
- -31

ＩＴを活用した授業づくり
―地震・津波に対する防災能力の育成を目指して―

白浜町立南白浜小学校

教諭 佐 武 範 一

１ 研究のねらい

(1) 主題設定の理由

最近、新潟県中越地震、スマトラ島沖地震、福岡西方沖地震等の巨大地震が相次い

で発生し、甚大な被害を出した。近い将来、東南海・南海地震の発生も予測されてお

り、本県の各学校では、防災教育が緊急の課題となっている。

本校では、災害時における避難訓練や初期消火訓練、集団下校訓練等を適宜実施し

ている。しかし、訓練で想定した以外の事態が起こる可能性もあり、実際の災害に対

応できるか不安が残る。例えば、地震の発生が授業時間中ではなく、登下校中、休憩

時間中、放課後等であることも考えられる。また、本校は海に近く、昭和南海地震の

際には、地震発生後約10分で津波の第１波が押し寄せてきており、的確な判断と素早

い行動をとることが必要である。児童が自分の命を守り、地域の一員として安全に生

活するためには、日頃から防災訓練に取り組むとともに、地震・津波の科学的知識に

基づいた防災意識を高めることが重要である。

、 「 」 、本県教育委員会では 平成15年８月に 学校における防災教育指針 を取りまとめ

防災教育の充実を図っている。その指針の中では、防災教育によって培う力として、

次の３点が挙げられている。

①自らの安全を確保するための判断力や行動力

②生命の尊重や地域の安全のために貢献する心

③自然災害の発生メカニズムをはじめとして、地域の自然環境、災害や防災について

の基礎的・基本的事項の理解

本研究では、この３点を防災能力と捉え、ＩＴを活用して、防災意識を高め、地震

・津波に対する防災能力の育成を目指した防災教育の在り方を考えたい。

(2) 防災教育とは

防災教育は、安全教育の一環として行われている。その目的として、災害に対し自

らの安全を確保するために行動できるようにすること、災害発生時に進んで他の人々

や地域の安全に役立つことができるようにすること、自然災害の発生メカニズムをは

じめ、災害の地域的特性や防災体制などについて理解できるようにすることが挙げら

れている。

地震や津波の発生を予測することは困難であることから、それらに伴う災害を防ぎ

きることも難しい。よって、防災教育においては、自他の生命を守り、被害を最小限

に抑えるために、防災意識を高め、災害時に適切な判断や行動ができる能力を身につ

けることが重要である。

防災教育は、学校における教育活動全体を通して、発達段階に応じ、計画的に実施

し、防災意識を高めることが必要である。このことにより、防災を意識した日常生活

を送ることができるようになり、災害発生時には、適切な判断に基づく行動が可能と

なるのである。

以下、学校における防災教育の在り方を考える。

ア 防災教育と教科・領域の関連

児童生徒の防災意識を向上させるためには、防災教育を、各教科、道徳、特別活

動の内容と関連させながら、体系的、計画的に推進することが重要である。本研究

、 「 」、「 」、では 防災教育の内容を 基礎的・基本的事項の理解 判断力・行動力の育成
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「心の育成」の３点に分類し、防災教育と教科・領域との関連を整理した。

(ｱ) 基礎的・基本的事項の理解

おもに教科との関連が深い内容である。各教科の目標をもとに、防災教育の視

点に立った学習内容を取り扱う。例えば、自然災害の種類と発生のメカニズム、

地域の災害の歴史、災害を引き起こす自然的・社会的要因、防災体制の仕組み等

について学習する。

(ｲ) 判断力・行動力の育成

おもに特別活動との関連が深い内容である。避難訓練や消火訓練等実際の災害

を想定した体験的な活動を行う。委員会活動や集会活動において安全意識を高め

たり、ボランティア活動を行ったりすること等が考えられる。

(ｳ) 心の育成

おもに道徳との関連が深い内容である。自他の生命の尊重、人とのかかわり、

働くことの意義、郷土愛等の認識を深め、地域の一員としての自覚を持ち、進ん

で他の人々や地域の安全に役立とうとする態度を養う。

イ 防災教育における総合的な学習の時間の活用

教科・領域における防災教育の内容を実践的なものとするためには、総合的な学

習の時間を活用することが重要である。つまり、教科・領域における学習で身に付

いた知識や技能等を相互に関連付け、生活において生かし、それらが総合的に働く

ようにするのである。例えば、震災体験者の話を聞いたり、防災マップ作り等のフ

ィールドワークを行ったりすることが考えられる。

２ 研究仮説

これまでの防災教育は、教科・領域等で行われてきたものの、それぞれの指導内容を

関連付けることは弱かったと思われる。単なる多様な活動の集合体では、防災意識を高

めることは難しく、防災能力の育成につながりにくい。これからは、各学校の実情に応

じて、教育活動全体を通した防災教育を計画し、実施することが求められる。

防災教育を充実させるためには、まず、地域や学校、児童の実態に応じた指導が重要

である。さらに、他の学校と交流することは、防災意識を高め、防災能力を育成するう

えで有効であると考えられる。なぜなら、防災の取組について互いに情報を得ることに

より、自らの力で課題を発見し、取組を発展させることができるからである。今回は、

大規模な地震・津波を想定した防災対策が求められている地域の児童と、防災学習の成

果をもとにした交流を計画した。

遠隔地と交流を行うためには様々な手段があるが、テレビ会議システムを利用するこ

とを考えた。テレビ会議システムは、遠隔地にいる相手とリアルタイムに、双方向の情

報交換を行うことができる。電子メール等の文章だけでやりとりするのに比べて、相手

の顔を見ながら会話ができるため、臨場感が味わえる。また、他の学校の児童と学習成

、 、 。果を交流することで 新たな課題を持つことができ 学習の理解を深めることができる

以上により、次の研究仮説を設定した。

テレビ会議システムを用いて、近い将来、大規模な地震の発生が予測される地域

の児童同士が防災学習の成果をもとにした交流を行うことにより、児童の防災意識

が高まり、防災能力の向上につながる。

この仮説を検証するため、第６学年を対象に、理科と総合的な学習の時間の関連を図

った指導を行うとともに、テレビ会議システムを用いた授業を計画した。

３ 研究の内容と方法

(1) 検証授業について

ア 単 元 名 理科「大地の変化」

総合的な学習の時間「自然災害に備えよう」
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イ 単元の目標

(ｱ) 理科

大地の変化について、地震による災害と関係付けながら理解し、自然の力の大

きさを感じ取ることができる。

(ｲ) 総合的な学習の時間

日常生活の様々な場面で発生する災害の危険を理解し、防災意識を高め、自分

にできる備えや災害時の行動を考えることができる。

ウ 授業計画

(ｱ) 理科

地震による大地の変化や災害についての理解を深めるために、地震に関する資

料をもとに調べ学習を行い、話し合う活動を取り入れた。指導にあたっては、将

来も地震が発生することや、生活に影響を及ぼすことについて考えることができ

るよう留意する。

防災についてより理解を深めるために、きのくにｅラーニングシステムのテレ

ビ会議機能を利用し、白浜町役場防災担当者（以下、防災担当者）からの聞き取

り学習を計画した。地震に関する知識を得るとともに、防災の必要性に気付き、

総合的な学習の時間との関連を図る授業展開となるようにした。

児 童 の 学 習 活 動

地震について、知っていることや経験したことなどを出し合い、学習

、 。への興味・関心を高め 地震による大地の変化や災害について調べる

地震について調べたことを発表し、話し合うことにより、大地の変化

について考える。

テレビ会議システムを用いて、防災担当者から地震について基本的な

知識を得るとともに、防災の必要性に気付く。

(ｲ) 総合的な学習の時間

児童が災害に対する危機感を持つようにするためには、過去における地域の自

然災害を知ることが重要である。そして、先人の教訓を生かし、防災を自分のこ

ととして受け止めることができるようになる。

、 、 。また 防災教育を生活に生かすためには 地域に根ざした取組が不可欠である

家庭や地域、関係機関等と連携し、協力を得ることが必要である。さらに、児童

が学習したことを、家庭や地域に情報発信し、交流を深めることも重要である。

このことにより、児童が家族や地域住民の一員であることを自覚し、防災意識を

向上させていくと考える。

本単元では、災害に備えて「わたしたちにできること」をテーマに設定し、地

域の危険箇所、災害に備えた地域での取組、過去の災害体験談等を調べる。それ

を防災マップにまとめる活動を通して、児童の防災意識を高めていきたい。

学校間交流の相手校として、静岡県袋井市立浅羽北小学校の協力を得た。静岡

県は、東海地震の発生が予測されている地域であり、地震・津波の発生に備えて

様々な取組が行われている。浅羽北小学校は、平成16、17年度静岡県教育委員会

より、参加型防災訓練推進モデル校に指定されている。そのような学校と防災学

習の成果を交流し、先進的な取組から学ぶことは、児童の防災意識を高め、防災

能力を育成するうえで有効である。交流を行うために、きのくにｅラーニングシ

ステムのテレビ会議機能を利用する。

児 童 の 学 習 活 動

地震・津波による災害に備えて、どのようなことができるかを班で考

え、防災マップを作る計画を立てる。

それぞれの班の計画に従って、調査活動をする。

第１時

第３時

第２時

第１時
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第２時 Ａ班：地域の中の危険、防災設備

第３時 Ｂ班：自主防災会の活動

Ｃ班：過去の地震・津波による災害

第４時 班で調査したことをもとに防災マップを作成し、分かったことを発表

第５時 し合う。

テレビ会議システムを用いて、学校間交流学習を行う。

①防災学習の成果をもとに学校間で交流する。

②発表について質疑応答をする。

③感想や学んだことを出し合う。

これまでの防災学習のまとめとして、学んだこと、考えが深まったこ

とを整理し、今後の防災への取組を考える。

４ 研究結果の分析と考察

( ) テレビ会議システムを用いた防災担当者からの聞き取り学習1
ア 授業の概要

災害から身を守るためには、防災に関

。する正しい知識を学ぶことが必要である

、 、本時では テレビ会議システムを用いて

防災担当者から聞き取り学習を行い、自

分達の地域で発生する災害の特徴をつか

み、防災の必要性に気付くことを目的に

した。

その内容は、東南海・南海地震につい

て地震・津波発生の仕組み、過去の地震

による被害状況、今後発生が予想されて

いる地震による被害、町の防災体制等で

ある。話は、海溝型地震の特徴、地震発

生の周期など発展的な学習の内容にも及び、児童は真剣に耳を傾けていた。説明終

了後、児童から 「栄地区ではどこに逃げればいいのか 「津波に飲み込まれたと、 」、

きに、助かる方法はあるのか」等、多くの質問が出た。写真１は、児童がテレビ会

議システムを用いて、防災担当者に質問をしている様子である。

テレビ会議が終わり、授業のまとめを行った。児童は積極的に挙手をし、感想を

発表した。児童から 「話を聞いて、津波は人間よりも力が強いから対策をしっか、

りしておきたい。教えてもらったことを参考にしたい 「家でも少し対策をして」、

いたけど、まだできると思う 「100年から150年で来るということは、前の地震」、

から60年経っているので、私達が大人になってからかその前に来るということにな

る。それは、自分ではどう止めようもないから、いつもそれを心に置いて、準備す

ることが大切だ」等の感想が出た。

授業の終わりに、感想や学んだことをワークシートにまとめた。

イ 授業の考察

授業後、次の問１～問４のアンケート調査を行った。図１は、その結果である。

問１ 自分の住んでいる地域で、どのような災害が起こるのか分かりましたか。

問２ 地震や津波への備えが必要だと思いましたか。

問３ 地震や津波などが起こったとき、どう行動すればよいか分かりましたか。

問４ 白浜町の過去の被害や、次の地震への白浜町としての対策についてよく分

かりましたか。

写真１ 防災担当者に質問をしている児童

第７時

第６時



- -35

図１ アンケート結果（防災担当者の話を聞いて）

問１の結果は 「よく分かった」８人 「だいたい分かった」５人であり 「あま、 、 、

り分からなかった 「分からなかった」の回答はなかった。児童は 「地震や津波」、 、

の強さや災害が分かった 「津波は第１波、第２波などがある。第１波が来て無」、

事であっても、第２波が大きいので安心できない」と感想を述べている。これらの

ことから、児童は、防災担当者から話を聞くことにより、地震の発生メカニズムを

もとに津波の特徴について理解したと考えられる。

問２の結果は 「とても思った」11人 「思った」１人 「あまり思わなかった」、 、 、

１人であった 「分からなかった」の回答はなかった。児童は 「大きい地震が来。 、

たときのために逃げる準備をしておこうと思った 「地震のことが分かり、これ」、

」 。 、からの対策をしなければいけないと思った と感想を述べている 防災担当者から

将来、発生が予想される地震・津波による被害についての話を聞き、危機感を持っ

たことで、備えが必要であると考えたと思われる 「あまり思わなかった」と回答。

した１人については、児童の感想文には、家庭で非常持ち出し品の準備をしている

と記述されており、備えの必要性に気付いていると判断できる。この児童は、さら

にどのような備えがあるのか知りたいという課題意識を持つことができていたので

はないかと考える。

問３の結果は 「よく分かった」８人 「だいたい分かった」５人であり 「あま、 、 、

り分からなかった 「分からなかった」の回答はなかった。児童は 「津波が来る」、 、

かもしれないから、避難場所に逃げないとだめだ 「防災担当の人が言ったよう」、

に、素早く行動したい」と感想を述べている。その中でも、津波への対応に関する

記述が多かった。地震の後に津波が発生する可能性が高く、素早い避難が津波から

命を守ることにつながると理解したと考えられる。

問４の結果は 「よく分かった」５人 「だいたい分かった」８人であり 「あま、 、 、

り分からなかった 「分からなかった」の回答はなかった。児童の感想文では、」、

問４に関する内容の記述はほとんど見られなかった。問１～問３については、自分

に直接関係することとして捉えているのに対し、問４は、白浜町の災害や防災体制

という児童の住む地域よりもさらに広い範囲のことであるため、やや自分の課題と

はなりにくかったものと考えられる。

以上のように、防災担当者からの聞き取り学習を行うことにより、地震・津波に

関する知識を得るとともに防災の必要性に気付くことができたといえる。児童の感

想文には 「手紙や見学と違って、学校でできて、質問してもすぐに答えが返って、

くる。教科書や参考資料を見るよりも理解しやすかった」という内容の記述が見ら

れた。テレビ会議システムを使うと、教室での授業の中で、専門家からの聞き取り

学習が可能となり、学習の理解を深めるうえで有効であった。

今後は、総合的な学習の時間において、防災担当者から得た地震や津波の知識を

自分達の地域の地理的条件と関連付けたり、地域の一員として考えたりすることが

5人

8人

11人

8人

8人

5人

5人

1人 1人

0% 20% 40% 60% 80% 100%

問４

問３

問２

問１
よく分かった・とても思った

だいたい分かった・思った

あまり分からなかった・あまり
思わなかった

分からなかった・思わなかった



日神社（白浜町十九淵）に奉納されている津波警告板。本県の有形民俗文化財に指定されている。宝*1
永４年(1707年)10月４日正午、紀南地方を襲った大地震の詳しい状況と 「今後もし大地震が起これば必、

ず津波が来ることを忘れず、油断なきよう」と後世への警告文が記されている。
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必要である。体験を伴った学習活動を行い、防災について理解を深めることが、防

災教育を実践的なものにするうえで重要である。

(2) 防災マップの作成

ア 授業の概要

児童は、地震や津波に備えて、テーマ

「わたしたちにできること」について話

し合った。その結果、Ａ班は「地域の危

険、防災設備の調査 、Ｂ班は「自主防災」

会の活動に学ぶ 、Ｃ班は「過去の地震・」

津波による災害調査」の内容で調査活動

を行うこととなった。その成果をもとに

防災マップの作成を行った。

Ａ班は、防災マップのもととなる地図

の作成を行うとともに、地域の危険箇所

の調査を行った。まず、白地図を田畑、

、 。住宅地など 土地の利用別に色分けした

次に、避難場所、消火栓、消防車庫などの場所にシールを貼り、地域の防災の取組

について把握した。児童は、地域で調査してきたことをマップに書き込みながら、

「ブロック塀ばっかりで危なかった 「避難場所まで道が狭くて、しかも道が１」、

本しかない 「場所によって土地の高さが違う」等、活発に意見を出し合った。」、

Ｂ班は、自主防災会会長、副会長に、防災会の活動内容について聞き取り学習を

行った。救助工具の設置、災害時の役割分担、防災活動計画等詳しく話を聞くこと

ができた。さらに、地震発生のメカニズム、地域の土地の標高、過去の津波浸水域

等の話も聞くことができた。

Ｃ班は、過去の地震・津波による災害の記録から教訓を生かすため、本校近くの

神社に奉納されている「津波警告板 」について学習した。児童は、警告板に書か
*1

、 。 、 、れている漢字を指でたどり 意味を考えながら読み進めた その後 神社の方から

警告板に書かれている内容について詳しく説明を受けた。写真２は、児童が津波警

告板について説明を受けている様子である。

各班で調査したことを防災マップとして仕上げることにより、地域の防災に対す

る現状と課題を共有したのである。

イ 授業の考察

児童は、調査活動前には 「私達の地域には危険なものは少ない、安全だ」と思、

。 、 、 、っていた しかし 調査を進めていくうちに 地域にはブロック塀や自動販売機等

地震により倒れるおそれのあるものが多いことに気付いた。防災マップを作成して

いく中で 「危険な場所や防災設備をもう一度調べに行きたい 「防災設備につい、 」、

て消防団の一員であるお父さんにくわしく教えてもらいたい」という児童の声が聞

かれるようになった。事実、児童は放課後に地域を歩き、地域に設置されている消

火器や避難場所案内板を発見し、デジタルカメラで撮影した。また、家の人に話を

聞き、消火栓や防火水槽が予想以上に多いことに気付いた。これらのことを防災マ

ップの作成に生かすとともに防災への意識が高まったと考えられる。

、 、 、「 、また 児童は 自主防災会の人達から聞き取り学習を行うことで 話を聞いて

地域の大人の人が、地震から一人でも人を助けよう、生き残ろうと思う気持ちを感

。 、 」 。じた 教えてもらったことを私達も人に教え 受け継ぎたい と感想を述べている

写真２ 津波警告板について説明を受ける児童
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地震から地域の人々を守るために様々な活動を行っている防災会の人達の姿に感銘

を受けたようだ。自主防災会の活動に協力するとともに、将来、大人になったとき

、 。には活動を受け継いで 地域のために役立ちたいという気持ちを持つことができた

神社の津波警告板を調査し、過去の災害の状況を知ったことで、児童は 「津波、

警告板を読んでいると、どんどん当時の様子が分かってきた。昔の人が、後の人に

伝えていこうとする意志がよく伝わってきた。しっかりまとめて、昔の人が伝えて

きたことをよく知ってもらいたい」と感想を述べている。先人の後世への思いを受

け止めるとともに、その教訓を生かし、自分や地域の人々の命を守りたいという気

持ちを持つことができた。

児童は、防災マップを作成することにより、地域に即した防災の在り方を考え、

防災意識を高めることができた。児童の感想文には 「私達が作った防災マップを、

。 、 、みんなに見てもらうと安全だと思った 防災マップを作ると 私達もよく分かるし

他の人にも役に立つと思った」と記述があり、地域の一員としての自覚を持つこと

ができたと考えられる。

(3) テレビ会議システムを用いた学校間交流学習

ア テレビ会議当日の授業の概要

今後、発生が予想されている大規模な地震か

ら命を守るために、私達にできることをテーマ

に、浅羽北小学校と南白浜小学校がそれぞれ学

、 。習した成果を発表し 質問や意見を出し合った

まず、南白浜小学校から発表を始め 「地域、

の中の危険、防災設備調査 「自主防災会の活」、

動 「過去の地震・津波による災害調査」の３」、

点について説明した。写真３は、本校が発表し

ている様子である。発表終了後、相手校児童か

ら 「救助工具があると言っていたが、どんな、

ものを備えているのか 「津波に備えておくこ」、

とはどんなことか」等の質問が出され、本校児

。童は自分達が調べたことをもとに質問に答えた

次に、浅羽北小学校から 「液状化と噴砂の、

恐怖 「危険から命を守ろう！浅羽マップ」の」、

２点について説明があった。本校児童は 「液、

状化現象は、もとが海でなくても起きるのか 「浅羽では、地域でどういうもの」、

を備えているのか」等の質問を行い、相手校児童から回答を得た。

、 。本時のまとめとして 交流学習を通して考えたことや学んだことを発表し合った

本校児童は 「私は両校の発表を聞いて、今の暮らしで役に立つものが、地震や津、

波などの災害が起きたときに、逆に危険になるものがたくさんあることが分かっ

た 、相手校児童は 「今回のテレビ会議は、２つの学校の調べたことを知ること」 、

ができたので、とても役に立った。知らないこともあり、驚いた」と話した。

授業の終わりに、児童は、本時の学習についての感想や学んだことをワークシー

トにまとめた。

イ 授業の考察

他の学校と防災学習の成果を交流することで、新しく得た知識や情報をもとに、

新たな課題を持つことができ、自分達の学習を発展させていくきっかけとなった。

児童は、初めて知った液状化という現象に、驚きと怖さを感じたようである。液状

化や噴砂の発生の仕組みについての説明を受け、自分達の住む地域にあてはめて考

えた。その結果、児童は 「昔、海だったところが液状化現象が起こりやすいと聞、

いたので、僕たちの地域も液状化現象が起こりそうだ。また調べてみたい」と考え

写真３ 防災学習の成果を発表する児童
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るに至った。新たな課題解決に向けて学習意欲が増し、地域の防災について新たな

対策が必要であることに気づき、防災への意識を高めることができたといえる。

児童の感想文には、他の学校との交流学習を行ったことについて 「ぼくは、自、

分達の地区を調べて、だいたい分かったと思っていたけど、浅羽北小学校の発表か

ら、南白浜でも液状化や噴砂が起こるかも知れないということが分かった。他の学

校と、情報交換するのはいいことだ 「両地域のよいところは学んで、少しでも」、

被害が減らせたらいい」という記述が見られた。このように、自校だけで防災学習

を進めていくのではなく、他校との交流学習を取り入れていくことが、防災意識を

高めるために有効であるといえる。

(4) 検証授業による防災意識の変化

全10時間の検証授業終了後、児童の防災意識について次の問１～問４のアンケート

調査を行った。図２は、その結果である。

問１ 自分の住んでいる地域で、どのような災害が起こるのか分かりましたか。

問２ 地震や津波への備えが必要だと思いましたか。

問３ 地震や津波などが起こったとき、どう行動すればよいか分かりましたか。

問４ 地震や津波に対して、日頃からどのような備えが必要か分かりましたか。

図２ アンケート結果（防災学習を終えて）

問１～問３は、防災担当者からの聞き取り学習を終えた時に行ったアンケートと同

じ質問である。いずれの問についても「よく分かった・とても思った」と回答した人

数が増えており、防災意識が向上したといえる。さらに、児童が書いた感想文には、

防災に関する一般的な内容に加えて、地域の特徴を踏まえた具体的な内容が多く見ら

れ、防災意識の向上が防災能力の育成につながっていると考えられる。この結果につ

いて、次の２点から考察する。

１点目は、理科と総合的な学習の時間の関連を図った防災教育により、学習の理解

が深まったことである。理科で得た地震・津波に関する知識を、総合的な学習におい

て体験的な活動を行うことにより、防災を自分のこととして捉え、生活において生か

し総合的に働くものにすることができたのである。例えば、津波からの一般的な避難

行動は、地震発生後すぐに海岸付近から離れることである。しかし、児童は、防災マ

ップを作成することで、海岸付近の土地の標高が高いという地域の特徴を把握してい

る。よって、本地域では、海岸付近を通って避難することとなる。防災担当者から受

けた「海岸付近を通って避難場所に逃げる」という説明を、実感を伴って理解するこ

とができたのである。写真４は、児童が作成した防災マップの一部である。

２点目は、学校間交流学習を防災教育に取り入れることにより、自分達の取組に自

信を得るとともに、新たな課題を発見したことである。本校児童は、自分達の取組が
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相手校に役立つよう「しっかり調べて発

表したい、どんな質問にも答えられるよ

うにしたい」という気持ちで防災学習に

取り組んだ。そのことが、自分達の学習

の理解を深め、交流当日の堂々とした発

表につながった。そして、相手校からの

「よく調べている。役に立った」という

評価を受けることで、自分達の取組に自

。 、信を得ることができたのである さらに

相手校から学んだことをもとに、改めて

地域を振り返り 「自分達の地域で液状、

化が起こるかも知れない」と自らの力で

新たな課題を発見することができ、防災

学習を発展させることとなった。今回は、テレビ会議システムを用いることで、静岡

県の小学校と交流を行うことが可能となった。防災担当者からの聞き取り学習を終え

たときのアンケートで、地震や津波への備えの必要性について 「あまり思わなかっ、

た」と回答した児童についても、今回の交流を通して「思った」と回答している。近

い将来、大規模な発生が予想されているという同じ立場どうしの交流学習によって、

防災意識を高め、改めて防災担当者の話の重要性に気付いたと考えられる。

問４は、地震・津波からの被害を抑えるためには、日頃の備えが重要であるとする

防災意識に関係する質問である。その結果は 「よく分かった」９人 「だいたい分、 、

かった」４人であり 「あまり分からなかった 「分からなかった」の回答はなかっ、 」、

た。児童は 「家の人と避難場所などを確認しておきたい 「逃げる道具などをいつ、 」、

も備えておくのも必要だと思ったけど、地域のことをいっぱい知っておくのも大事だ

と思った」と感想を述べている。避難グッズの準備だけでなく、地域を知ることが日

頃から備えとして重要であると気付いたのである。

今回の全10時間の防災学習を終えて、ある児童は次のように感想を述べている。

授業の一番最初の時は、災害のビデオを見て 「怖い」と恐怖心しかなかった、

けど、授業を受けて、大きな地震ときちんと向き合うことができた。地域の人た

ちが、きちんと私達のために考えてくれていたので安心したし、今までは、津波

が来たら真正面の松林を通って来ると思っていたけど、回り込んで来ることも分

かった。でも、反対に、安全な避難の道が少ないことや、私の家から学校や高台

に逃げている間に、津波が来るかも知れないという不安も出てきた。今回、地区

長さん、副区長さん、浅羽北小学校のみんなに聞いたことを、正確に自分の地域

の人にも伝えたいと思った。

この感想文のように、今回の防災学習を通して、防災を自分のこととして受け止め

るとともに 「地域の人々を災害から守るために、自分達も役に立ちたい」と地域の、

一員として自覚を持ち、地域に根ざした防災の在り方を考えようとする児童の姿が見

られるようになった。さらに、同じ災害が想定される地域の学校との交流が必要であ

ることにも気づいた。

今回の理科と総合的な学習の時間の関連を図った防災教育に、テレビ会議システム

を用いた交流学習を取り入れることは、児童の防災意識を高めるとともに、防災能力

の育成につながることが明らかになった。今後は、防災教育において、教科・領域等

の関連を図った指導を行うとともに、テレビ会議システム等の交流手段を講じて、学

校間の交流を広げ、深めていく取組が重要であると考える。

写真４ 児童が作成した防災マップ
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５ 研究のまとめ

(1) 成果

・テレビ会議システムを用いることで、児童の学習の場を広げていくことが可能とな

る。防災担当者からの聞き取り学習では、地震に関する知識を得ることで、学習へ

の意欲、関心を高め、防災の必要性に気付くことができた。他の学校との交流学習

では、伝える相手がいることで、児童の学習への意欲が高まり、自分達の防災学習

。 、の質を高めることにつながった それぞれの学校で学習してきた成果を発表し合い

新しい情報を得たり、質疑応答をしたりすることで、自分達の学習を振り返るとと

もに、新たな課題の追求へと結びつき、防災意識を高めることができた。

・本研究では、理科と総合的な学習の時間の関連を図った指導計画を立て、検証授業

を行った。理科で得た防災に関する知識の理解をもとに、総合的な学習の時間にお

いて、体験的な活動を行ったことが、児童の防災意識を高めることにつながった。

防災教育において、教科・領域等の関連を図った指導を行うことが重要である。

・テレビ会議を行うにあたっては、きのくにｅラーニングシステムを利用した。この

システムにより、複雑な設定をせず、テレビ会議を行うができた。また、掲示板機

能やメール機能を活用し、交流相手校とのテレビ会議の連絡調整を行った。

(2) 課題

・本研究では、理科と総合的な学習の時間を活用して授業を行ったが、道徳や特別活

動とも関連付けて、防災教育を展開することが必要である。防災訓練も防災教育の

中に関連付け、防災意識を伴った防災訓練となるようにすることが大切である。

・防災教育においては、その地域だけの問題と捉えるのではなく、広域の取組が大切

である。ＩＴの活用により、防災の取組を広げていくことができると考える。

・防災に関する地域教材を開発し活用することや、地域の人材に協力を得ることは防

災教育を進めるうえで重要なことである。そのことにより、児童は、学習への意欲

を高め、防災意識の向上へとつながると考えられる。

・本研究は、小学校での防災教育の実践であったが、中学校を見通した防災教育を行

っていくことも重要である。
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