけ、児童は、「川の水

は流れていないように見えて、こんなにたくさんのものを流す働きがある

のか。」という驚きの声があがった。児童は体験活動の後、自分が学び取

ったことを記録に残している。児童が記録に残した 3例を紹介する。 

 

まず、この体験活動の 2 ヶ月前の 9 月 21 日に台風 16 号による豪雨で、家屋の床上浸水

の被害を受けている児童 C1の記録の一部を表１に示す。 

 

表１ 児童 C1の記録 

河床から橋までの高さを見上げて、この川の中から水があふれ出して、ぼくの家の中

まで流れこんできたのかと怖い思いがした。台風は短い時間に川の水をあふれさせる。

台風情報と川の水の増え方を見ながら洪水の被害を少なくするように考えて動かないと

大変なことになると思った。 

 

下線部からは、洪水の危険性を予測する具体的な方法を見いだしていることが読み取れ

る。また、洪水により家屋が浸水してしまうことから、少しでも浸水被害を少なくしよう

とする意識が高まったことが読み取れる。 

 

次に、自宅が高台にあり、家屋には浸水被害はなかったが、洪水のため周りの道路がす

べて水没した児童 C2の記録の一部を表 2に示す。 

 

 

写真 2 河床を歩く児童 

写真 3 橋桁のゴミ 
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表 2 児童 C2の記録 

 

1週間だけ飯尾川の樋門を閉じたので、川の底が歩けた。橋桁には、川の中を流れていた

ゴミのようなものがたくさん集まっていた。水が無いところには魚の死骸がたくさんあ

った。9 月の洪水の後、死んでひからびた魚や、泥や木くずなどが道路に残っていた。

なんで、道路に魚の死骸があるのかその時はわからなかったけれど、川の底を歩きなが

ら、9月の台風では川の中に収まらないぐらいの大量の雨がふって川の水があふれ、水の

流れにのって運ばれてきたんだとわかった。 

 

 下線部からは、河川を歩き、台風後の道路の状態を関連づけることにより、河川にはそ

の河川に応じた流量が決まっていること、流水には運搬・堆積の働きがあることの実感を

伴った理解が図られたことが読み取れる。 

 

最後に、台風で増水するとうれしくなって用水や水没した道を探検していた児童 C3の記

録の一部を表 3 に示す。 

表 3 児童 C3の記録 

 

川の底を歩いて、ぼくはとても危ないことをしていたと思った。川を流れる水の強さ

を感じ、とても歩きにくくて転びそうになった。9月の洪水の時、網をもって魚をすくい

に行ったけれど、今歩いている川があふれるときの水の強さやあふれてくる速さが頭に

浮かぶようになった。ぼくは、洪水で危ない目にあわないように、今日体験したことを

ぼくのお父さんや、友達にも知らせようと思う。 

 

 下線部は、河床を歩くという体験活動から、川幅や河床から堤防のたかさにより河川を

流れる水の量は決まっていることを体感できるようになったことが読み取れる。波線部は、

自分が学習したことを周りの人に伝え、安全な行動ができるように呼びかけようとする気

持ちが読み取れる。 

 

これらのことから、河床を歩くという体験活動から、児童は、気象条件による地域の河

川環境の変化について関心を高め、洪水から身を守ろうとする意欲が高まってきたことが

わかる。更に、この体験活動による学びは、次の２つの探究活動へとつながっていった。

○洪水時の避難経路の確認と避難に必要な行動を知ること○これまでの水害に対して先人

はどのように対処していたのかである。 

洪水時の避難経路の確認や自分に必要な行動を知る活動では、町役場の方に地域の洪水

ハザードマップをいただき、それを活用し、洪水時の避難経路や自分が行うべき行動につ

いてまとめていった。 

これまでの地域の水害に対して先人はどのように対処していたのかについて知る活動で

は、石井町史を調べ、町役場の方から聞き取り調査をした。その結果、江戸時代において

本地域は洪水を利用し、換金作物として藍づくりをしていたことがわかった。児童 C4 は、

調べたり聞き取ったりしたことを表４のようにまとめている。 
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表 4 児童 C4のまとめ 

洪水を利用していた江戸時代の人はすごい 

 

 吉野川や飯尾川の洪水は、昔は藍づくりに必要だったということがわかりました。昔の

人は、洪水になってもいつでも逃げられるように 2 階に船をつるしたり、石垣を積んで家

を高くたてていたりしたそうです。昔の人は洪水を上手に利用しながら農業をし、洪水か

ら安全に逃げられるように準備していたことがわかりました。吉野川や飯尾川は、私たち

の生活にとって、とても大切な川だと思いました。 

 

下線部からは、洪水を災害面からだけ捉えるのでなく、自然の恵みとして地域の産業を

考えることができるようになってきている。また、利水・治水に対し、地域の人の知恵と

取り組みを知ることにより、自分と地域の自然や人々とのつながりを実感し、地域の人々

や自然を大切にしようとする心情や態度が見られるようになってきた。 

7. 現在抱えている問題や課題 

今後は、各地の災害と自分の地域との災害を比較したり、教科の内容を関連づけたりし

た資料を、児童・生徒の発達段階に応じて作成し、児童が身に付けるべき防災知識の基準

と内容の明確化を明示することが大切であると考える。また、本稿では触れていないが、

災害地での取り組みなど災害から立ち上がる力もバランスよく学習内容に含む必要がある

と考える。 

8. 今後のプログラム展開について 

今後は、児童の発達段階に応じた河川での体験活動を取り入れた教育課程を編成し、学

校全体で系統的に防災教育を展開する必要がある。また、洪水の被害を受ける本地域では、

浸水後の対処についての災害教育を展開する必要がある。 

言い換えると、児童に、サバイバルだけでなくサポートへという視点で防災・減災・災

害後復旧の一連の力を育成する教育プログラムの開発と展開が重要であると考える。 

9. 防災教育プログラムを始めようとしている人へのメッセージ、コメント 

自然環境の中でも河川は、地域で古くから治水・利水などの面で人間活動ともっとも関

わりが深く、児童にとっても身近な自然であることから河川を通じての防災教育は必須で

あると考えます。河川を通じての防災教育を展開することにより、児童は河川と自分のつ

ながりを自然の恵みと災害の両方の視点でとらえ、地域に対する愛着をもつようになりま

す。 

最近まで、防災教育は必要だけれど、どのように進めていけばいいかわからないと感じ

ていました。防災教育の展開は一人では難しいです。しかし、地域に必要な防災教育は何

かについて、関係諸機関の方や保護者・地域の方と雑談でもよいので話し合うことにより、

糸口がつかめました。また、防災教育の実践例なども参考になりました。   
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10. その他 

防災教育の実践事例（成功例・失敗例・困難な点）を交流できる場があればいいと思い

ます。 

 

（石井町立石井小学校） 
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