
この新聞は、「公益財団法人ひょうご震災記念２１世紀研究機構」と「ひょうご安全の日推進県民会議」の助成を受けて作製しています。 

 
連絡先 
〒663-8201 
西宮市田代町16－8 
パルティーレＮ棟 西号室  
 0798-64-5829  
http://npo-sakura.net/ 

発行日：2018年3月17日  発行：NPO法人さくらネット 

 

 甲佐町立白旗小学校の校区には、3ヶ所仮設住宅があります。白旗小学校では、平成28年度

から、仮設住宅との交流活動を継続しています。1月はもちつき大会を開催し、大盛況だったそうで

す。3月13日に、学校で育てた花の苗を仮設住宅に植える活動に、大学生ボランティアと一緒に参

加させていただきました。5年生は慣れた様子 

で、仮設住宅の方と話しながら、作業に取り組 

んでいました。花の苗は、学校の児童みんなで 

種から植えて育てています。 

 地域の方からは、「子どもたちの姿から元気を 

もらう」、という声が聞こえました。「水やりは 

私たちが責任を持ってするからね」とおっしゃる 

地域の方に、「よろしくお願いします」と挨拶を 

する子どもたち。活動中も、手を振ったり、声を 

かけたりしてくださる方がたくさんいました。継続 

した活動が、つながりを作っていると感じました。 

＊この活動は、ベネッセこども基金様の助成金をいただき、応援しています 

NPO法人さくらネット 代表理事 石井布紀子  

                                                                                               

   

   

  少しずつ春の気配がして、お別れや次の出会いへとむかう季節となりました。                                 

  私は今、福祉施設のBCP策定、そして土砂災害防止法の改正に伴う“トリガー”(避難活動などを開始するための指標)可視化を進めてい 

 ます。この歩みをどのように防災学習に活かしていくのか、連携を図っていくのか、平成30年度はさらに一歩前に進みたいと思います。 

  さて、みなさまにお届けしている「さくら防災学習新聞」ですが、今年はリニューアルを試みています。今回は第二弾としており、1月号と同じく 

 「クリエイト・防災学習」を同時発信させて頂きます。 

  「クリエイト・防災学習」は、さくらネットの職員である河田のどかの高校時代の恩師であり、兵庫県立舞子高校・環境防災科初代科長の諏 

 訪清二先生(現在は、兵庫県立大学大学院特任教授、神戸学院大学非常勤講師)に編集をお願いしています。防災教育の推進をめざす 

 学校の先生やご関係のみなさまにとって、読み応えのある内容となっています。 

  ご感想や、“オーダー”“お題”(諏訪先生への執筆ラブコール)などをお届け頂きましたら、応じつつ内容の進化を図って下さると思いますので、 

 お気軽にお届けくださいますように。 ひき続きどうぞよろしくお願い致します。 

  

  

・3/18・21 兵庫県・埼玉県  

防災学習セミナー(特別支援学

校での防災学習に学ぶ)  

＊熊本の小学校と一緒に防災

教材の作製に取り組んでいます 

 3月11日に、東日本大震災から丸7年を迎えました。熊本地震はまもなく2年を迎えようとしています。

報道でも、地震や津波に関するものが増え、あの日を思い出す人がいるかもしれません。不安になる人が

いるかもしれません。臨床心理士の高橋哲先生原作の「しまうまのトラウマ」という絵本を作製しました。こ

の物語は、恐怖体験によるストレス反応から、少しずつ回復していくプロセスをわかりやすく表現した絵本で

す。熊本地震の後、熊本の先生、子ども支援 

に取り組む方から声をいただき誕生しました。 

 今年の3月に、岩手県、熊本県の先生が、 

小学生への読み聞かせに活用してくださって 

いるという声が届きました。もうすぐ、紙芝居 

バージョンが完成しま 

す。URLより無料で 

ダウンロードできます。 

 普段の読み聞かせ 

にも使える内容です。 

ぜひ一度、ご覧いた 

だけると嬉しいです。 
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伝え続ける① 
 

防災学習アドバイザー・コラボレーター 諏訪清二  

  23年目の「阪神淡路大震災1.17のつどい」が行われた東遊園地。 
 
 凍るような雨の中、高校生ボランティアらが並べた竹灯籠が浮かび上がらせた文字は「伝」でした。震災体験の継承が課題だという思いを強く
表しています。東日本大震災をはじめ各地の被災地でも同じ願いをよく耳にします。災害体験を、これから災害に遭うかもしれない「未災地」の
人々に何をどう伝えていけばいいのか、防災学習の視点で考えてみたいと思います。 
 
 長年の防災教育の実践と災害ボランティアの体験を通して災害体験の語りには二種類あると思うようになりました。一つは「社会的な意味」を
持つ語りです。被災者や専門家が体験と教訓、防災の知識と知恵を整理してこどもたちに伝えます。聞き手のこどもたちが学んだ防災の知識を
実行に移せば、社会の防災力は着実に向上していきます。 
  
 「社会的な意味」を持つ語りでは大人の体験が大人の視点で語られることがほとんどです。こどもたちが大人の生活のすべてを肌感覚で知って
いるとは言い難いので、せっかくの体験談や教訓も、残念ながらこどもたちの心にすとんと入ってこない場合があるようです。こども目線の体験を伝
える工夫がもう少しあってもいいのではないでしょうか。 
 
 もう一つの語りは「個人的な意味」を持っています。阪神・淡路大震災で娘を亡くした女性は語り部としてこどもたちの前に立ち「震災で亡くなっ
た娘が可哀そうだ」と語り続けてきました。ところが十年程経って内容が変わってきたそうです。本当に伝えたかったのは「娘が可哀そうだ」ではなく
「娘を亡くした私が可哀そうだ」という気持ちに気づいたのだと言うのです。 
 
 東日本大震災の被災地で「16歳の語り部」（ポプラ社）という本が生まれました。小学校5年生の時に津波を体験した3人の少年少女の
語りは読み手である大人の常識を打ち砕きます。少年は自分の目の前を流されていく大人が伸ばした手を握れませんでした。見殺しにしたと自
分を責めました。少女は、芸能人が学校に来てラッキーという同級生の不用意な（悪意はなかったでしょう）言葉が許せず、机をぶん投げまし
た。 
 
 ここで紹介した阪神・淡路大震災と東日本大震災の語りは整理された知識や知恵、教訓を伝えるものではありません。むしろ聞き手（読み
手）に「戸惑い」を与えます。この「戸惑い」こそが、こどもたちが震災の本質と向き合おうとする姿勢を育てていくと私は感じています。 
 
 震災時に、水を求めてがれきの街に出た看護師の体験談を聞いたこどもたちの反応は、戸惑いにあふれていました。看護師は患者のための水
を求めます。でも、だれも分けてくれません。いや、分けるべき水さえ持っていない人がほとんどでした。その時に乳飲み子を抱えた一人のお母さん
が、「患者さんに使ってほしい」と最後の一本のペットボトルを差し出したのです。この話を聞いた生徒たちは、「自分ならペットボトルを差し出せな
かっただろう」とか「私ならお母さんのペットボトルはもらえなかっただろう」という感想を書いてくれました。こどもたちは災害のリアルな体験に自分を
重ねて戸惑いながら、その場での自分の判断を（仮想）追求しているのです。 
 
 ただ、一つだけ、私にはとても気になることがあります。被災者の「個人的な意味」を持つ語りは、時として「命を大切にしましょう」「家族、友達
を大切にしましょう」と教育的に総括されてしまいがちなのです。教育はどうしても美しい価値を教えようとしてしまうのかもしれません。こどもたちに
災害体験を聞かせるとき、そのような「価値の存在を教える教育」ではなく「価値に気づかせ、すとんと飲み込ませる教育」になるように配慮したい
と常々思っています。そのための方法は簡単です。道徳的な価値の強要はせず、ただ、こどもたちが体験と出会う場を作り出すだけでいいのです。
こどもたちは戸惑いながら聞き（読み）取った体験と自分の生き方と重ね合わせて考えていくでしょう。 
 
 被災体験を伝えるのは誰の仕事なのでしょうか。私の答えはシンプルです。誰でもいいのです。「語り継ぐ」という言葉は、「語り」を「継ぐ」と解釈
できます。誰かの語りを聞いたり読んだりして心が動いたら（戸惑いを感じたら）、その体験談と自分の心の戸惑いを誰かにそのまま伝えていけ
ばいいのです。 
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伝え続ける② 
 

防災学習アドバイザー・コラボレーター 諏訪清二  

 ここまで考えて、伝えられにくい（伝えるのに多大の量力と覚悟を要する）語りがあることを思い出しました。福島です。 
 
 昨年の夏、福島に行く機会がありました。震災からこれでやっと2回目でした。全然足を運べていなかったのです。帰還困難区域にある田んぼ
は耕されず、雑草が青々と茂っていました。帰還が始まった町では地震で壊れた家の修復も始まっていました。 
 
 福島では確かに放射線教育が行われていました。環境再生プラザやコミュタン福島といった施設で、放射能を科学の視点で市民に伝えていま
した。学校で使うのだろう、こども向けの副読本も発達年齢に応じて作られていました。施設で講義を受け、副読本をぱらぱらと読んでいくと、「な
るほど、今はそんなに気にしなくてもいいのかな」という気になってきます。でもいつも違和感がまとわりついて離れません。どこに行っても「放射能は
自然界に普通に存在する」「今はレベルが下がっている」という説明を繰り返し聞かされると、大切なことを隠しているのではないかという疑念と違
和感が芽生えてくるのです。 
 
 日本の原発は「絶対安全だ」という神話を前提として作られてきたようです。だから大きな被害を想定した危機管理は、少なくとも市民レベルで
は成されていません（正直に言えば、企業レベルでも国、行政レベルでも・・・）。だから、あの事故が発生した時、場当たり的な避難の指示が
出されましたが、どこにどう逃げたらいいのかという最も必要な、具体的で明確な指示がないまま、市民は恐怖から逃げ惑うことを余儀なくされまし
た。国も電力会社も、原発は安全であるという「事実」を大前提に掲げ、事故による被害を想定した大規模な訓練を繰り返したりはしなかった
のですから。 
 
 福島では、現在の安全は強調されるけれども（本当に安全？）、人々があの時どれだけの放射能を浴び、それが未来の身体にどれだけ危険
かはだれも説明してくれません。市民が一番知りたいことだけはしっかりと蓋をした箱の中に閉じ込められてしまっているのです。 
 
 科学的な説明をしてくださった担当者は、「最初の4日間への怒り」を静かに語ってくれました。再開したばかりの学校は、空間線量だけではなく
こどもたちが水遊びをする地面と水の線量を親に伝え、判断をゆだねているそうです。隠そうとはしていません。ひとり一人の市民はしっかりと放射
能と向き合おうとしているのに、それらのすべての活動を覆う目に見えない空気のような存在が、「安全だからもう何も主張するなよ」と静かに、有
無を言わさない強さで平穏を押し付けているように感じました。 
 
 ここからはもっと昔の個人的な思い出話です。私は動力炉・核燃料開発事業団（以下、動燃）のもんじゅで発生したナトリウム爆発の現場
に入る機会を得たことがあります（当事者たちはナトリウム漏れという表現を使っていました。意図はよくわかりますが共感はできませんでした。ナト
リウムは漏れていたのではなく天井まで飛び散っていたからです）。見学の後、技術者たちと意見交換する機会をもらいました。技術者たちは技
術レベルでのシステムの改良と安全性を強調し続けました。説明を聞きながら、彼らはきわめて優秀で善良な技術者たちなのだと感じました。彼
らを責める気にはなれませんでした。その後の動燃ともんじゅがどんなことをし、どうなったかは誰もが知っています。結局、事故を防ぐ、つまり安全を
担保するのは、技術やシステムではありません。それを設計し、動かす人なのだと思います。 
 
 科学的な教育は大切です。異論はありません。でも、そこに人、社会の存在がなければ、その教育はどうもうさん臭いものになってしまう恐れが
あります。福島では原発事故と放射能についての科学の視点での教育が進められています。でも、人、社会の立場からの教育も必要ではない
でしょうか。兆しはあったし、希望もありました。何度か、内実を語る先生のお話を聞いたこともあります。でも、強制的に避難させられた人々と自
主的に避難した人々、帰還した人々と帰還したくてもできない人々と帰還したくない人々の間にある目に見えない大きな壁によって、語る口はど
んどん塞がれていっているような気がします。 
 
 私はこれまでほとんど福島とかかわってこなかったよそ者です。その私に、福島の現状や教育に何かを言う資格はあるのでしょうか。気おくれはあり
ます。でも、人と社会にかかわる教育だけは忘れないで欲しい、それだけは願っています。 
 
 阪神・淡路大震災、東日本大震災、福島、・・・各地の被災者の体験や考えを少しでも周りの人々に伝えていく仕事を続けたいと思います。 
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 1月号と2月号で、新学習指導要領（小学校）が防災学習の展開に案外使えると書きました。もちろん、使用者側（つまり教職員です
ね）の工夫が大前提です。 
 
 学習指導要領はその時々の指導者たちの「意図」を反映しています。だから、「ちょっと道徳を強調しすぎじゃないかな。そういった価値は教科と
して教えるより日常の生活の中で培っていくものなのに」とか「道徳で教えようとしている価値は全部防災学習で学ばせることができる」とか「子ども
たちの『学びに向かう力・人間性』なんて大言壮語過ぎてついていけない」とか「『主体的・対話的で深い学び』を引き出すにはとてつもない労力と
時間が必要で、先生方は大変だろうな」とか「ちょっと政治的すぎる部分があるよね」などと思いつつ読んでいました。 
 
 一方で、「主体的・対話的で深い学び」は達成不可能なものではなく、防災学習ならこどもたちの「主体的・対話的で深い学び」を引き出せる
という確信を持っています。優れた防災学習の場面を想像してみてください。こどもたちは正しい防災知識の獲得だけを期待されているわけでは
ありません。被災体験に触れ、話し合いや実験、グループワーク、発表といった場面で自分の考えを探り、地域の方々と協働し、他者の意見に
しっかり耳を傾け、新たな課題を見つけます。その課題の解決に向けて情報を集め、考え、相談し、納得し、まとめ、表現し、相互評価する体
験を繰り返し行います。防災の学びはまさに「主体的・対話的で深い学び」を体現しているのです。 
 
 教育の世界には流行言葉があります。ESD（Education for Sustainable Development：持続可能な開発のための教育）やアク
ティブ・ラーニングは昨今のはやりですが、優れた防災学習はすでに十数年前から、アクティブで持続可能で主体的で対話的で深い学びを実践
してきています。新しい学習指導要領だからと、防災学習のスタイルを変える必要はありません。今まで実践してきた総合的で合科的、教科横
断的な防災の学びを、「教科」「総合的な学習の時間」「特別活動」で今後も続けていけばいいのです（ただ、外国語を「総合的な学習の時
間」で扱ってもよいとなると、防災学習の時間が減らされるという危惧は若干持っていますが）。 
 
 さて、今回は、「自然災害・安全・防災」といった直接的な表記がないけれども、防災の学習に密着に関連している単元をいくつか取り出して、
その実践に向けたアイデアを紹介します。 
 
【社会3年】 
 3年生では、「身近な地域や市町村」を学びます。聞き取り調査や地図を使った学習も取り入れられます。この分野は防災学習の宝庫です。
例えば、行政が発行する地域のハザードマップの読図にとりくんではいかがでしょうか。自分たちで地域を歩いてハザードマップを作るのも生産的で
いいですね。その際、消防署を訪問して仕事の内容を聞き取り、それを壁新聞にまとめて発表するのもいいでしょう。市の交通網を地図で確認
し、災害時にどうなるかを予測してみるのも防災の学習です。自分たちの住む市町村で過去に発生した災害についての聞き取り調査を行い
（年配の方は子どもたちが聞きに来るととても喜んでくれます）、災害年表や災害地図を作成する学習も可能です。 
 
 防災マップは「ハザードマップ」「安全マップ」といったように違った名称で呼ばれることがあります。地域のリスクを記載したシンプルに「防災的」なも
のから、「小学生の防災探検隊マップコンクール」（一般社団法人 日本損害保険協会）で賞を取るレベルの作品のように楽しさ、地域の自
慢、ランドマーク、福祉、観光など様々なレイヤを重ねた地域マップもあります。 
 
 マップづくりでは、こどもたちが地域に出て大人たちの話を聞きながら地域の危険と良さを確認し、地図に落とし込んで完成させます。イラストも
ふんだんに使った手描きのほうが楽しいですね。地域との事前調整は教職員が行います。教職員と地域の連携は学習面でも防災面でも大切
な活動です。発表の日は、参観日に設定しましょう。地図作りに協力してくれた地域の方も招きます。こどもの発表が家庭や地域防災の活性
化への起爆剤となるはずです。 

「新学習指導要領」は案外柔軟で面白い（ところもある）③ー１ 
 

防災学習アドバイザー・コラボレーター 諏訪清二  

【社会4年】 
 学ぶ地域が「都道府県」へと広がっていきます。さらに「ライフライン」や「先人の
偉業」「文化」「地図」も防災学習の守備範囲です。自分の住む都道府県や全
国で過去に起こった大きな災害を調べ、災害地図を作ってみましょう。各地の代
表的な産業と災害の関係を調査するのも面白いですね。地形図を用いて県内
の地理的特徴を学び、災害との関連を理解する学習もできます。電気、ガス、
水道などのライフラインと災害時の被害、対応を調査したり、県内でも特に大きな
災害があった地域の歴史、自然環境、災害の実態、対応、災害後の地域づくり
などを調査、学習、発表したりできます。地域で過去に起こった災害での先人の
活動事例を学習したり、地域に残る災害に関連する伝説、実話、行事などを調
査してみたりするのも面白いでしょう。 
 
【社会5年】 
 小学校では学年が上がるにつれ学習の範囲も地域から市町村、都道府県、
日本、世界へと広がっていきます。「国土の様子や国民生活」「地形や気候」「国
土の自然や自然条件」「地図帳・地球儀・各種資料」といった単元の学習を通
して、自然環境と社会環境に着目して災害と人々の暮らしを学ぶことができます。
自然の恩恵と脅威を学習素材にして人々が自然と付き合ってきた「作法」を学
習することができます。 
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【理科4年】 
 「雨水の行方と地面の様子」「天気の様子」は災害の学習に直結しています。水と地面は、例えば、米の栽培を観察するとわかるように、私た
ちに大きな恩恵をもたらしてくれます。一方で雨が降りすぎて水があふれたり地面が崩れたりすると災害になります。例えば、土の斜面に水を流し
て削れていく様子を観察すると、がけ崩れ、地滑り、土石流の学習ができます。国交省の砂防工事事務所や気象庁は「土石流発生装置」を
持っているので、それを借りてもいいし、ネットで見つけた映像も活用できます。水が原因となる災害の種類と実例の調べ学習と発表の授業もで
きます。水を原因とする災害を引き起こす天気、特に台風や梅雨、大雨の降るメカニズムの学習時には、その実際の災害の様子も併せて学ば
せておきたいところです。 
 
【家庭5年6年】 
 家庭科は防災学習の宝庫です。「栄養のバランス」の単元では、避難所での食事の調査と年齢や体調、アレルギーに応じた食事の提案をし
てはいかがでしょうか。もちろん定番の非常食調理、炊き出しの調理実習も可能です。 
 
 「布を用いた製作」では非常持ち出し袋の製作にとりくんでみましょう。多機能防災頭巾の製作はいかがでしょうか。座るときは座布団、逃げる
ときは防災頭巾、中には毛布が入っていて防寒になります。 
 
 「住まいの整理・整頓」の単元では、自分の部屋の危険個所探しをしてみましょう。最初は定番の質問から入ります。「人生で一番長い時間
を過ごすのはどこでしょう？」答えはもちろん、自分の家、その中でも寝室ですね。そこで、自分の部屋の見取り図を描かせます。見取り図のどこが
危険かを考え✕印をつけさせていきます。その後、班活動に移行して、出来上がった図を見せ合いながら話し合ってもらいましょう。 
 
 そこで次の質問です。「皆さんは危険な個所全部を覚えましたか？」多くの小学生は覚えたと答えます。では、友達の家全部の危険個所を覚
えられるか、学校の危険なところは全部覚えられるか、デパートは、電車は、商店街は、…と範囲を広げていきます。こどもたちの顔が少しずつ不
安になって行き、「覚えられない」という声が上がります。そこで、いくつもある危険を三つに集約するのです。「落ちてくるから危ない」「倒れてくるか
ら危ない」「割れるから危ない」の三つです。この三つを覚えておけば、どこにいても危険な個所を瞬時に見つけることができます。普段から「もし地
震があったらここは安全かな」と考える癖がつけばいいですね。 
 
 なお、文科省は「落ちる」「倒れる」「移動する」の三つの危険を指摘していますが、「割れる」に言及していません。阪神・淡路大震災の時、割
れた食器を素足で踏んでけがをした人がたくさんいたと聞いています。「割れるから危ない」はぜひ教えて欲しいと思います。 
 
 住まいの学習では、家具の固定法の学習、簡易耐震診断なども可能です。中学生、高校生になると、地域の高齢者の家に出向き、家具の
固定を手伝うといった実践もあります。 
 

「新学習指導要領」は案外柔軟で面白い（ところもある）③ー２ 
 

防災学習アドバイザー・コラボレーター 諏訪清二  
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防災教育への新たなアプローチを目指して①     
                                          

神戸市立星和台小学校 田中達也 

はじめに 
 
 私は防災教育を指導する際には、被災地域である、未災地域であるにかかわらず、これからの社会を担う子供たちに「生きる力」そのものを育
んでいると自負を持って指導しています。 
 
 阪神・淡路大震災を経験した神戸だからこそできる防災教育もあると思います。しかし、防災教育の真意・目的はそれによって左右されるもの
ではありません。子供たちが主体的に防災・減災について考える活動を充実させていくことで、命を守る実践的な災害への対応力の育成を実現
することが可能であると考えています。以下に本校で取り組んだ防災教育の実践をご紹介します。 
 
地域の実情 
 
 本校は神戸市北区に位置し、阪神・淡路大震災でも比較的被害の小さな地域でした。そのため、地域の実情として防災の意識はあまり高
いものではなく、子供たちの様子を見ていても災害は他人事といった状態でした。また、防災福祉コミュニティ（自主防災組織）もありますが、
高齢化が進み、次世代の担い手を育成することが急務な地域でした。本校を含めた学校の防災教育といえば、従来通りの避難訓練や副読
本「しあわせはこぼう」の学習が中心で、指導者側も災害への対応力の育成を意識していたわけではありませんでした。まさしくマンネリ化した状
態でした。 
 
 この状況を打破すべく、子供たちが防災について主体的に学んでいく姿を醸成していくこと目指し、理科学習を通して科学的な知識を身に付
け、防災・減災について考える活動を防災教育として進め、命を守る実践的な災害への対応力の育成に取り組むこととしました。 
 
理科学習からのアプローチ 
 
 防災教育の指導事項には、自然災害が発生するメカニズムについての理解や、防災・減災に向けて技能を高めることが狙いをして設定されて
います。理科の学習内容は水害や大地の変化など、日本で起きる災害がベースとなった単元が組み込まれています。そこで、理科学習において
学んだ科学的な正しい知識を応用し、防災・減災について主体的に手立てを考えていく活動を通して、実践的な災害対応の力を育成すること
につなげようと考えました。 
 
（１）５年 流れる水の働き 
 
 本単元は、流水の働きや増水による自然災害などについて興味をもち、観察や実験を通して、浸食・運搬・堆積の三作用や、川の流域によ
る石の様子の違い、水量や流水度の変化による土地の様子などについて理解を深めていく単元です。 
 
 本校の特性上、近隣に河川もなく「水害」は子供たちの意識の中では身近なものではありません。しかし、神戸という地域で捉えると、近年で
は都賀川の増水事故、古くは阪神大水害など、神戸と「水害」は深い関わりがあります。また、４年生の社会科で生田川の付け替え事業につ
いても学習していることも加味して「水害」を単元の中心教材として取り上げることとしました。 
 
 授業では、流水の三作用の変化を「流速」「流量」「曲がり」の３つの条件別に整理していきました。単元の最後には、これまでに獲得した知
識を生かして、「川の特性を活かした街づくり」を行いました。この時に用いた地図は旧生田川のもので、水害の多い地域を予想しながら街づくり
を行うことで川の付け替えによって水害をおさえることができた「先人の知恵」へとつなげていくことをねらいとしました。  
 
 子供たちは「自分の家は流されたくないから安全な所がいいな。」「災害
の可能性がある所は利用人数の少ない施設にしよう。」と川の特徴をとら
えて施設を配置していました。また、できた街を見合う中で「建物の場所は
違うけれど、堤防やダムの場所は同じだ。」など防災設備の有効な配置に
ついても話を深めていくことができました。 
 
 授業を行う中で、私自身も防災対策に正解（絶対）はないということに
改めて気が付きました。防災教育の果たす役割の１つには、命を守るため
にはどうすれば良いのかを子供たち自身が考える経験と、その選択肢を増
やしていく場を提供することだと感じました。 



この新聞は、「公益財団法人ひょうご震災記念２１世紀研究機構」と「ひょうご安全の日推進県民会議」の助成を受けて作製しています。 

防災教育への新たなアプローチを目指して②      
                                          

神戸市立星和台小学校 田中達也 

（２） ６年生「大地のつくりと変化」  
 
 本単元は、土地のつくりやでき方、地層の構成物について興味・関心をもって追究する活動を通して、土地のつくりやでき方、大地の変化を推
論し、それらについての理解を図るとともに、空間的な広大さや時間的な長さなどについての見方や考え方をもつことができるようにすることがねら
いです。また、火山活動や地震など、近年でも大地の変化が数多く起こっており、南海トラフ巨大地震の発生が懸念されるなど、自然災害の脅
威は子供たちにとっても身近なものとして考えられます。大地の変化のメカニズムを学習することで、防災意識の向上、及び、その対策を考えるこ
とで災害への対応力の向上を図ることができる単元であると言えます。 
 
 単元を構成するに当たっては、豊かな自然に囲まれた本校の地域特性を活かし、地域の露頭見学や六甲山系の成り立ちのモデル実験など、
地域に根差した学習や観察を行い、子供たちが学習内容を身近なものとしてとらえられることを大切にしました。さらに、授業を展開していく際に
は兵庫県立大学森永教授にもアドバイスを受けながら、専門的な知識を子供たちに分かりやすく伝えていくことにも取り組みました。 
 
 導入では実際に運動場を掘り起こす体験から小学校の大地の下をイメージ図に起こし、単元を通して解決したい問題を設定しました。 
     
  

  堆積実験や火山灰と砂の観察、岩石観察、ボーリング資料の柱
状図化と授業を進めていく中で、地層が流水のはたらきや火山の噴
火物などが堆積して形成されること、星和台小学校の大地でも地層
が形成されていることについての理解を深めていきました。 
 
 次に観察の対象を地域の大地へと広げ、露頭の見学を行いました。
星和台の大地には神戸層群が広がり、古神戸湖に起源をもつ凝灰
岩や地層について観察することができます。星和台の大地の成り立ち
を考える重要な証拠である凝灰岩の成り立ちを学習し、気付いたこ
とを出し合う中で「水底に堆積してできた地層がどうして現在の星和
台の大地に見ることができるのか。」と新たな疑問が生まれました。子
供たちにその理由を予想させると、大地の隆起や風化・浸食作用が
関係しているのではないかという仮説が立ちました。 

 そこで、ココアと小麦で地層を再現し、逆断層や正断層を、石膏と重層を用いた火山の噴火実験で火山の形成を、木片を用いた実験でアイ
ソスタシー（地殻均衡）のモデル実験を行い、星和台・六甲山の成り立ちや阪神・淡路大震災が起こったメカニズムについて学習を進めました。 
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 単元の最後には発展課題として、自然災害への対応策を考える授業を設定しました。取り扱った災害は地震、土砂災害、津波、液状化現
象、火山噴火の５種類で、それぞれの自然災害に対して、ハード面（建物、構造物など）での防災対策、ソフト面 （人的な心構え、意
識）での防災対策を考えることで、子供たち一人一人の防災・減災への意識を高めるとともに、自分の命を自分で守るための具体的な手立て
の選択肢を増やすことをねらいとしました。  
 
 対策を立てる際にはその災害が起こるメカニズムを明らかにし、災害を防ぐためにはどうすればよいか、防げないときには被害を減らす方法はな
いかを考えるようにしました。さらに、考えた対策はモデル実験で本当に有効な手立てであるかを実証することを課しました。机上の空論で終わら
ず自分たちで再現することで、「大きな堤防を作れば津波は防ぐことができるな。」「でも日常生活で港が使えなくなるよ。」など、防災対策と日々
の生活のバランスや、ハード面での対策だけでは不十分なこと、自分たちの防災・減災への意識を高めていくことが何よりも有効な対策となること
に気付かせることができました。 
 
 単元を通して子供たちは興味関心を高いレベルで維持し、授業に取り組むことができました。これは様々な災害がいつでも誰にでも起こりうる
ことを認識することができたからだと考えられます。自分たちで考えた対策はすでに行われていたり、それだけでは防ぎきれないという事実を知ったり
することで、近い将来に発生するであろう「南海トラフ地震」などの災害を自分事の問題としてとらえることができました。災害対策への第１歩は、
そのメカニズムを知り、正しく怖がることから始まると考えています。今後、子供たちが過去の教訓や今回の学習の成果を生かし、自助・共助の
考え方を身に付け災害への対応力をさらに向上させられるように指導を続けていきたいと考えています。 
 
最後に 
 
 本稿では理科教育から防災教育へのアプローチをご紹介しましたが、他にも、国語や社会、音楽や家庭科、図工などのすべての教科教育を
横断的にとらえた防災教育の研究にも取り組みました。多様な教科からの取組であるため、直接的な災害事例を扱う授業と、子供たちの災害
への対応力の育成に重点を置いた授業に分類し、学校の教育活動全体で防災教育へのアプローチを行いました。 
 
 このスタイルは全国どの地域でも流用可能なものであると私は考えております。震災体験に触れるような直接的な防災学習はもちろん重要で
あり、そこから学ぶべきものはたくさんあります。被災地だからこそ伝えられること、伝えなくてはならないことは必ずあると思います。しかし、そればかり
がフォーカスされてしまうと、本校のように被害の小さかった地域や未災地の防災教育の質の向上は見込めません。被災地であれ、未災地であ
れ、防災教育の重要性は変わりません。これからの未来を担う子供たちに、自分を、大切な人を、街を守ることができる、そんな力を養っていくこ
とが防災教育の最大のねらいであると私は考えています。また、自然災害について学ぶことは、自然と人間の共生について考えるきっかけにもなり
ます。自然は私たちに大きな被害を与えることもあれば、恩恵を与えることもあります。その二面性を理解し、自然に、災害に向き合うことから目
を背けることのない姿勢こそがこれからの時代を生きる子供たちに求められていることだと思います。 
 
 今後も地域・保護者・専門家と連携しながら防災教育を推進し、子供たちだけでなく，地域・家庭の防災意識を向上させ，将来、地域を、
神戸を、日本を担う子供たちが生涯にわたり災害に適切に対応できる能力や生きる力を高められるように取り組んでいきたいと考えています 


