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平成２４・２５年度 三島市教育委員会指定研究事業委託
研究テーマ
『 、 、 』一人一人が輝き 自ら学び 豊かな学びをひらく子どもの育成

～命を大切にする防災教育を通して～

１ 期 日 平成２５年１１月１４日（木）
２ 会 場 三島市立北小学校
３ 日 程

13:10 13:30 14:15 14:30 15:00 16:10 16:20 16:30

講 演第５校時 全 体 会
ランチルーム （ランチルーム）

受付 移動
公開授業（教室） （ ）

学年・組 単 元 名 授業者教 科 等

１年３組 増田 公子もしも学校で地震がおこったら パート２ 学級活動
～教室以外の場所での避難の仕方～ （２）－カ

２年１組 高田 純子
こんなとき地震がおきたらどうする パート２ 学級活動

～ロールプレイングを通して～ （２）－カ

３年１組 この部屋だいじょうぶ？ 松本 雄人
学級活動
（２）－イ

そのとき、あなたならどうする？ 学級活動 福尾 由貴子
４年２組

～災害対応ゲーム クロスロードを生かして～ （２）－カ 東部危機管理局GT

５年３組 自然災害から学区の安全を守り隊 横山 貴志
総合的な学習
の時間

６年４組 中間 信宏小学生のリーダーとしてできることは何だろう 学級活動
～避難所生活を通して～ （２）－ウ

４ 全体会 １４：３０～１５：００ 給食棟２ ランチルームF

○校長あいさつ 校 長 相馬 伸名
○三島市教育委員会挨拶 教育長 西島 玉枝 様
○研究概要の説明 研修主任 溜 久子

５ 講 演 １５：００～１６：１０ 給食棟２ ランチルームF
「子どもたちの笑顔のために～東日本大震災の体験から～」

宮城県大郷町立大郷小学校校長 関 一男 先生
６ 指導講評 １６：２０～１６：３０

三島市教育委員会 学校教育課長 西島 正晴 様
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はじめに

三島市立北小学校長 相馬 伸名

２０１１年３月１１日、三陸沖を震源に発生した東日本大震災では、震度７とい

う強い揺れと大津波の発生によって、多くの尊い生命が失われました。

被災地の映像が届くたびに震えました。計画節電・・・車を運転中、目の前の信

号が消えたあの瞬間、この先、日本はどうなるのかと心配しました。

当然、東北を中心とした被災地の人々は、言葉にできない現実を目の当たりにし

て生活を送られました。その一方で、逆境をはねのけ、前向きに生きようとする人

々の団結力の強さは海を越え、世界中の人々から称賛されました。

昨年、西島玉枝教育長、杉山孝二教育部長、西島真美指導主事、山田小の鍋田陽

子校長と私の５人で岩手県山田町を訪問し、三島市復興派遣職員の肥後恵子さんの

案内で被災地を巡回させていただきました。山田町庁舎前では、そこに掲げられた

復興を祈る当時の人々の思いや、大きく朱書きされた「絆」の文字から、東北人の

魂を感じ取ることができました。

しかし、大震災から半年も経たないうちに 「いじめ 「自殺」問題がマスコミを、 」

覆いました。中学校では、武道が体育の必修科目となった矢先、柔道などでの事故

報告があり、昨年は、部活動の指導者による「体罰」が話題となりました。登校途

中の子どもたちの列に乗用車が突っ込み、幼い命が死傷したこともありました。

こうして、ここ数年間の学校現場の内外のできごとを眺めても 「命（生命）を、

守る」教育の必要性を痛感せずにはいられません。

「今、なぜ命を守る教育か」と問われたとき、前述した子どもたちを取り巻く問

題に、地域のリーダーとしての『子どもたちの安全、命を守る』学校の在り方が問

われる時代になったからと答えるでしょう。

三島市立北小学校は市からいただいたテーマの大きさに戸惑い続けました。

「すべての教科が『命を守る』につながっている 「話題を『防災【減災 』に。」 】

絞り込む必要はない。全教科を中心に考えていきたい 」といった先生方の声があ。

りました。そこで “防災教育（学習 ”を窓口としながらも、例えば「読むこと」、 ）

「聞く (聴く）こと」を授業の中で積み上げることが、研究を支える日常生活の留

意点であることを共通理解して、実践研究を進めることとしました。

２５年度に入ると、いろいろな角度から先生方がテーマの具現化について夜遅く

まで論じ合う場面が増えました。

「自分の命は自分で守る 「自らの地域は【地域の】皆で守る」という三島市の防」

災スローガンをもとに、学校を防災の発信基地とする試みを、 と共に２カ年にPTA
わたって実践してきました。

しかし、本日の講師、宮城県黒川郡大郷町立大郷小学校長、関一男先生のお話を

伺い、初期対応力、避難所の開催と運営、運営会議、訓練、校長や教頭が不在時の

対応、登下校中の避難方法など、わたしたちの想定がまだまだ甘いことを再認識し

ました。

『災いは忘れた頃にやって』きます。

東日本大震災の教訓を風化させないよう、これからも子どもたちと寄り添ってい

きたいと考えております。

最後に本研究に関して、 、地域（三島市）の皆様はもとより、遠路、宮城県PTA
よりお越しいただいた関一男先生、貴重な指導・助言をいただいた入野康孝指導主

事をはじめとする三島市教育委員会の皆様、三島市危機管理課、静岡県総合教育セ

ンター東部支援班、東部危機管理課の皆様方に心よりお礼申し上げます。
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一人一人が輝き、自ら学び、豊かな学びをひらく子どもの育成 
～命を大切にする防災教育を通して～ 

研究テーマ 

自分の命は自分で守る 

＜防災教育における目標＞ 
高学年 災害の危険を理解し、自ら安全な行動が

できる。 

中学年 災害の危険について知り、先生の指示に

従うと共に、自ら安全な行動ができる。 

低学年 先生の指示に従うなど適切な行動がで

きる。 

なかよし 集団行動をとることができる。 
 

生活の重点 

○話を静かに聞く。

（放送）      
○時間を守る。 
○あいさつをする。 

授業の重点 

聞 く・話す        

・話す人を見て聞く。 
         
   考える         

・自分の考えを持つ。     

       
判断する    

 
 

行動・表現する 

 

 生命尊重 

信頼・助け合い 勤労・奉仕 思いやり 

基盤となる道徳教育 

避難訓練 

○安全な避難の仕

方を身につける。 
○状況を判断して

より安全な避難

行動ができる。 

○時と場に応じた判断力
をつけ、行動できるよう
になってほしい。（自分
の命は、自分で守る） 

仮 説  自ら考えて行動する力をつけることにより、子どもたちは、災害時『自分の命は自分で守る』

ために必要な時と場に応じた判断・行動ができるようになるであろう。また、その力は生涯を

通して一人一人が主体的に生きていくための基盤となるであろう。 
 

手だて１  授業の中で理由付けをして考える場面を設定することにより、自分で考える力を育てる。 

手だて２  特別活動や総合的な学習において、教科等の学習と関連させながら、防災に関する体験や活動を生か

した授業を行うことで、自ら考えて行動する力をつける。 

 

生涯教育 

節度・節制 規則の尊重 

    

 
                       拓 く  

つなぐ 

学校・家庭・地域のつながり 

・防災体験（起震車・消火器・スモークハウス・非常食・簡易トイレ展示） 
・職員防災研修（クロスロード・縄ばしご体験） 
・避難所運営支援方法研修 

・災害時避難カードの作成・１次避難場所・避難所・行動の流れの確認 
・地区別（町内会・自治会）名簿作成 
・地区別顔合わせ会（地域の代表・保護者・児童・行政） 
・防災に関する授業公開   ・自主防災訓練への参加呼びかけ 
・環境整備（防災マニュアルの作成・周知） 

主体的 

地域の防災力の向上 

伝 

え 

合 

う 

自分で考えて行動する子 
○話を集中して聞くことが

不十分である。 
○時と場に応じた行動、判

断力が未熟である。 
○学習態度は前向きで、課

題を積極的に解決しよう

とする。 

生命の尊重

や地域の安全

のために貢献

する心の育成 

自らの安全

を確保するた

めの判断力や

行動力の育成 

防災に関

する知識・理

解を深める

学習 

－３－ 
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研究テーマ

」「一人一人が輝き、自ら学び、豊かな学びをひらく子どもの育成

～ ～命を大切にする防災教育を通して

１ 研究テーマ設定の理由

本校は、通常学級２１学級、特別支援学級３学級（知的１ 自閉・情緒２）から

なり、児童数６５３名を有する市内における大規模校である。

三島市の文教地区にあり、保護者及び地域の方々の教育への関心は高く、学校へ

寄せる期待も大きい。

本校児童は、明るく元気で、優しく素直である。また、挨拶ができる子が多い。

学習態度は、前向きで、与えられた課題に対して積極的に解決しようとする姿勢が

見られる。しかし、主体的に取り組むことや、時と場に応じた判断力の育成につい

ては、課題が残されている。

そのような子どもたちが、生涯にわたり、主体的に豊かに生きることを願い、本

校では 「一人一人が輝き、自ら学び、豊かな学びをひらく子どもの育成」を研究テ、

ーマとして設定し、研修を積み重ねてきた 『一人一人が輝き』とは 「関心や興味。 、

を持って取り組む 個に応じた 個に沿った ことを意味し 自ら学び とは 自」「 」 、『 』 「

主性・自己判断力・自己決断力・自己表現力」を指し 『豊かな学びをひらく』は、、

「生涯学習につながる」ことを意図した。

、 「 」 、平成２３年に起きた東日本大震災は 改めて 生きる力 を育むことの必要性と

自分の命を守るために 「自ら考え判断し、行動する力」をつけていくことが大切で、

あることを認識させた。

また 三島市においても 東日本大震災の教訓から 命を守る教育 の推進と 安、 、 、「 」 「

全教育」を学校教育の基本方針として掲げた。

そこで、わたしたちは、災害時「自分の命は自分で守る」ことができるよう、時

と場に応じた判断力をつけ、行動できる子になってほしいと願い、めざす子ども像

を「自分で考えて行動する子」とし、命を大切にする防災教育を通して、研究テー

マに迫ることとした。

なお、本研究は、道徳教育の基盤のもと、特別活動や総合的な学習の時間を窓口

として、教科等の学習と関連させながら教育活動全体を通じて、横断的に進めるこ

ととした。

２ 研究内容

① 「聞く・話す 「考える 「判断する 「行動・表現する」を授業の重点とし、そ」 」 」

れぞれの場面において、具体的な「教師の働きかけ」を明確にして、授業実践を

行う。
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② 防災教育における目標を設定し、防災に関する体験や活動を生かした授業改善

を行う。目標については、発達段階を踏まえ、以下のように設定し、その到達を

。 、「 、 。」目指した授業を行う 高学年は 災害の危険を理解し 自ら安全な行動ができる

中学年は 「災害の危険について知り、先生の指示に従うと共に、自ら安全な行動、

ができる 」低学年は 「先生の指示に従うなど適切な行動ができる 」特別支援学。 、 。

、「 。」 。（『 』 ）級は 集団行動をとることができる である 静岡県防災教育基本方針 参考

③ 学校、家庭、地域の連携を図り 「地域の防災力」の向上を目指す。、

平成２４年度は 「拓く」を、キーワードに、次のような職員防災研修を行い、、

知識や体験の蓄積に努めた。

・避難所運営支援方法研修（HUG ・クロスロード・縄ばしご体験 等）

また、ＰＴＡの取組として、防災体験学習（起震車・消火器・スモークハウス

非常食・段ボールハウス・簡易トイレ展示）を実施した。

平成２５年度は 「つなぐ」をキーワードに、家庭や地域社会との連携体制の整、

備を行ってきた。

・災害時避難カードの作成・地区別名簿作成・ＰＴＡ学校防災学習（地区別顔

合わせ会、１次避難地・避難所等の確認）

また、家庭や地域への啓発を図るために防災や命に関連する授業公開を行い、

地区別顔合わせ会で、子どもたちへの自主防災訓練への参加を呼びかけた。

３ 研究仮説

研究テーマ「一人一人が輝き、自ら学び、豊かな学びをひらく子どもの育成」に

迫るために、次のような仮説を立てた。

「自ら考えて行動する力をつける」ことにより、子どもたちは、災害時「自分

の命は自分で守る」ために必要な、時と場に応じた判断・行動ができるように

なるであろう。また、その力は生涯を通じて一人一人が主体的に生きていくた

めの基盤となるであろう。

４ 研究テーマにせまるための手だて

手だて１ 授業の中で理由付けをして考える場面を設定することで、自分で考える

力を育てる。

手だて２ 特別活動や総合的な学習の時間において、教科等の学習と関連させなが

ら、防災に関する体験や活動を生かした授業を行うことで、自ら考えて行

動する力をつける。

それぞれの具体的手だてについては、各学年の発達段階に応じて目標を設定し、

取り組んだ。

また、手だて１については 「考えるための時間を十分に確保する」ことを共通理、

解した。
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５ 研究の経過

－ － 拓く平成２４年度＜１年次＞の取り組み

平成２４年度は、防災教育を進めるに当たって、児童の実態を知るためのアンケー

ト調査を実施し、その結果をもとに、防災意識を高めるための知識や体験の蓄積を家

庭、地域と連携して行った。

また、防災教育を進めるために職員研修を行い、教職員も知識や体験の蓄積に努め

ることとした。

＜アンケート項目＞

高学年用 （抜粋）

１ 地震（じしん）が起きたとき、学校内のどんなところが危険で、どんなところが安全で

すか。

登下校中に地震が起きた場合の、危険な場所はどこですか。２

３ 休み時間に地震が起きたらどうしますか （教室・廊下・運動場）。

登下校中に地震が起きたらどうしますか。４

。 、 、５ 家で一人のときに地震が起きたらどうするか知っていますか また 知っていることは

どんなことですか。

６ 学校内や学校外で大きな地震が起きて、家族と連絡が取れなくなったとき、どうするか

家族で話し合っていますか。

７ 家庭では、地震が起きたときのそなえができていますか。

起震車（きしんしゃ）で、大きな地震のゆれを体験したことがありますか。８

９ また、それはどこですか。広域避難場所が分かりますか。

10 緊急地震速報を知っていますか。

このアンケート調査の中で、大きな地震が起き、家族と連絡が取れないときの対処

、 、 。について 家族で話し合いがなされていると答えた児童は 全体の約２５％であった

広域避難場所については、知っていると答えた児童は、約３６％であった。正確な

自分の避難場所について分かっていない児童も含まれているが、広域避難場所につい

ての意識をもてているかどうかという視点で子どもの実態を把握することができた。

また、起震車による大きな地震の揺れを体験している児童は、約３４％であった。

以上の結果から、児童が自分のこととして災害対応を考え、行動する力を育てるた

めに、災害擬似体験や、家庭・地域と連携した防災への取組が必要であると考えた。

家族との話し合い

話し合った

ない

広域避難場所

知らない

知っている

起震車体験

ない

ある
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①家庭、地域との連携

（ ）ＰＴＡ防災体験学習 起電車体験・水消火器体験・スモークハウス体験 等

ＰＴＡが主催し、児童と保護者を対象にした防災体験学習を実施した。また、各

クラスで非常食を食べる体験を行なった。

＜児童の感想＞ ・テレビで地震のことをやっていて、あまり震度７を感

じたこともなかったし、分からなかったけど、今日の

起震車で分かったことがありました。それは、強い揺

れや物がすぐに落ちてくるということです （６年女児）。

・スモークハウスは、実際に火事がおきたら前が見えな

くて、においもくさい中でどう対処すればよいのか、

これはとても大変なことだと思うので、対処法を考え

ようと思いました （３年男児）。

この防災体験学習により、子どもたちは自分たちの予想を上回る災害時における

大変さをイメージすることができた。

②職員研修

クロスロード研修

静岡県東部危機管理課の講師による、４年生を対象にした災害対応カードゲーム

「クロスロード」の公開授業を参観した。

「クロスロード」は、トランプ大のカードを使用して、ゲーム感覚で災害への備え

や災害後に起こる様々な問題を、自らの問題として考えるための防災教育素材であ

る。しかも、グループで進めるゲームなので、単に自然災害や防災についての知

識を高めるだけでなく、自分とは異なる意見や価値観への気づきも得られる。さら

に、意見交換や討論を通じて、わが家、わが街の防災について、みんなで合意を作

っていくための基盤ともなる教材である。

この授業を参観することで、災害対応においては、必ず正解があるとは限らず、

災害対応を自らの問題として考えるとともに多様な考えを共有することの大切さを

学んだ。

避難所となった場合の運営支援方法（ＨＵＧ）の研修

HUGとは、静岡県が図上訓練の一種として開発した避難所運営ゲームで、住民が

避難所運営を主体的に考えるためのツールである。

学校が避難所になった場合は、本校職員も避難所運営にかかわらざるを得ないこ

とを想定し、三島市危機管理課講師を招聘し、夏の職員研修でHUGを行った。病人が

いる、乳幼児がいる、ペットの問題等、色々な状況に配慮し、避難所を運営すること

を学んだ。
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三島市消防本部予防課 指導による実技演習

避難ばしご、消火栓の使い方の演習や構内の防災施設の確認

をした。校内に、防災施設がどのように備わっているか分から

ない職員が多かったが、一つ一つ確認す

ることで、職員の防災意識も高まった。

③ 授業実践

１年 学級活動 題材名「地震から命を守ろう」

宮崎克久指導主事からは、目指す姿や子どもたちに付けたい力を明確にし、発達

段階を踏まえた題材設定の必要性について指導助言を受けた。

また、１年生は「雨の日の過ごし方」などの授業があり、それらも安全教育であ

ることや、そういうものから防災教育に広がっていくことなど、今後の研修の方向

付けとなる指導をいただいた。

５年 道徳 主題名「かけがえのない命 」価値 生命尊重３－（１）

資料名「命」 出典 『みんなのどうとく （学研）』

秋山和徳指導主事より、どのよう

に子どもたちが、思考し、判断してい

るかを言語化して次の指導につなげて

いくことが大切であることや、生命尊

重を基盤として道徳と各教科のつなが

りを把握して、研修を進めていくこと

など、指導助言をいただいた。
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なかよし学習発表会「すすめ！北小レンジャー」校外学習「静岡県防災センター」

なかよし学習発表会 静岡県防災センター

『すすめ！北小レンジャー』の劇に取り組んでいく中で 「津波の時は高い方へ、

逃げる 「火事の時は姿勢を低くして逃げる 「地震の時は、頭を守って揺れがお」 」

さまるのを待つ」など、基本の初発行動をより意識できたように思われる。合い

言葉「おかしもすきよ」は、全校の子どもたちにも広がった。

静岡県地震防災センターでの体験を通して、実際の地震が起きたらどのように

なるか、子どもたちが想像できた。

さない けない ゃべらない どらない ばやく く い子お か し も す き よ

避難訓練（２月予告なし 清掃終了時）

災害が発生した時に、命を守るためにどんなことをしたらよいかを意識し、避難

行動をとることができた。避難訓練の様子から、地震が起きたときの対処や避難

行動についての知識をもっている子は多いと考えられる。しかし、状況を理解し

て判断し、行動する力は育っていないため、周りを見て動く子もいた。

１年次の検証

学年を通して見たとき、指導内容の重なりや、発達段階と指導内容に隔たりが・

あったため、発達段階に即して系統的かつ計画的な指導をする必要がある。

・教師や友だちの話を聞く態度や、友だちの話を聞いて考えたり、自分で判断した

りする力は、まだ育っていない。

・防災への知識や理解は高まっているが、学習内容の生活へのフィードバックがで

きなかった。

・災害などのニュースには、関心を持つようになってきてはいるが、地域の防災訓

練へ参加しようという意識は育っていない。
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－ － つなぐ平成２５年度＜２年次＞の取組

平成２５年度は、学年の発達段階を踏まえた防災教育の目標を設定し、テーマに迫

るための手だて１・手だて２に沿って、各学年の取組を充実させ、授業改善を進める

こととした。

「ＰＴＡ学校防災学習」においては、平成２４年度のアンケート調査や保護者の実

態から、防災意識の高揚を図ることが大切であると考えられたため、より現実的な災

害時対応ができるように、以下の通り行った。

また、防災意識を啓発するため、防災や命に関連する授業を保護者や地域に公開した。

①学校、家庭、地域をつなぐ

ＰＴＡ学校防災学習 ７月３日（水）

（事前 ・避難カードの作成と、一次避難地・避難所の確認）

・地区別名簿の作成

（当日 ・起震車体験（児童対象）＊保護者、地域の方は雨天のため中止）

防災や命に関連する授業を公開 5校時・

１年 学活 じしんがおきたらどうする？

２年 学活 地震から身を守ろう 道徳 やさいばたけ・お月さまとコロ

３年 学活 登下校中に地震が起きたら

道徳 あっ、あぶない・お母さん なかないで

４年 総合 命を守ろう～めざせ地震博士～ 道徳 ケンタを 助けよう

５年 学活 避難所生活で自分ができることを考えよう

道徳 いちばん大切なもの

６年 学活 防災袋の中身を考えよう 道徳 命をいただく

理科 地球の歴史・生命の歴史

特別支援 学活 非常食を食べてみよう（電気やガスがとまったら）

・地区別顔合わせ会の実施（以下プログラム参照）

〔地区ごと〕

① 地区の代表者 自己紹介

② 各地区ごとに地震発生時の行動の流れについて説明

③ 地区の一次難地・避難所の確認と説明

④ 地域の防災訓練について

⑤ 質問コーナー

（事後）保護者、子ども、教員へのアンケート実施

地域防災訓練 参加者カードの配布と回収

自主防災訓練参加のよびかけ（児童対象）
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（感想）

・私は、震度７を体験して、この地震が予告なしで急に来たらとても怖いなと思い

ました。防災グッズを準備しておきたいと思いました （6年女児）。

・避難ルートや消火器など確認不足でしたので、知ることができ本当に感謝です。

ありがとうございました。あわせて、子どもたちの防災に関する知識レベルが確

認できたことが良かったです （保護者）。

・同じ自治会でも会ったことがない人がたくさんいてびっくりしました。一時避難

、 。（ ）地という言葉すら知らなかったので 今回参加してとてもよかったです 保護者

・初めて町内会の小学生全員と顔合わせができ非常に有意義な会でした。子どもた

ちも熱心に話を聞いてくれました。今後もこのような会を続けてほしいです。

（ ）地域の方

【保護者アンケートより】

＜一次避難地をご存じ ＜お子さんは一次避難地を ＜防災訓練に参加された

でしたか＞ 知っていましたか＞ ことがありますか＞

以上より過半数が「一次避難地を知らなかったこと」や「地域の防災訓練に参加

していない」実態がつかめた。しかし、今後への意識については、次のような結果

が表れた。

＜災害時の行動の流れが ＜今後、地域の防災訓練に ＜今回のような防災学習は

分かりましたか＞ 参加しようと思いましたか＞ 必要だと思いますか＞

平成25年度の 学校防災学習については、保護者から賛同の声が多く 「災害PTA 、

時の行動の流れが分かった 「地域の防災訓練に参加しようと思った 「学校防災学」 」

習は必要だと思う」などの回答も９０パーセント以上であった。また、このPTA学校

防災学習をきっかけに、学校・地域・行政がつながることの大切さも実感できた。

自治会からの要望を受け、学校では 「地域防災訓練参加者カード」を児童に配布し、、

地域の自主防災訓練への参加を呼びかけた。その結果、10月末までに昨年の3倍以上の児

童が地域の防災訓練に参加したことが把握でき、学校防災学習の成果がうかがわれた。

知らない

知っていた

5

わかった

6

思った

８

必要

10

ある

ない

７

知っている

知らない
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② 授業作り 

 １年 道徳 
  研究テーマとのかかわり 

1 年部では研究テーマを受け、災害発生時や非常時において「先生の指示に従うなど適切な行動ができ

る」子どもの姿を目指している。 
   その手だてとして、学活の時間に防災に関する知識やスキルを身に付けていく他、基盤作りとして、道

徳の時間を使って目指す子ども像に迫るための授業を組んできた。1 年生の子どもたちが、災害発生時に

大人の指示に正確に従い命を守っていくためには「自分のことは自分でできること」や、「集団生活にお

いては自分の心を制して節度ある生活を送れる」ことが大切と考え、ねらいとする価値が近い道徳授業を

複数時間つなぎ、単元を構想してきた。 
<単元構想> 
 
 
 
 
 

 

 

                  〈道 徳〉     〈学活・行事〉     〈その他〉 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〈防災教育におけるめざす子どもの姿〉 

・ 周りに流されずに、今何をすべきか、何が正しいのかを考えて行動できる子ども 
・ 周りに頼らずに、自分のことは自分でやろうとする子ども 
・ 災害発生時（緊急時）、周りの大人からの指示のとおりに行動できる子ども 

〈子どもの実態〉 

・身の回りのことや係の仕事など、張り切って行える子が多い。一方で、生活への慣れからか、

手を抜く姿もある。 
・家庭では、自分でできることを家の人に任せてしまっている子どもが多い。 
・自分で判断をすることが未熟で、周りの行動に流されてしまう。 

    〈子どもの意識〉 

 
１．気持ちのよい生活 

みんなで気持ちよく生活を

するためには、気をつけなく

ちゃいけないことがたくさん

あるね。1 年生になったから、

自分のことは自分でできる

ようにもなりたいな。 
 
 

２．考えて行動する 

周りの人に頼ってばかりはよ

くないな。何か困ったとき

は、自分で考えて自分で決

められるようにもなりたい

ね。地震が起きたときも同じ

だね。 
 
 

３．命を守る周りの人たちは

こんなに私の命を大事に思

ってくれているんだな。この

命はずっと大切にしていか

なければいけないね。 

 

「かぼちゃのつる」 
１－（１）節度節制 
 
周りの注意を素直に聞

いて、わがままをしな

いで生活する態度を養

う。 
「しまのおさるたち」 
１－（１）自立 
自分のことは自分でや

り、人に頼らないで生

活しようとする態度を

養う。 （本時） 

「ぽんたとかんた」 
１－（１）自立 
 
周りに流されないで、

よいと思うことは自分

で決めて行動する態度

を養う。 
「あかちゃんが 

うまれるよ」 
３－（１）生命尊重 
人が生まれることのす

ばらしさを感じ生命を

大切にする心情を育て

る。 
 

「じしんが起きたら１」 
（学活） 

地震が起きたときの

教室の危険について

考え、身を守るための

方法を知る。 

「じしんが起きたら２」 
（学活） 

地震が起きたときの

校舎内危険について

考え、身を守るための

方法を知る。 
 

生活科 
「がっこうたんけん」 
 
各教室や階段の場所

などを知り、避難経

路の理解へつなげる 

避難訓練・地区別集会 
 
避難の仕方を練習す

る。同じ地区の人や一

次避難場所を知る。 

起震車体験 
 
地震の揺れを体験し、

身の回りの危険を予

想しやすくする。 

生活 
「つうがくろを 
あるいてみよう」 
正しい通学路を再確

認し、安全な登下校

への意識を高める。 

６月～ 

朝の読み聞かせ 
「おへそのあな」 
自分がおなかの中にい

るときから、家族にと

ても大切にされて、ど

んなに誕生を楽しみに

されてきたかを知る。 10 月～ 

７月～ 

【自分のちからで・・・】 
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道 徳  授業者 山口 綾 １年２組 

主題名 じぶんのことはじぶんで 自立・節度・節制１－（１） 

資料名 「しまのおさるたち」出典『こころゆたかに』                

（静岡県出版文化会） 

  ＜指導の流れ＞ 

 
 
 

学習のながれと教師の支援☆ 留意点○ 評価◎ 

１ さる山のさるのイメージをつかむ。 

 

 

○「アイアイ」の BGM 

○黒板に山やバナナの木などを表しながら粗筋を確認

することでさる山をイメージしやすくする。 
２資料「しまのおさるたち」の紙芝居を聞いて話合う。 

 

 

○だいきちざるへの感謝や頼っている気持ちに共感す

る。 

＜中心発問＞ 

 

 

T「さるの心をのぞくよ」 

○さるたちの“困惑”や“心配”、“反省”の気持ちを整理し

て板書し、価値に迫りやすくする。 

○反省に迫る意見が出ない場合は「どうしていれば困ら

なかっただろう。おさるになって相談してみよう」と

補助発問をして周りの友達と相談する時間をとる。 
 
 

 

３ 生活を振り返る。 

 

 

 

 

☆なかなか書きだせない Aさんや B さんには、教師から

見た日ごろの頑張りを話すことで気づけるようにする。 

 
4 教師の説話を聞く。 

 

・たくさんの子が手をあげている。自分の

考えを持って授業に臨んでいる。 
・自分の言葉で言おうとしていた。 

・さるの気持ちへ入っていく様子が見られ

た。 
・役割演技をすることで、子どもたちが自分

のこととして考えていた。 
・自立の視点･････「自分で」 

協力の視点･････「みんなでね」 
など、こどもの多様な意見から方向付け

をする言葉がけができていた。  
・１年生には分かりやすい表現 
・活発な発表の土台として、正しい聞き取り

ができていた。的外れな発言はなかった。 

・話がそれてもすぐに本題に戻っていた。 
・話を聞く姿がよかった。 

・無理に書くことを強いなくても･･･（頭の

中が整理できなくなる。） 
・価値をしっかり抑える。整理しなければ。 

・最後の場面で自分が振り返られない子へ

の手立てをどうすればよいか。 
・生活を振り返るところが難しかった。 
・自分のことだけでなく、家族のこともし

ている子が多かった。 

・今後は、指導者の支援を減らしながらも、理由付けを

して考え発表できるように育てたい。 

もし 1 日だけ猿山のさるになれるとしたらど

んなさるになりたいですか。 

しまのおさるたちは、だいきちざるのことをどう思

っていたのでしょう。 

うろうろしながらしまのおさるたちは、どんなこと

を考えていたのでしょう。 

このあと、帰ってきたただいきちざるに、しまのお

さるたちは、何と言ったでしょう。 

1 年生になって自分の力でできるようになったこと

はありますか。また、自分でやったときどんな気持

ちがしますか。 
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＜単元構想＞ 
 
 
 
 

 

   〈各教科・学校行事〉     〈総合的な学習の時間〉       〈学級活動・道徳〉  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事後の実践（研究授業後の設定） 

 ・友だちの良さ再発見（自分の特性を活かした係作り・係選び） 

・運動会を盛り上げよう（一人一人の良さを活かした練習方法） 
・北っ子祭を計画しよう（一人一人の創意工夫が生きる店作り） 
 

〈子どもの実態〉 

・与えられた課題はできるが、自分で考え、判断する力が弱い。 
・指示がないと、どう動いたらよいか分からない。 

テーマ「私たちのくらしと安全」 

☆①「自然災害から学区の安全を
守り隊」      （20 時間） 

＜つけたい力＞ 
◎ 自然災害が起きたときの危険

箇所・地域の災害に対する備えの
現状と問題点の情報を収集し、表
現方法を工夫して相手にわかり
やすく伝える能力を育てる。 

 
一次「自然災害が起きたときの危険

箇所を調べよう」 
・神川橋は、古いから地震の時に崩
れそう。 

・大場川が氾濫したから、川の近く
の低地は危険に思える。 

・三嶋大社の建物は古いが、耐震に
なっているのか？ 

○自然災害への関心を高め、積極的
に危険箇所を探し、課題を見つけ
ることができる。 

 
二次「グループごとで調べよう」 
市役所 図書館 インターネット 
お年寄りからの聞き取り 
○各グループの課題を解決するため
の調査活動を行うことができる。 

 
三次「調べたことを伝えよう」 
・ペアの 2 年生に伝えたい。 
・学校のみんなに伝えたい。 
○わかりやすく伝える方法を各グル
ープで話し合い、工夫することが
できる。 

 
四次「自然災害から学区の安全守り

隊の活動を考えよう」 
（地域への発信） 

○地域の一員として、自分たちので
きることを考え、実践する。 

 

理科 
「台風の接近と天気」 
「流れる水と土地の変化」 

 
PTA 防災体験学習（H24） 
・起震車体験・水消火器体

験・スモークハウス・段ボ

ールハウス展示・非常食体

験 
○災害時の疑似体験をする

ことで、防災の意識を高め

る。 
避難訓練 
 
PTA 学校防災学習 （H25）  
・起震車体験 
・地区別顔合わせ会 
 
○震度７の揺れを体験する

ことで、大きな地震が起きた

とき命を守るためにどうす

ればよいかを具体的に考え

られるようにする。 
 
○一次避難地やそこに集ま

る地域の人、避難の仕方が分

かる。 
 

～自分で考えて行動・自分の命は自分で守る～ 

 
 
・「学校以外の場所での避難の

仕方」 
○映画館やコンビニエンスストア

等での避難の方法を知る。 
○実際に地震が起きたときを想定

して、自分のとるべき行動を考

え選択することができる。（クロ

スロード） 
 
 
☆・「避難所生活で自分ができ

ることを考えよう。」（2）－カ 
        (2)－ウに変更 
○集団の一員として自分の良さを

活かそうとする自主的・実践的

な態度を育てる。 

・「我が家の防災会議」(2)-カ 

○命を守るために必要な災害時の

備えについて家族で話合うこと

により、日常生活の安全を保つ

ため家族のきまりを進んで守ろ

うとしたり、安全に行動しよう

としたりする態度を育てる。 

H24 

自然教室 
・体育館、テントでの寝袋使

用体験。 
・非常食体験 
○ガス・電気を使わない不便

な生活を体験し、避難所で

の生活が想像できるよう

にする。 
 

H2５ 

社会 
「自然災害を防ぐ情報を生

かす私たち」 

道徳 
「一番たいせつなもの」 
○ 生命の尊さを理解し、かけ

がえのない自他の生命を尊

重する。 
「いいところさがし」 
○自己を見つめ、自己の向上を

図るとともに、個性を伸ばし

て充実した生き方を追求す

る。 
 

 

５年 学級活動 
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  特別活動  授業者 芹澤 和憲 ５年２組  

  題材名   避難所生活で自分ができることを考えよう （２）－ウ 

                 

 
 
 

学習のながれと教師の支援☆ 留意点○ 評価◎ 

１ 

 

○避難所の生活をテレビに映す。気づきやすいように同

じ画像を１枚ずつ配布する。 
２ 
 

○子どもたちだけでは想像しがたい問題に対して、教師

から問題を提示していく。（ペット、プライバシー 

トイレなど） 

○自分の生活と比べるよう声かけすることで、避難所の

問題に気づきやすくなるよう促す。 

３ 主発問 

 

 

 

○ワークシートに自分の考えを記入させることで、自信

を持った発表につなげるようにする。 

☆自己肯定感の低い A には、以前道徳の時間に行った

「よいところ探し」を参考にさせ、自分にできること

を考えさせる。 

○自分の生活や自分の「よいところ探し」などを振り返

らせ、自分の長所が再確認できるように声をかける。 

◎自分に何ができるのかを考えようとしている。 

（ワークシート） 

４ 

○まずは相互評価できるよう、班の中で発表する。そこ

では、友人からのアドバイスを受ける時間を設け、友

人から見た本人の良さを再確認する時間とする。 

○班であらかじめ発表しておくことで、全体での発表に

自信を持たせる。また、班の中での発表を教師が評価

し、自信を持たせる。 

５ 

 

○ワークシートに本時の振り返りを書かせる。 

考える・判断する 

☆ワークシートへの記入と、読み合い 

・自分のやっている係や委員会をもとに、で

きることを考えていた。 

・ワークシートに書いたり、読み合ったり、班

で発表してから全体に発表したりするなど、

自分の考えを深める手立てとなっていた。 

・沈黙の時間があると、相談タイムを友達とと

ってよかった。一度書いた後、友達の意見

を見て回れたことは良かった。 
・教師の声かけが積極的で、子どもの思考の

手助けになっていた。例「自然教室で、体

育館で寝泊まりしているね。」 

話す ☆班の中での発表と相互評価   

・自分ができることを、自信を持って発表でき

ていた。 
・班の中で発表し、伝え合うことで、積極的に

発表できるようになっていた。 
・教師のアドバイスや補助的発問で発表への

意欲が出てきた子がいた。 
・声が小さく、最後まではっきり言えない。 
・友だちの意見につなぐ言葉がほしい 
・発表に理由付けがあるといい。 

本時のねらいにつなげる集約と今後の課題 

・まとめとして、学活の目標である災害時の集

団の一員としての自分の良さを生かすことに

ついて触れてほしかった。 

◎特活のねらいを考えたとき、本時をどのよう

に学級生活につなげたり、実践化したりして

いくのか考えたい。 

画像を見て気づいたことを発表しましょう。 

避難所で困ることを想像しましょう。 

自分の考えを発表しましょう。 

困っている人たちのために、自分が、何ができ

るのかを考え、ワークシートに書きましょう。 

今日の振り返りをしましょう。 

聞く  ☆仲間を思いやるクラス作り 

・友だちの意見をよく聞けていた。 
・仲間の意見を聞く姿勢ができている。 
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 話を静かに聞く 
・最後までだまって話を

聞く。（お話が終わって

から、質問するルール） 

 

時間を守る 
・チャイムを守る。 

 
あいさつをする 

・相手の顔を見て、はっ

きりとあいさつをす

る。 

 

 

１年生の取組 

生活科 
「がっこう 

たんけん」 
(身近な環境や自分

についての気づき) 
 
「通学路を 
あるいてみよう」 
(身近な環境や自分

についての気づき) 
 

道徳 
 
・かぼちゃのつる 
（節度・節制） 
・しまのおさるたち 
（節度・節制） 
・あかちゃんが 

うまれるよ 
（生命尊重） 

・防犯教室 ・交通教室  ・引き取り訓練 
・防犯訓練 ・起震車体験 ・地区顔合わせ会 
・避難訓練(地震・火事) 

学級活動 

①「もしも学校でじしんがお
こったら パート１ (教
室)」 

(2)-カ 集団活動や生活への 

関心・意欲・態度 

教室で予想される危険につ

いて考え、身を守るためにどう

すればよいか話し合ったり、練

習したりすることにより、自分

の命は自分で守ろうとする意

識を高める。 

②｢もしも学校でじしんがお
こったら パート２ (教室
以外)｣ 

(2)-カ 集団活動や生活につ

いての知識・理解               

教室以外の場所で予想され

る危険について考え身を守る

ためにどうすればよいか話し

合い安全な避難の仕方を理解

する。 

 
聞く・話す 

・スピーチタイムを

設定する。 

・「こえのものさし」

を提示する。 

考える 
・考える時間を確保

する。 

判断する 
・多様な意見や考え

が出るような学習

課題の設定をす

る。 

行動・表現する 
・自分で決めたことを

実践する場の設定を

する。 

授業の重点 

生活の重点 

《防災教育》 

手だて１  授業の中で理由付けをして考える場面を設定することで、自分で考える力を育てる。 

「自分で考える力」の基盤となる「話す」「聞く」の指導に重点を置く。 

・ 相手に聞こえるような声で話す指導をする。 
・ 相手に伝わるように、最後の言葉まで話す指導をする。 
・ 話す人の方を見て、話の最後まで聞く指導をする。 
・ 意見を述べる際に、話し方の基本的な型にそって考えや理由を言えるようにする。 

「わたしは、～だと思います。」「わけは、～からです。」 
手だて２  特別活動において、教科等の学習と関連させながら、防災に関する体験や活動を生かした授業を行うこ

とで、自ら考えて行動する力をつける。 
（学級活動） 
・ 起震車体験により、大地震を想像し、災害に対する備えの必要性への意識を高める。 
・ 教室で地震がおこったときの危険を各自で予想し、安全な避難の仕方を練習してみることにより、次回の避難訓

練へのめあてをもつ。 
・ 先生がいない場（教室以外）で地震がおこったときの危険を予想し、話し合いを通して、安全な避難の仕方を考

えることにより、緊急避難時においても実践できるようにする。 
 

○ 自分で判断せずに、

周りの行動に流され

やすい。 
○ 課題に対して、前向

きに取り組むことが

できる。 

何が正しいのかを自分で

考えて、決められるように

なってほしい。 

 

教師の願い 

児童の実態 

 

一人一人が輝き、自ら学び、 

 豊かな学びをひらく子どもの育成 

～命を大切にする防災教育を通して～ 

自分の命は、自分で守ろう 

自分で考えて行動する子 

③ 学年の取組 
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実践 
『生活～学校たんけんをしよう～』 『生活～通学路を歩いてみよう～』  

  
『学活～地震を体験しよう～』 『学活～地震が起きたらどうするの？～』 

   
『道徳～わがままはしない～』 『道徳～自分のことは自分で～』  

 
『学活～もしも地震が起きたらどうする part 1～』 

   
考察 
〈成果〉 

手だて１では、話し方のパターンを示して、ワークシートに書かせてから話すことで、少しずつ理由付けをして考

えたり話したりするようになってきている。 
また、「こえのものさし」を使って指導することで、子どもたちから「３の大きさで」や「もっと大きな声で」など

の声が上がるなど、話すときの声の大きさに対する意識は高まってきている。 
 手だて 2 では、教室で地震が起きた際の危険な場所を見つけることで、基本的な避難の仕方を考えることができた。 
 また、道徳の授業を通して、自分の命を自分で守るためには、災害発生時ばかりでなく日常生活から気をつけるべ

きことがあることに気づき、その意識が芽生えつつある。 
〈課題〉 

話す際の声の大きさや最後までしっかり話すということに関しては、個人差があるので丁寧に指導を継続していき

たい。 
また、自分の言いたいことを話したい気持ちが先行し、相手を意識して伝えるところまで意識は高まっていないの

で、重点的に指導したい。 
さらに、友だちの意見をつなげていけるよう、友だちの意見に対して自分はどう思ったかなどを考えられるよう、

投げかけを工夫していきたい。 

学校には色々な教室があるん

だね。トイレや階段の場所も覚

えておこう。 

通学路の安全な歩き方を教わっ

て、自分たちで登下校できる

ね。 

こんな大きなじしんが本当に起

きたら恐いね。慌てたらだめだ

ね。 

地震が起きたらどこに避難する

かわかったね。水道やガスが止

まったら非常食があるんだね。 

注意されたことはちゃんと聞か

ないといけないね。 

自分のことは自分でやりたい

ね。人に頼ってばかりいると、自

分が困ってしまうね。 

教室の中の何が危険なのかわ

かったね。 

地震が起きたら、まず頭をまも

らないといけないね。 

本当に地震が起きたら今日やっ

たことを思いだそう。 
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話を静かに聞く 

・話す人を見て聞く。 

・最後まではっきり話す。 

 

時間を守る 
・時計を見て行動する。 

・チャイムを席で聞くよ

うに心掛ける。 

・今、何をするのかを自

分で考える。 

 
あいさつをする 

・気持ちの良いあいさつ

をする。（自分から言え

なかったら返す。） 

 

 

２年生の取組 

生活科 
・「学校探検」 
（校内の避難の仕

方の確認） 
（学校と生活） 
・「町探検」 
（地域の一次避難

地を知る。同じ地域

の友だちの家を知

る。） 
（学校と生活） 
（地域と生活） 
 

道徳 
・「お月さまとコロ」 
（節度・節制・自立） 
 
・「たんじょう日」 
（生命尊重） 
 
・「ボールけり」 
（規則の尊重・公徳
心） 

 
 

学級活動  
① 「こんな時、地震が起きたら 

どうする？パート１」(2)-カ  

集団の一員としての思考・

判断・実践 

教室以外の場所で予想される危険

について考え、身を守るためにどのよ

うな行動をとれば良いか話し合い、安

全な避難の仕方を理解する。 

② 「こんな時、地震が起きたら 

どうする？パート２」(2)-カ  

集団の一員としての思考・

判断・実践 

ロールプレイで模擬体験し、実践に

つなげる。 

１月の抜き打ちの避難訓練に①②

の学習を活かす。 

 

 
聞く・話す 

・話す人を見て聞く。 

・友だちの意見につ

なげて話す。 

考える 
・ノートに書いて自

分の考えをもつ。 

判断する 
・話し合い活動を通

して、自分の考え

を明確にする。 

行動・表現する 
・確認したことを行

動に移す場を設定

する。 

授業の重点 

生活の重点 
《防災教育》 

 

手だて１ 授業の中で理由づけして考える場面を設定することで、自分で考える力を育てる。 

・自分が発言するときは、理由付けをして根拠を明らかにする。（論理的な思考→言語活動の充実） 
・発言するときは、「まえおき」を言って友達の発言につなげていく。（自分の考えと友だちの考えを比べる。） 
 
手だて２ 特別活動において、教科等の学習と関連させながら、防災に関する体験や活動を生かした授業を行

うことで、自ら考えて行動する力をつける。 
↓ 

災害時における考えて行動する力の育成 
・振り返りの時間を作り、既習学習（起震車体験・避難訓練 等）を活かした授業を行う。 
 
 
(学級活動) 
・校内で地震が起こったときの危険を予想し、安全な避難の仕方を考える。 
・教師不在の時に自ら判断し、行動する力をつける。 
・「こんな時、地震が起きたらどうする?」では、教室以外の場所で予想される危険について考え、身を守るた

めにどのような行動をとれば良いのか話合い、安全な避難の仕方を理解する。 
・「こんな時、地震が起きたらどうする?パート２」では、ロールプレイで実際に避難し、実践につなげる。 

（１月の抜き打ちの避難訓練に活かす。） 

○学習態度は前向きで、課題

を一生懸命に解決しよう

とする。 
○話を集中して聞くことが

不十分である。 
○発表者に偏りがある。 
○教師の指示がないと自分

で行動ができない。 

自分で考えて行動で

きるようになってほ

しい。 

教師の願い 

児童の実態 

 

一人一人が輝き、自ら学び、 

豊かな学びをひらく子どもの育成 

～命を大切にする防災教育を通して～ 

自分の命は、自分で守ろう 

自分で考えて行動する子 

起震車体験により、大地震発

生時の行動を見つめ直し、実践

へ結びつける。 
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実践 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

考察 

《行事～起震車体験》 ７ 月３日  

成果 

手だて１「授業の中で理由付けして考える場面を設定する。」では、発言するときに根拠を明らかにすることで、論理的に

考える力をつけ、言語活動の充実にもつながってきている。 

また、発言の前に考える時間を確保し、前置きを言って友達の発言につなげていくことを指導したことにより、友達の考え

をしっかり聞くようになったり、勇気を出して発表ができるようになったりする姿が見られるようになった。 

さらに、日常生活においては、今、何をするのかを常に意識し、自分で考えることの大切さを指導している。少しずつでは 

あるが、問題が生じた場合、タイミングを逃さず、意見の異なる友達と話合い、折り合いをつけながら、問題の解決方法につ

いて考えるようになってきた。 

手だて２「特別活動において、教科等の学習と関連させながら、防災に関する体験や活動を生かした授業を行うことで、自

ら考えて行動する力をつける。」では、指導者のいない校内で大地震が起こったとき、どんなところが危険な場所で、どのよ

うに安全を確保したら良いのか話し合うことにより、理解することができた。そして、地域防災訓練への参加が増えてきた。 

課題 

 指導者がいなくても安全確保のためにどうすれば良いのか理解はしているが、実際、大地震が起こったら、自分で考えて行

動できるか不安に思っている子どもが半数ぐらいいるので、理解したことを実践につなげていくような場を意図的に設定する

必要性を感じた。 

 また、引き続き、日常生活の中でも、自分で考えて行動し、諸問題を解決していく力（実践力）を育てていきたい。 

《生活～学校探検をしよう》 ５月１ ２ 日           《生活～通学路を探検しよう》 ６月７ 日 

《学活～教師がいない休み時間に地震が起きたら パート 1》７ 月５日 

今までに感じた

ことのない揺れ 

だったよ。 

命を落としちゃ

うのかな～・・・

怖かったよ。。 

頭を守ってし

ゃがむことが

大事なんだよ

ね。 

ここが理科室だよ！ 

棚からものが落ちると危ないね。 

加茂川町の避難地はあそこだよ！ 
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 話を静かに聞く 
・ハンドサインを使って

知らせ合う。 

・分かろうとして聞く。 

 

時間を守る 
・時刻や時間を意識する。 

（○秒ルール） 

・チャイムを守る。 

 
あいさつをする 

・気持ちの良いあいさつ

をする。 

 

 
 

３年生の取組 

 
 
・この町大好き 
（地域に関する知

識・理解） 

社会 
・学校のまわり 
（社会的事象につい

ての知識・理解） 

道徳 
・いのちのまつり
（生命尊重） 

・お母さん なかな
いで（生命尊重） 

・お母さんの入院
（節度・節制） 

・ろばを売りに行く
親子（節度節制・
自立） 

 

聞く・話す 
・話をしている人の

方を向いて聞くこ

とを習慣化する。 
・相手に分かっても

らえるように話す

ことを 意識化す

る。 
考える 

・考えや意見をまと

める時間を保証す

る。 
判断する 

・どの方法が良いの

か、理由づけて考

える時 間を設け

る。 
行動・表現する 

・既習事項を学習・

生活に生かすよう

に促す。 

授業の重点 

生活の重点 

《防災教育》 

手だて１  授業の中で理由付けをして考える場面を設定することで、自分で考える力を育てる。 

・「なぜなら～」「つまり～」「たとえば～」「○○さんと似ていて～」「ちょっと違うけど～」などのつなぎことばを
使って、理由や思考過程を伝えることができるよう根気強く指導する。 

・考えたり、ノートにまとめたりする時間を保証し、理由づけをしながら順序立てて話せるようにする。 
（理科） 

観察の時、絵と言葉の両方で記録を残し言葉で伝え合えるようにする。（場の設定） 
手だて２  特別活動や総合的な学習の時間において、教科等の学習と関連させながら、防災に関する体験や活動

を生かした授業を行うことで、自ら考えて行動する力をつける。 

（学級活動） 
「通学路の中の危険」では、登下校中に大地震が起こった際、どんなところが危険な場所となるのか、どこへ避難す
るのか、家族がどこに集合するのかを知る。 
（総合的な学習の時間） 
「この町大好き」では、学区探検をしながら、防災倉庫・避難地・コミュニティセンターなどの身近な命を守るため
の公共物の確認を行う。また、災害による被害を想像することによりとっさの場合にも、命を守る行動をとれるよう
にする。 

○判断力・学力・運動それぞ

れで個人差が大きい。 
○日常生活における時間の

認識が甘い。 
○言われたことは頑張ろう

とする。 
○根気強さと丁寧さに欠け

る。 

 

理由を考えて行動でき

るようになってほしい 
 

教師の願い 

児童の実態 

一人一人が輝き、自ら学び、 

豊かな学びをひらく子どもの育成 

～命を大切にする防災教育を通して～ 

自分の命は、自分で守ろう 

自分で考えて行動する子 

・ＰＴＡ学校防災学習（地区別顔合わせ会） 
・起震車体験  ・避難訓練 
 

総合的な学習の時間 
① 登下校中に地震が起き

たらどうする？ 

(2)-カ 心身共に健康で安全な 

生活態度の形成 

○危険箇所の確認 

・高い建物の近く・橋の上 

・電柱の近く・塀などの近く 

・木の近く etc… 

 

② この部屋だいじょうぶ？  

(2)-イ 基本的生活習慣の形成 

○危険予知トレーニング 

○整理整頓をしよう 

学級活動 



- 21 - 
 

実践 

【学区探検】                                   【一次避難地の確認】 
  

 

 

 

    自分の命を自分で守るために 
・地域の地形を知り、土地の使われ方を理解した。     ･PTA 地区別顔合わせ会で地域の方と避難の仕方を確認した。 
・学区探検をしながら防災倉庫を発見し中身に興味をもった。 ･危険箇所はどこか話し合った。 

【起震車体験】             【登下校中に地震が起きたら】 
 
 
 
 

・起震車で震度 7 の揺れを体験した。 ・危険予知と命を守るための行動について話し合った。 
考察 ・揺れの中で何ができるかを考えた。 ・「落ちてこない、倒れてこない、移動してこない」場所を考えた。 

成果 

手だて 1「授業の中で理由付けをして考える場面を設定することで、自分で考える力を育てる。」では、子ども達

から出た「なぜ？」を大切に、発表の前に考える時間を確保し、ワークシートやノートに自分の考えを書いた。そ

の結果、自信をもって表現できる子が増え、分かろうとして聞いたり、理由付けをしながら順序立てて話したりす

ることができるようになった。また、自分で考えて表現する活動を通して、自分と同じように頑張って考え、勇気

を出して発表した友だちを認め、励まし合う姿が見られるようになった。 

手だて２「特別活動や総合的な学習の時間において、教科等の学習と関連させながら、防災に関する体験や活動

を生かした授業を行うことで、自ら考えて行動する力をつける。」では、大地震は、いつどこで起きてもおかしく

ないので、指導者のいない登下校中に大地震が起こった際、どんなところが危険な場所となるのか、どこへ避難し

たら良いのか、家族と再会するためにはどうしたら良いのかを、グループ毎に話し合った後、全体で共有し、理解

を深めた。その結果、避難訓練や夏休みの生活について指導した際にも、安全についての意識に変化が見られ、何

のためにするのか、大切な事は何かについて考えが及ぶようになった。また、家族で災害時の連絡方法や集合場所

について話し合ったり、非常用持ち出し袋の中身について点検したりした子どもも多数いた。このことから、児童

が学習の内容を家族に伝え、各家庭がそれを受け止めたことがうかがえる。以上のことから、自分達の命を守ろう

とする意欲が高まったことがわかる。 

課題 

地震や災害時、命を守るためにどのように行動したら良いか、子ども達の理解は深まりつつある。しかし、その

一方で日常生活の中に潜む危険については無頓着な子どもが多い。廊下を走ったり、ヘルメットをかぶらずに自転

車に乗ったりして、一歩間違えば大きなけがにつながり、命に関わるような場面を目にすることもある。このこと

から、子ども達は命の大切さや、危険回避についての知識はあるものの、日常生活の中で行動に結びついていない

ことがうかがえる。 

今後の課題としては、身に付けた知識を実践の場と結び付けて考え、命を守るために自ら考えて行動できるかを

折に触れ確認していくことが重要だと思われる。いざという時に適切に行動できるのはもちろん、日常生活でも安

全に気を付けて行動できるように、常に意識を高くもち続けていく必要がある。 

 

急な階段だね。反対

側は急な斜面だ。崩 

れてこないのかな。 
私の家はここで、

一次避難地はここ

なのね。近いな。 

揺れが来ると分かっ

ていても怖いのに。

本当の時も机にもぐ

って頭を守ろう。 

信号を待ってい

る時に地震が起き

たらどうしよう。 
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話を静かに聞く 
・ハンドサインを使って 
知らせ合う。 

 
時間を守る 

・チャイムを守る。 

・時計を見て行動する。 
・日課表を頭に入れて 
行動する。 
 
あいさつをする 

・心のつながりが感じられ

るあいさつを返す。 
（例） 

朝、教室に入る時「お

はようございます」とみ

んなにあいさつをする。 
帰る時、班の仲間と 1

対１であいさつをする。 
 
  

 

防災マニュ

アル宇 

４年生の取組 

 
 
 
・「めざせ！地し

ん博士」 
（地震に関する知

識・理解／地震に

関する思考・判

断・表現） 

社会 
・くらしを守る 
（社会的事象につ

いての知識・理解） 

・水はどこから 
（社会的事象につ
いての知識・理解） 

道徳 
・あなたの誕生 
（生命尊重） 

・人間愛の金メダ
ル（生命尊重） 

・空きかん拾い 
（勤労・奉仕） 

・通行止め 
（公徳心・社会規

範・規則の尊重） 

授業の重点 

生活の重点 
《防災教育》 

手だて１  授業の中で理由付けをして考える場面を設定することで、自分で考える力を育てる。 

・「なぜなら～」「たとえば～」「つまり～」や、「～さんと似ていて」「～さんとちょっとちがうけど」など、接続詞
や友達の発言を使って、理由や思考過程を考えることができるよう根気強く指導する。 

・授業の振り返りや理科の実験の予想・結果などをノートに記述する時間を確保し、自分の考えを表現できるように
する。 

手だて２  特別活動や総合的な学習の時間において、教科等の学習と関連させながら、防災に関する体験や活動

を生かした授業を行うことで、自ら考えて行動する力をつける。 
（総合的な学習の時間） 
・「めざせ！地しん博士」では、地震の基本的な知識（マグニチュードと震度の違い・液状化・津波・備蓄・災害伝
言ダイアルなど）を獲得したり、地域の消防施設や危険な場所や避難場所（一次避難地・広域避難場所）などを調
べたりする。 

・地域の消防団の方の話を聞いたり放水体験をしたりして、「自分たちの町は自分たちで守る」という意識を高める。 
（学級活動） 
・外出先で地震が起こったときの危険を予想し、状況に応じた安全な避難の仕方を考える。 
・災害対応ゲーム《クロスロード》を通して、災害対応を自らの問題として考え、さまざまな意見や価値観を児童間

で共有することにより判断力を養う。 
（社会） 
・消防署の見学を通して、消防士の仕事の工夫や努力を調べる。 
・水の出前授業を通して、水が生活に欠かせないものであることを認識し、節水することの大切さを知る。 
（道徳） 
・自分の命は両親や家族の愛に育まれたものであることを知り、かけがえのない命を大切にしていくことを自覚する。 

○時間を守り、けじめをつけ

られる。 
○課題に対して意欲的に取

り組める。 
○発表者に偏りがある。 
○根気強さと丁寧さに欠け

る。 

理由を考えて行動でき

るようになってほし

い。 
 

教師の願い 
児童の実態 

一人一人が輝き、自ら学び、 

豊かな学びをひらく子どもの育成 

～命を大切にする防災教育を通して～ 

自分で考えて行動する子 

自分の命は、自分で守ろう 

・避難訓練   ・消防団の話 
・起震車体験  ・放水体験 
・消防署の見学 ・防災マップ作り 
・防災倉庫備蓄品調べ 

総合的な 
学習の時間  

聞く・話す 
・質問ができるように

聞く態度を習慣化す

る。 
・場に応じた声の配慮

をする。 
 

考える 
・書く時間を確保する。 
・根拠を伴った考えを

もつことの習慣化を

する。 
 

判断する 
・葛藤やジレンマのあ

る課題を設定する。 
 
行動・表現する 

・子どもの良さや進歩 
を見取り、褒める。 

   
①○○で地震が起きたらどうす
る？  

「外出先での危険と安全な避難
の仕方を考えよう」 

(2)-カ 集団の一員としての 

思考・判断・実践 

○危険予知トレーニング 

《外出先の具体例》 

 ・海 ・コンビニ ・図書館 

 ・プール ・ショッピングセンター 

 ・公園 etc… 

②そのとき、あなたならどうする？  
「災害対応ゲーム  

クロスロードを生かして」 
(2)-カ 集団の一員としての 

思考・判断・実践 

○水と食料の備蓄 

 

学級活動 
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成果 
・手立て１「授業の中で理由付けをして考える場面を設定する」では、理由付けを授業内で積極的に取り入れることで、理由を発

表するためにはより深い理解が必要となり、より吟味された発表をすることができた。さらに、周りの児童たちが発表者の発表
内容や思いを深く理解できている様子が見受けられた。 

・手立て２「特別活動や総合的な学習の時間において、教科等の学習と関連させながら、防災に関する体験や活動を生かした授業
を行う」では、消防団の方の話や学区内の消防施設・危険箇所などを調べる学習を通して、地域で生きる一員としての自覚が芽
生えた。地域に目を向け、問題意識をもって自分たちができることを実際に行おうとする姿が見られるようになった。（ごみポ
スターの掲示など）また、消防団を身近に感じ、共助についての意識が高まり、将来消防団に入ろうという気持ちをもった子が
いた。 

課題 
・外出先での避難の仕方を学ぶ授業で、自助の意識は高まったが、実際の被災時にはもっと多様な場面（エレベーター内や電車内）

が考えられる。また、被災場所だけではなく、地震は様々な時間帯に起こる可能性がある。どのような状況下でも落ち着いて行
動できるように、学習や生活の中で選択肢のある活動場面を設定するなどし、児童の判断力を育てたい。 

・家庭での日頃の備えのアンケート結果より、保護者の防災意識が高いとはいえない。防災教育を進める上で、保護者の協力は不
可欠であるため、児童を通して保護者の協力と意識の向上を図りたい。 

 

実践 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
《6/17 ○○で地しんが起きたらどうする？ 》 

・海・図書館・ショッピングセンター  

・公園・プール・コンビニ            身の回りには危険がいっぱいだ！！ 

 
 

いよいよ、ポスターセッション！  

保護者が参観（7／3） 

《6/14 水の出前授業》 

《6 月下旬～7 月中旬 

めざせ！ 地しん博士》 

《5/9 消防署の見学》 

《5/31 消防団来校》 

東海地しんはなぜ起きる？？ 

《防災マップ》 

プレートがずれて 
地震が起きます。 

水は生活に欠かせ
ない限りある資源
なんだ。出しっぱな
しに気をつけて、大
切に使おう。 

自分が火を消さないと、
火事はおさまらない。 

僕も小さいことで
いいから地域の役
に立ちたいな。 

地域を守るため
にボランティア
で働いてくれて
いるんだ。 

あなたの家の 
一次避難地はどこ？ 

へ～！防火服を
着て、１分くらい
で出動するんだ。 
１２００℃に１
７秒耐えられる
防火服なんだね。 

きつい仕事だけど、
人の命を守るため
に訓練をしてがん
ばって仕事をして
いるんだな。 

発見！仮設
トイレだ。 
毛布もある。 

自主防災倉庫
の中を探検！ 

自分の命は自分で守るぞ！ 

考察 
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話を静かに聞く 

・放送内容に関心を持っ

て聴く。 

・メモを取りながら聴

く。   

 

時間を守る 
・活動のための時間設定

を明確にして取り組

む。（タイマーの利用） 

・時計を見て自分たちで

声をかけあう。 

 

あいさつをする 
・大きな声で号令。 

・時と場に応じたあいさ

つができる。 

 

 

５年生の取組 

学級活動 
「避難所生活で、自分が

できることを考えよう。」 

(2)-ウ 
（集団の一員としての思

考・判断・実践） 
「我が家の防災会議」 

（2)-カ 

（集団の一員としての思

考・判断・実践） 
社  会 

・自然災害を防ぐ 
・情報を生かすわたした

ち 
（社会的事象についての知

識・理解） 
理  科 

・台風の接近と天気  
・流れる水と土地の変化 
（自然事象についての知

識・理解） 
道  徳 

・一番たいせつなもの 

（生命尊重） 

・いいところさがし 

（個性伸長） 

・ＰＴＡ学校防災学習 
・避難訓練 
・起震車体験 
・自然教室での防災体験 
（非常食・テント設営） 
・「本物の味（だし）」体験 

聞く・話す 
・話をする人を見るよう

にする。 

・ほかの人の意見に対す

る賛成・反対・付け足

しを明確にして話を

する。 

考える 
・考える時間を確保す

る。 

判断する 
・根拠をもとに、立場を

明確にする。 

行動・表現する 
・良いところを称揚し自

信が持てるようにす

る。 

授業の重点 

生活の重点 
《防災教育》 

 
手だて１  授業の中で理由付けをして考える場面を設定することで、自分で考える力を育てる。 

・ 発表の仕方のマニュアル化「私は○○だと思います。なぜならば□□だからです。」 
・ 発表者に対して必ず、賛成・反対の意見を言えるように話を聞かせる。同じ意見でも自分の言葉で異

なる理由を考えて言えるようにする。「○○さんの意見と同じですが、理由は□□だからです。」 
・ 根拠をもとにして意見を言ったり、自分の考えと比べながら話を聞いたりする。 

 
手だて２  特別活動や総合的な学習の時間において、教科等の学習と関連させながら、防災に関する体験や活動

を生かした授業を行うことで、自ら考えて行動する力をつける。 
 （学級活動） 

・ 「避難所」の生活とその問題点を知り、自分ができることを考える活動を通して、自他の命を守ろうとする意識を高め 
集団の一員として自分のよさを生かそうとする実践的な態度を身につける。 

 （教科・行事等） 
・ 自然教室においてテントでの宿泊、非常食体験、野外での炊事を行い、通常とは異なる不便な生活を経験すること

により、非常時への備えの必要性を意識できるようにする。 
（総合的な学習の時間） 

・ 地域の危険箇所を調べ、マップにまとめる活動を通して、災害から身を守るためにできることを考え、他者に発信す
ることで防災に対する意識を高める。 

○与えられた課題はでき

るが、自分で考え、判

断する力が弱い。 
○指示がないとどう動い

たらいいか分からな

い。 
・  

状況を考えて自分で行

動できるようになって

ほしい。 
 

教師の願い 

児童の実態 

一人一人が輝き、自ら学び、 

豊かな学びをひらく子どもの育成 

～命を大切にする防災教育を通して～ 

自分の命は、自分で守ろう 

自分で考えて行動する子 

 総合的な学習の時間 
「私たちのくらしと安全」 
①自然災害を知ろう 
 
②自然災害から学区の安
全を守り隊 
〈つけたい力〉 
・自然災害から自分の命を守る

ための課題を一人一人が設

定し、学区の安全を守るため

に自分たちができることを

考えて、実践したり、他者に

発信する活動を工夫したり

することができる。 
 
③安全な食品を食べよう 



- 25 - 
 

家ではコンロで簡単に料理ができ

るけど、ガスや電気のないところ

で火をつけるのは大変だね。少し 
焦げたけれど食べられるものがで 
きてよかったね。 

実践  

「私たちのくらしと安全」 

【不便な生活を体験しよう】（自然教室） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【自然災害から学区の安全を守り隊】 

 

 

 

 

 

 

 

 

考 察 

（成果） 
手だて１「授業の中で理由付けをして考える場面を設定することで、自分で考える力を育てる」では、 

・書く時間を確保し、自分の意見を整理することで、自分の立場を明確にし、自信をもって発表できるようになった。 

・根拠をもとにして意見を言ったり、自分の考えと比べながら話を聞いたりすることで、さらに自分の考えを深める

ことにつながった。 

手だて２「特別活動や総合的な学習の時間において、教科等の学習と関連させながら、防災に関する体験や活動を生 

かした授業を行うことで、自ら考えて行動する力をつける」では、 

・「避難所生活で自分ができることを考えよう」をテーマにした学級活動において、「自分の良いところ」を生かして、

自分のできることに進んで取り組もうという意識が高まり、委員会活動や係活動の場面でも自ら考えて行動する姿

が見られるようになった。 

・自然教室において、通常とは異なる不便な生活の中で、非常時の生活の困難さを感じると共に、日頃から災害に備え

ることの大切さを理解した。 

・ＰＴＡ学校防災学習で身近にも危険箇所があることを知ったことで、さらに深く追求したいという気持ちが高まり 

総合的な学習の時間「自然災害から学区の安全を守り隊」につながった。 

（課題） 
・知識が豊富で、向上心も高い子どもたちだが、「困った体験」が少なく、新しいことに自分から取り組むことに躊躇

する傾向があるため、学校内だけでなく各家庭や地域においても、様々な体験を通して、「自分で考えて行動する力」

を高める必要がある。 

・何よりも「命」が大切であることは分かっているが、自分の考えを上手に相手に伝えることが苦手な子が多いので、

周りの人への思いやりや心配りができるようになるために、特別活動や道徳の時間を更に充実させていきたい。ま

た、自分の思いを正確に伝えることができるよう、適切な言語活動を様々な場面で行っていきたい。 

非常食も食べたよ。 
お湯を入れるだけでおいしいご飯

になるから便利だね。 

この壁が崩れてきたら、 
とても危険だよね。 
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話を静かに聞く 
 
 
 

時間を守る 
 
 
 
 

あいさつをする 
 

 

 

６年生の取組 

総合的な学習の時間 
地域の安全を見直そ

う 
・交通安全を語る会で

みんなに伝えよう 
・DIG 

社会 
・災害から人々を守る 

（社会的事象についての

知識・理解） 

理科 
・大地のつくりと変化 

・生物と地球のかんきょ

う 

（自然事象についての知

識・理解） 

道徳 
・今きみたちに伝えたい
こと（ライアンの願い） 

3-(1)生命尊重  

・起震車体験 ・ＰＴＡ学校防災学習（地区別顔合わせ会） 

・避難訓練  ・ダンボールハウス 
・防災訓練  ・地域の防災訓練 
 

学級活動 

① 防災袋の中身を考えよう 
（２）－カ 集団の一員としての思考・判断・

実践 

○防災袋の中に入れておくと良いものについ

て個人で考え、班で話し合いながら確認し

た。 
 
②避難所生活の中で、小学生のリ
ーダーとしてできることは何だ
ろう 

（２）－ウ 望ましい人間関係の形成 

○避難所生活の写真から生活していく上 
で困難なことを考え、話し合う。 
実際の避難所生活で自分たちに何ができる

かを考えたり、最上級生としての在り方を

見つめたりしながら、平素の学校生活でも

自分たちの良さを生かせるよう考えてい

く。 

 
聞く・話す 

・聞く時間、話す時間、書

く時間を確保し、一つの

ことに集中できるよう

にする。 
 

考える 
・気が付いたこと・分かっ

たこと・思ったことを書

く時間を確保する。 
 

判断する 
・根拠をもとに、立場を明

確にする。 
 
行動・表現する 

・考えたことや判断し   

たことを、言葉に表し積

極的に行動できるよう

にする。 

授業の重点 

生活の重点 
《防災教育》 

手だて１  授業の中で理由付けをして考える場面を設定することで、自分で考える力を育てる。 

・根拠をもとに、「～だから、～だ。」のように理由付けして書く。 
・気が付いたこと、分かったこと、思ったことを書く時間を確保する。 
・友達の意見に対して、賛成、反対、質問を意識して聞くようにする。 
手だて２ 特別活動や総合的な学習の時間において、教科等の学習と関連させながら、防災に関する体験や活動を生かし

た授業を行うことで、自ら考えて行動する力をつける。 

 
（学級活動） 
・地震に対する心構えや備蓄について学び、自分たちで防災袋の中身を考える。 

（総合的な学習の時間） 

・交通安全リーダーとして、地域の危険なところや安全が確保されているところなどの話し合いを通して、地域の交通安

全に対する意識を高める。 
・三島市危機管理課による、DIGの指導を生かし受け、北小学校のリーダーとして考えて行動する態度を育成する。 
（教科等） 
・自分の命は自分で守ることと関連付けて、防災に関係する領域や単元を構成する。 

・PTA学校防災学習を通して、災害時におけるリーダーとしての行動の仕方を知り、身に付けられるようにする。 
 

○素直で活発な子どもが多い。 
○時と場に応じた行動、判断力が

未熟である子どもがいる。 
○集団行動が苦手な子どもがい

る。 
 

時と場に応じた判断力をつ

け、進んで行動できるよう

になってほしい。 

 

教師の願い 

児童の実態 

 

一人一人が輝き、自ら学び、 

豊かな学びをひらく子どもの育成 

～命を大切にする防災教育を通して～ 

自分の命は、自分で守ろう 

自分で考えて行動する子 

・集中して聞く。 
・話し手を見ながら聞く。 

・最初のチャイムは子ど

もが守る。終わりのチ

ャイムは教師が守る。 
 

・相手を見る。 
・相手に聞こえるような

あいさつをする。 
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『交通安全を語る会』６月２ ６日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
『地区別顔合わせ・起震車体験』７ 月３日  

『今の自分たちにできることを考えよう』７ 月５日 

『防災袋の中身を考えよう』７ 月５日 
 
 
 
 
『ＤＩ Ｇ』７ 月１ １ 日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（成果） 
手だて１「授業の中で理由付けをして考える場面を設定することで、自分で考える力を育てる。」では、 
・根拠をもとに、「～だから～だ。」のように理由付けして書いたり、発表したりすることができ、自分で考え

る力が育った。 
手だて２「特別活動や総合的な学習の時間において、教科等の学習と関連させながら、防災に関する体験や活

動を生かした授業を行うことで、自ら考えて行動する力をつける。」では、 
・交通安全を語る会を通して、登下校や自転車に乗る時など、安全に留意する気持ちが高まった。 
・自分たちが住む地域に起こりうる災害について、自分がどのように行動すべきかを知ることができた。 
・防災袋の中身を考えることによって、自分の命を守ろうという意識高まった。 

（課題） 
・６年生として、下級生のためを考えて行動できる機会を増やしていきたい。 
・コミュニケーションを進んでとり、人間関係をさらに良好にする必要がある。 
・「助けられる人」だけではなく「助ける人」に変わっていくことができるような働きかけをしていきたい。 

・１年生から６年生までが自分の地区別に集まり、それぞれの一次避難地や避難場所を確認した。６年
生の子どもたちは、地区のリーダーとしての自覚を感じているようであった。 

・起震車体験では、震度７の揺れを体験した。子どもたちは、強い揺れが来たら立っていられないとい
うことや、家具の動く大きさの度合いを知ることができた。 

実践 

考察 

・自分たちの学区や通学路の中で、どのような場所が危険か、その危険を防ぐためにどのようなことがで
きるかを考えた。会は実行委員が進め、発表は各学級３名ずつ、計１２人が発表をした。このことによ
って、６年生として交通安全を推進していくリーダーという自覚を持つとともに、交通ルールについて
再確認することができた。 

・７月３日の顔合わせ会を受け、子どもたちは避難の流れや一次避難地を知ることができた。家から一次
避難地に行くまでに、どのような問題が起こりうるか予想した。一次避難地へ行くまでや一次避難地で、
６年生としてどんな行動が取れるか班で話し合った。災害時に適切な行動を取るために普段から自分た
ちにできることは何かを考えた。 

・地震に備え、大切な物を持って逃げられるように、被災後の写真から必要な物を考えたり、被災後に生
活していく上でなくてはならない物は何かを班で話し合ったりした。いざという時に、自分たちの命を
守ることができるように、防災袋の中に入れておくと良いものについて確認した。 

・学区の地図を利用した災害図上ゲームから、防災倉庫の位置や危険箇所の位置などを確認し、地震が起
きた際にどういった行動様式があるかを議論していった。その中で、自分たちが住む地域に起こるかも
しれない自然災害がおきたら、どうしたらよいかを、具体的なものとして捉えた。 
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自分の命は、自分で守ろう 

一人一人が輝き、自ら学び、 

豊かな学びをひらく子どもの育成 

～命を大切にする防災教育を通して～ 

一 

特別支援学級 
（なかよし）の取組 

時間を守る 

あいさつをする 

話を静かに聞く 

PTA 学校防災学習 
起震車体験 
非常食の試食 
避難訓練 
「おかしもすきよ」 

学級活動 

① 防災について知ろう 
  地震や火事が起こった

ら・・・ 
   （知識・理解） 
 

② 地震だ！ 
避難の仕方を知ろう 
自分の身を守ろう 
   （思考・判断） 

授業の重点 
生活の重点 

《 防災教育 》 

手だて１ 授業の中で理由付けをして考える場面を設定することで、自分で考える力を育てる。 

・繰り返し活動する場面を多く設定する。→経験する→失敗する→成功する→達成感→自信をもつ→考える。 
・選択肢を用意する。→自分で選ぶ。その理由を述べる。 
・事象について○か×か、友達の意見に賛成か反対かで答えられるようにする。→考える。その理由を述べる。 
・個に合わせた指導をする。（考える時間の保証） 
・自分の言葉や動作で考えを伝えられるように支援する。（コミュニケーション手段の獲得） 
手だて２ 特別活動や総合的な学習の時間において、教科等の学習と関連させながら、防災に関する体験や活

動を生かした授業を行うことで、自ら考えて行動する力をつける。 

・集団行動の場を多く設定し、集団の中の 1 人であることを意識できるようにする。 
（縦割りグループ・バディ・交流学習） 

・模擬体験や活動の振り返りを繰り返すことで防災意識を高め、災害の場面でより適応できるようにする。 
・日記や感想文を書いて、体験を記録する時間を確保する。 

できることを増やし、でき

ることは自分でやる子に

なってほしい。大きな集団

の中でも周囲に合わせて

行動できるようになって

ほしい。 
 

教科・領域 
授業の重点 

聞く・話す        

 タン・ピン・グーを 

使っての姿勢作り 

 声のものさしの利用      

 

 考える       

時間の確保・相談タイム 

視覚的な情報の提示 

 

判断する 

選択肢を用意 

自分で決める場面を 

設定 

 

行動・表現する 

 発表の話形を取り入れ 

    ての繰り返し練習 
 

 

教師の願い 

障害特性が個々に異なる。生

活経験の不足。大きな集団の

中に入ることへの抵抗。先を

見通す力や応用する力が弱

く、危機管理能力に欠ける。 

児童の実態 

＜生活科/社会科＞ 
・校内探検・まち探検 
・くらしを守る 
 
＜生活単元学習/ 
    自立活動＞ 
・学習発表会 

「北小レンジャー」 
・ひなん袋の中身は 
       なあに？ 
 
＜道徳＞ 
「はしのうえの 
     おおかみ」 
  （思いやり・親切） 
 
【学校生活全般】 
・縦割りグループ活動 
 

・話をする人に体を向けて

話を聞く 

・チャイムで行動する 

・予定黒板を活用する 

・キッチンタイマー・ 

タイムタイマーを 

活用する 

・相手の顔を見て笑顔で気

持ちのよいあいさつを

する 

 

自分で考えて行動する子  
（なかよし：集団行動がとれる子） 
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実践 
【学校・校区をたんけんしよう】  

１･２年生は交流学級の中に入って通常学級の２年生の誘導で「学校たん

けん」を行った。自分たちの教室だけでなく、他学年や特別教室を見学する

ことで活動範囲が広がった。〈手だて２〉 

また、特別支援学級（なかよし学級）では一つの

活動を繰り返し行うことを重視している。経験した

ことをもとに課題に自信をもって行動する姿が見ら

れた。なかよし学級の縦割グループ活動の中では、

高学年になるとグループのリーダーとなって考えて動くという自覚も生まれ

た。〈手だて１〉 

 

【「地震が起きたら･･･」を体験しよう】 

 昨年度から地震や火災の時には「おかしもすき

よ」（おさない・かけない・しゃべらない・もどらない・すばやく・きく・よい子）を合い

言葉にしている。地震の揺れを起震車や地震マシー

ンで体験することで、少しでも冷静に対処できるよ

うに訓練を重ねてきた。〈手だて２〉 

また、地震の模擬体験を経験したり、避難の仕方

を○×で考えたりすることで、「頭を守る」「机の下

に潜る」など自分の命は自分で守る意識を高めた。

〈手だて１〉 

【避難所生活を考えよう】 

 避難所生活を想定した場合、食事面で好き嫌いのある子どもが多い。そのため、

非常用ご飯、パン、シチュー、クッキーなどの試食を行った。〈手だて２〉また、

非常用持ち出し袋の中にはどんなものを入れたらよいか自分で考えて「ひなん

袋」を作った。〈手だて１〉 

地域防災の日には保護者の方に協力してもらい、自宅から一次避難地への移動

の仕方を話し合ったり、地域の避難訓練に参加してもらったりした。〈手だて２〉 

 

考察 
(成果) 

【手だて１】｢授業の中で理由付けをして考える場面を設定することで、自分で考える力を育てる｣について 

生活単元学習や自立活動の中で、行事の会を開いたりコミュニケーションのとり方を学んだりしてい

る。同じような活動を繰り返すことで、子どもたちはどちらかを選んだり自分で決めたりして判断し、

理由付けをして考えることができるようになっている。説明をするのにも「発表の仕方」を覚えて何度

も練習することで、自信をもって自分の考えを伝えられるようになった。 

 

【手だて２】｢特別活動や総合的な学習の時間において、教科等の学習と関連させながら、防災に関する体験

や活動を生かした授業を行うことで、自ら考えて行動する力をつける｣について 

 なかよし学級では集団行動がとれる子を目指している。防災体験を通して、周りの状況をみて行動で

きるようになってきた。また、起震車や地震マシーンの体験をすることで、「地震が起きたら自分の頭を

守る」ということが考えられるようになってきた。非常食の試食・避難袋の用意・防災カルタ作りなど

を通して、防災意識が高まっている。 

 

（課題） 

 なかよし学級には、こだわりや聴覚過敏、空間認知の困難、パニック、場面緘黙などいろいろな問題

を抱えた子がいる。いつ起こるか分からない地震の揺れを感じたとき、慌てず落ち着いて自分の頭や身

体を守る行動がとれること、次に大人の指示に従って行動できることが大切である。そのためにも、日

頃からさまざまなことに適応できる経験を積むことが大事であると考えている。保護者の方の協力も得

ながら、自然災害が起きたときの対応の仕方を考えていきたい。 

交通安全教室 

1･２年 学校たんけん 

起震車体験 地震マシーン 

非常食の試食 

〈問題〉教室で授業中、大きな地震が起きた。天井から蛍光

灯が落ちてきそうなので教室から避難した。○か？×か？ 
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話を静かに聞く 
「お話交通カード」が赤の

時は、口を閉じて話が聞

けるようにする。 
時間を守る 

・事前にスケジュールを提

示することで、活動の見

通しを持って自分で行

動できるようにする。 

・始まりの時刻、終わりの

時刻を黒板に提示する。 

あいさつをする 
・基本的な挨拶の言葉は、

教室出入り口に貼って

おき、意識して日常的に

使えるようにする。 
・コミュニケーションスキ

ルトレーニングを通し

て、報告・依頼・相談の

仕方を身につける。 
・スクールガード、自治会

の人など、進んで挨拶で

きる人や場を広げる。 

び、豊かな学びをひらく子どもの育成 

～命を大切にする防災教育を通して～ 

 

通級指導教室の取組 

 

聞く・話す 
・絵や文字など、視覚的な

情報と併せて聞いたり話

したりできるようにす

る。 
考える・判断する 

・生活の振り返りの時間を

設定し、なぜそうなった

のか、どうすればよかっ

たのか、筋道だった思考

ができるようにする。 
・自己選択・自己決定・自

己評価を習慣化する。 
行動・表現する 

・ロールプレイを通して表

現し、望ましい行動のリ

ハーサルをする。 

授業の重点 

生活の重点 《 防災教育 》自立活動 

 
手だて１ 授業の中で理由付けをして考える場面を設定することで、自分で考える力を育てる。 

・わかりやすい場面絵を提示したり、具体的な質問をしたりすることによって、子どもが状況を振り

返ったり想像したりして、順序立てて考えられようにする。 
・考え（記憶）の保持が苦手な子たちが、ワークシートに記入したり、キーワードを書いたりすることに

よって、自分の考えを記憶にとどめたり、想起したり、因果関係を考えたりすることができるようにす
る。「なぜそうなったのか」「どうすればよかったのか」の視点で、考えることを習慣化する。 

 
手だて２ 自立活動において、避難訓練や災害疑似体験の際の事前指導、危険予知トレーニング等を行い、想定

される場面を多様に体験させることで、自ら考えて行動する力を育てる。 

・訓練の意義、スケジュール、避難の仕方を事前に説明することで、学級集団の中で安心して行動できる

ようにする。また、避難時の動き方をロールプレイやリハーサルで体験することで避難のスキルを獲得

し、学級集団の中でも落ち着いて考え、望ましい行動がとれるようにする。 
 

○通級児２９名うち、自校児

童７名、他校児童２２名 
○障害種別 自閉症 28 名 
      ADHD １名 
＜主な特性＞ 
・見通しを持つことが難しい 
・臭い・音など感覚過敏を併

せ持つ 
・初めての行事、なれない環

境への不安感が強い。 

○集団生活において、安

心安全な行動の仕方

を理解し、行動できる

ようになってほしい。 

教師の願い 
児童の実態 

一人一人が輝き、自ら学び、 

豊かな学びをひらく子どもの育成 

～命を大切にする防災教育を通して～ 

自分の命は自分で守る 

自分で考えて行動する子 

○災害の定義（地震・火災・洪水等） 
○地震が起こったときの避難の仕方の理解 
・家に一人でいる時・学区を歩いているときなど 
○安心・安全な場所の確認（安心グッズ・安全な場所）  
○助けてカードの作成 ○防災バッグの中身の確認 
○避難訓練の事前予告・予行練習をする。 

・自分の状況（住所・名前・

保護者の所在）を信頼で

きる人に正しく伝える。 
 
・「助けてカード」を提示

して、自分が困っている

ことを伝える。 
 
・両親が不在の時は、信頼

できる大人の指示に従

って行動する。 

① 落ち着くための深呼吸

ができる。 
② 机の下に潜って脚をも

ち、頭をカバーする体勢

をとることができる。 
③ 「助けて！」とボリュー

ム５の声で叫ぶことが

できる。 
④ ホイッスルを鳴らし自

分の所在を知らせるこ

とができる。 
 

状況の理解 

変化への対応 人間関係 
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実 践 
＜防災大作戦～もしも地震がおこったら～＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜危険予知トレーニング＞  
 
 
 
 
 
 

出典 ボーイスカウト連盟 ・健康安全委員会 

       スカウトの安全より（危険予知トレーングシート） 

 
 
 

家から学校までの地図をかいて、水を

飲めるところや、トイレがあるところを

お母さんと確認したよ。 

地震が起きたどうしたらよい

か考え、実際に通級教室で練習

してみたよ。 

こんなに広がっていると、車が来たらぶつかる。 

友だちの方を見ているから、車が来てもすぐ気がつかないかも

しれない。 

前の子の傘も危ないよ。 

本を読みながら歩いたら、危ないよ。電柱にぶ

つかりそうだよ。 

もし、自転車や車が近づいても気がつかないか

もしれない。 

成 果 
・手だて１「授業の中で理由付けをして考える場面を設定することで、自分で考える力を育てる。」では、わ

かりやすい場面絵を提示したり、具体的な質問を設定したりすることにより、子どもたちが状況を振り返っ

たり、想像をしたりすることができ、自分の考えを持ったり、さらに広げたりすることができた。 
また、５W1H（いつ・どこで・だれが・どうした・なぜ）を、絵や図、言葉で書いて説明したり話し合ったりする

場面を設定することで、順序立てて考えたり、因果関係をつかんで考えを整理したりする力が高まった。 
・手だて２「自立活動において、避難訓練や災害疑似体験の際の事前指導、危険予知トレーニング等を行い、

想定される場面を多様に体験させることで、自ら考えて行動する力を育てる。」では、子どもたちが通級教室

において、事前に訓練や体験の意義や細かな活動内容・スケジュール等を知ることで、集団の中でも落ち着

いて考えたり、見通しを持ち、安心して行動したりすることができるようになってきた。事前指導により内

容がイメージしやすくなったことが、確実に自分なりに考えて行動することにつながっていった。 
課 題 
・子どもが自分なりに考えたり工夫したりして、自校で安心して行動するために、所属校の計画や施設の実情に合

わせた学習を行うことが大切である。そのために、それぞれの所属校との連携を密にしていくことが 
今後の課題である。 

落ち着くために、深呼吸をしよう。

考 察 
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６ まとめ 

① これまでの研究の成果 
○発言するとき、根拠を明らかにすることにより、筋道

を立てて考える力が育ってきた。 
○発表の際の理由付けを、授業内で積極的に取り入れることにより、深い理解や思考

が必要になり吟味された発表につながった。 
等、どの学年も着実に子どもの考える力が育ってきていることが、成果として挙げられ

た。 

○防災を取り入れた授業を行うことで、安全への意識が高まり、家族で災害時の連絡

方法を話し合ったり、非常用持ち出し袋の点検をしたりする家庭や、進んで地区の

防災訓練に参加する子どもが増えた。 
○学級活動「避難所生活で自分ができることを考えよう」では、自分の良いところを

生かして自分のできることに進んで取り組もうという意識が高まり、委員会活動や

係活動での自主的な行動につながった。 
など、「命を守るため」の意識の高まりや、自分たちができることを実際に行おうとする

姿が見られるようになってきたことが、成果としてあげられた。 
また、地域との連携については、 
○東日本大震災をきっかけに、地域・学校がつながり災害対応をする必要性を誰もが

感じていた。今回 PTA 学校防災学習を通して、保護者・地域・学校・行政が連携し、 
 みんなで災害時対応について考えることができた。 

等、意識の高まりが本研修の大きな成果として挙げられた。 
② 今後の課題  

●防災教育については、教育活動全体を通し、より計画的・系統的に進めていくこと

が大切である。また、災害の場面にとどまらず、日常生活において、子どもたちが

自ら考え、判断し行動することができるようになることこそが、本研究の目指すと

ころであり今後の課題である。 
●家庭での日頃の備えや地域の防災訓練への参加状況などの様子から、今後も学校防

災学習等を意図的に設定して、意識の向上や保護者との連携を図っていくことが必

要である。 
以上のような成果と課題を踏まえ、今後も、学校・家庭・地域が連携した防災教育を継

続していくとともに、子どもたちが自ら考え、判断し、行動する力を身に付けるための

授業の工夫と改善を進めていきたい。 

手だて１「授業の中で理由付けをして考える場面を設定する

ことにより、自分で考える力を育てる」 

手だて２「特別活動や総合的な学習の時間において、教科等の学習と関連させながら防災に関

する体験や活動を生かした授業を行うことで、自ら考えて行動する力をつける」 
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 平 成 ２４ 年 度◇三島市教育委員会指定研究担当 江越弘道指導主事  

相馬伸名・溝田昌宏・後藤 剛・安藤永史・森田英子・増田公子・八木弘子・増田まり子 

長谷川敏子・溜 久子・伊藤美音子・福尾由貴子・髙田純子・梶 浩子・渡邉あや子・小野直美 

溝田靖浩・伊賀美紀・新井一成・渡邉美紀子・原 知美・永井真由・山口裕子・光林厚子 

西ヶ谷鶴恵・杉山元希・渡辺亜理沙・芹澤和憲・山本 剛・中間信宏・稲葉 結・長田由希 

三澤典子・鈴木 彰・赤城稔子・古田恵巳・鈴木亮太・増井容子・片山由衣・伊藤博美・上島文子 

西川里美・水口文子・房間 貞・デビット・チャン・有馬明子・永倉由紀子・伊東裕子・柳本充世 

三枝淳子・仲田雅恵・諏訪部梓・平野貴美代・野崎美紀・岩瀬 渡・溝口祐子・吉田文香・石井紀子 

佐藤しのぶ・金子悦子・宍倉久江・武士千賀・斉藤知子・神田ひろよ・斉藤貴子・山口友美 

 平 成 ２５ 年 度 ◇三島市教育委員会指定研究担当 入野康孝指導主事  

相馬伸名・牧野佳代子・後藤 剛・安藤永史・森田英子・増田公子・八木弘子・長谷川敏子 

溜 久子・伊藤美音子・福尾由貴子・髙田純子・梶 浩子・渡邉あや子・小野直美・溝田靖浩 

伊賀美紀・新井一成・増島由華・永井真由・光林厚子・山口 綾・前嶋美由紀・横山貴志 

芹澤和憲・渡辺亜理沙・中間信宏・松本雄人・稲葉 結・足立由美・宇田誠太郎・長田由希 

深澤準治・三澤典子・赤城稔子・古田恵巳・鈴木亮太・鈴木美緒・山本慶子・上島文子 

伊藤博美・杉本花子・坂本淑子・水口文子・八木阿紀・マダリナ・ビストリチアヌ・有馬明子 

永倉由紀子・柳本充世・岩田ほのか・三枝淳子・豊泉美栄子・稲葉洋子・平野貴美代・山﨑友子 

芦川 香・野崎美紀・岩瀬 渡・溝口祐子・神山敏江・石井紀子・佐藤しのぶ・川口さやか 

宍倉久江・武士千賀・芹澤知子・神田ひろよ・川口晶美 

 

研 究 に 携 わ っ た 職 員 

お わ り に 

 
災害時『自分の命は自分で守る』ことができるように、時と場に応じた判断力を付け、行動

できる子になってほしいと願い、２年間、命を大切にする防災教育を通して、研究テーマに迫

ることとしました。 

「防災教育とは？」から始まった研究でしたが、子どもたちとともに、知識の習得と体験を

積み重ねながら一歩ずつ進んできました。１年次のＰＴＡ防災体験学習、２年次のＰＴＡ学校

防災学習では、保護者や地域の皆様、市危機管理課や消防職員の皆様などたくさんの方々にお

力添えを頂き、命を守るための貴重な体験や活動をすることができました。はじめは、災害を

自分のこととしてとらえられなかった子どもたちも、防災についての授業や体験、自分たちで

地震や地域について調べる学習等を通して、少しずつ防災意識を高めることができました。「防

災訓練に参加する子が増えたよ。」と、地域の方からも嬉しい報告をいただいています。子ども

たちの学びの広がりから、学校と家庭、地域がつながることの大切さを実感しました。    

また、防災の視点を取り入れた授業作りは、わたしたちのこれまでの授業を見直すきっかけ

となりました。この研究を通して、子どもたちと同様にわたしたち教職員も学びを積み重ねる

ことができました。防災教育のあり方、授業改善に向けてたくさんのご示唆、ご教示を賜りま

した県総合教育センター東部支援班秋山和徳主任指導主事、宮崎克久指導主事、三島市教育委

員会入野康孝指導主事、三島市エリアリーダー鈴木基之先生をはじめ多くの先生方に感謝申し

上げます。また本研究発表会のために遠く宮城県よりお越しくださった大郷町立大郷小学校 

関一男校長先生に厚く御礼申し上げます。 

「子どもたちの笑顔のために」、そして、子どもたちが自分の命を自分で守り、生涯にわたっ

て豊かな学びをひらいていくことを願って、これからも研鑽を積んでいきたいと思います。 

今後も、ご指導のほど、よろしくお願いいたします。 

                                教頭 牧野佳代子                                 


