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〈概　要〉

　2010年１月13日で、ここ三河地方を襲った大
地震「三河地震」発生から65年目の節目の日を
迎える。また、将来的には、何十年も前から「東
海地震」の心配が叫ばれ続けている。しかし、
小学校での防災教育の充実が不十分だと感じて
いた。そこで、平成20年度より総合的な学習の
テーマに防災学習を取り入れ、年間を見通した
プログラム作りに取りかかることにした。
　導入部分で、三河地震被災体験者に学校で、
実際に被災体験を語ってもらうことにした。こ
のことで、子どもたちは、地震を身近に感じ、
自分たちにいつ降りかかってきてもおかしくな
い問題だと思うようになった。その後、その意
識を大切にしながら、未来の東海地震への備え
や被災時の行動に自信がもてるようになる実践
を計画的に積み上げていった。

1　主題設定の理由

　本校のある安城市は65年前の三河地震で多大
な被害を受けた。来年2010年１月13日で、三河
地震発生から65年目の節目の日を迎える。三河
地震発生当時の昭和20年は太平洋戦争末期の
敗戦色濃い時期であり、報道も十分されず、多く
の真実が世の人々に知らされることはなかった。
しかし、近年になり、その真実を掘り起こす作
業が行われた。当時、三河地震で被災した人々

が、これまで語ることのなかった真実を語り始め
たのだ。その被災体験談の中に、当時は報道さ
れることのなかった被害の大きさ、被害者数、
被災直後やその後の生活の様子が次 と々明るみ
に出てきた。そして、そこから得られる教訓は、
来るべき東海地震への備えに通ずることが多々
あることがわかった。
　この地域では、近い将来に、東海地震の発生
が懸念されている。そのため、その対策は喫緊
の課題であり、教育現場でも重要な課題となっ
てきている。しかし、学習前のアンケート結果
（資料１）からも子どもたちは、地震の突然性や
恐ろしさを十分理解しているとは思えない。また、
被災後の生活がイメージできず、行動の仕方に
も自信がもてないでいる。そのため、備えの必要性
を十分感じているともいえないのが実状である。
　そこで、自分たちが生活しているこの地域が
かつて大地震に見舞われ、多大な被害を受けた
事実を伝え、防災についての関心を高め、主体
的に学習を進め、自信をもって備えにつながる
行動を起こすことができるようにしていきたい
と考えた。方法として、この地方の過去の災害
である三河地震を風化させず、その実態を探り、
そこから教訓を学ぶことを防災学習の出発点に
しようと考えた。昨年度より、総合的な学習の
テーマとして、防災を取り入れ、年間を見通し
た小学校６年生を対象とした防災学習プログラ
ム作りを進めたいと考え本主題を設定した。

●最優秀賞

過去の三河地震の教訓から
防災を学ぶ地域密着の
総合的な学習
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2　研究の目標

　未来の災害にも通用する過去の地域の災害（三
河地震）の教訓を掘り起こすことで、子どもたち
が防災を自分自身の問題としてとらえ、主体的
に学習を進めること
ができるようにする。
そして、地震はくる
ものと実感し、命を
守るための方策がわ
かり、行動に移すこ
とができる子どもを
育てる総合的な学習
の地域密着の計画的
実践方法を探る。

3　研究の仮説と
　手だて

　仮説１：実際にこ
の地域で起こった三
河地震の被災体験を
聞くことで、地震を
自分たちの問題とし

てとらえることができる。また、防災学習の底
辺に常に、この被災体験を意識して進めること
で関心をもち続けることができる。
　手だて：この地方を襲った三河地震の被災体
験の掘り起こしを進めてきた名古屋大学災害対
策室の歴史災害教訓伝達プロジェクトの活動を
取り入れることで可能にする。
　仮説２：聞き取り、調べ、表現活動など、計
画的に進めることで、防災に関する知識を確か
なものにする。また、活動を振り返り、子どもた
ちがかかわり合う授業を取り入れることで、
個々の学習をつなげ、自信をもって、備えや被
災時の行動ができるようになる。
　手だて：学区の古老からの聞き取り調査、学
区を見直した防災マップ作り、死因や持ち出し袋
調べ、重要事項のまとめ作り、学芸会での発信
活動、家族防災会議、防災ハンドブック作りな
どを計画的に進める。また、学習を集約し、行
動確認ができる授業を行う。さらに、その授業
の中で、専門家のアドバイスを受け、曖

あい

昧
まい

な点
を解決できるようにする。

4　研究の計画（単元構想図・35時間）

●資料１／学習前のアンケート結果●資料１／学習前のアンケート結果
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5　抽出児について

　抽出児Ａは、落ち着きがあり、人の心情面を
くみ取り、表現することができる。防災学習では、
地震が近い将来に起きることは知っていても、
地震に対する備えや被災時の行動、被災後の生
活へのイメージがもてないでいた。しかし、備え
ることが面倒だという意識ではなく、大切だと
いう認識をもち、やる気があることが事前アン
ケートからわかった。児童Ａがこの学習を通し
て、地震へのイメージを明確にして、備えや行
動で自信がもてなかった部分を解消できるよう
にしたい。また、児童Ａならではの思いや備えなど
の具体的な行動についての意見を期待している。

6　研究の実践と考察

⑴�　地域の人から過去の災害（三河地震）の教
訓を学ぼう
①　三河地震の被災体験を聞こう
　和泉町で実際に三河地震に遭遇した鈴木敏枝
さん、沓名美代さん姉妹に学校に来ていただき
被災体験を聞いた。当時姉妹は、15歳と11歳で
あり、記憶をたどって被災直後の壁土のほこりと
におい、生き埋めになった人の泣き声などを語っ
た。さらに、その後の村の様子や生活の様子な
ど、体験談をもとにした画家の絵をたよりに、被
災のイメージを描きながら、教訓のつまった貴重
なお話を聞くことができた。
　児童Ａは、授業後の姉妹への手紙を、資料２
のように書いている。この手紙から、被災の様
子を実際の体験者から再現した絵を見ながら詳
しく聞いたことで、地震の怖さや備えの大切さが
はっきりし、身を守るための行動に移そうという

気持ちが表れてきている。
②　学区の人から聞き取りをしよう
　和泉町の姉妹の話を聞き、資料３の授業記録
のように、子どもたちはこの志貴学区は当時どう
だったんだろうかという疑問をもつようになり、
夏休みを利用して、家、近所、町内の人などへ
の聞き取りを行った。
　資料４のような聞き取りと結果が得られ、この
学区は震源から離れているが、生活に支障をき
たす被害があったことを子どもたちは初めて知っ
た。子どもたちの活動を知り、学区の老人クラ
ブの方々からも情報が寄せられた。子どもたち
の活動が地域の人たちの防災意識に影響を及ぼ
した一幕であった。聞き取り結果と地域の人た
ちからの情報を冊子「三河地震を語る～学区の
古老や祖父母の記憶をたどって～」にまとめ、
地域に配布した。

⑵　学習を深めよう
①　学区を調べよう
　子どもたちは、三河地震を振り返ることでこれ
からの自分たちが遭遇するであろう東海地震に
備えることに目を向けようという気持ちが高まっ
ていった。
　そこで、まず、学区を防災という観点で見直し

【被災体験談を聞く】
被災者：沓名美代さん、鈴木敏枝さん
【被災体験談を聞く】
被災者：沓名美代さん、鈴木敏枝さん

●資料２／児童Ａの姉妹への手紙●資料２／児童Ａの姉妹への手紙

●資料３／被災体験談を聞いた後の授業記録●資料３／被災体験談を聞いた後の授業記録
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てみようということになった。柿碕町、尾崎町、
宇頭茶屋町、橋目町の４町からなる志貴小学区
を自分が住んでいる町別に分担して調べること
になった。
　児童Ａは、マップに書き入れることを３つ考え
た。消火器の場所、せまい道、広い安全な場所
であった。その後、みんなの意見を聞き避難場
所、危険な場所、防火水槽、病院、コンビニ、
自動販売機など見る観点が広がっていった。そ
して、町内の地図をもち、資料５のように５つ
の観点で色分けをして情報を書き入れていった。
最後は、それを持ち寄り大きな地図に書き入れ
ながらまとめていった。児童Ａは宇頭茶屋町の
まとめで細かいところまで書き入れながら、こ
れを地域の人たちにも知ってもらえるように配
りたいと話していた。

　　　　　　　　

②　死因調べをしよう
　大地震では、多くの人が命を落とすことを知っ
た。これから起こる地震で命を落とさないため
には、まず、これまで実際に起こった地震での
死因調べをすることが必要だということになり、
死因調べを行った。
  調べ学習に入る前に、子どもたちが考えている
死因を話し合った。子どもたちからは、建物や
家具につぶされる、外で落下物にあたる、土砂
災害などが出された。これらの直接死のように
震災時に命を落とすのではなく、その後、しばら
くしてから命を落とす震災関連死もあることを
伝え、調べ学習に入った。
　児童Ａは資料６、７のような死因調べをし、そ
れを防ぐ方法を考えた。児童Ａは今まで、命を
守るための具体的な行動が見えていなかったが、
この学習を通して自分の今必要な備えが明確に
なり、行動に移す準備ができたことがわかる。
　児童Ａは震災関連死は、心の問題が大きいと
とらえ、ストレス解消や大切な人の分も生きよう
という気持ちをもつなどの記述が見られる。そ
して、心を支えるために、備えておく物へと考え
が発展していった。その後の学習で、非常持ち
出し袋にこだわりを見せ、中身の吟味を追究し
ていくことにつながった。

●資料４／聞き取り結果●資料４／聞き取り結果

学区被災体験談集
「三河地震を語る」
学区被災体験談集
「三河地震を語る」●資料５／地図上での色分けの観点●資料５／地図上での色分けの観点

持ち寄った情報を書き入れていく持ち寄った情報を書き入れていく

防災マップ（宇頭茶屋町）防災マップ（宇頭茶屋町）

調べた結果を出し合いまとめた調べた結果を出し合いまとめた
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③　対策を考えよう
　これまでの学習を振り返り、備えなど大切だと
思ったことをまとめることにした。持ち出し袋の
中身について調べたり、死因から考えられる家
具の固定等について調べてまとめた。
　避難所での生活にはプライバシーの問題があ
り、そのため様々な問題が潜んでいることにこ
だわっていた子は右の写真①のまとめを作成し
た。また、備えについて詳しく調べ、命を落とさ
ないためのに、自分の家を細かくチェックし、
家具の固定方法、窓ガラスの飛散防止方法、照
明器具の落下防止方法、冷蔵庫など大型家電の
固定方法などをまとめた子もいた。右の写真②
のようなまとめを作成した。これは、死因調べ
の学習から、家屋の倒壊などによる圧死が死因
の８割以上を占めることを知ったことが強く影
響している。そして、それに対する備えの大切
さを強調した感想には、「備えあれば憂いなし」
の言葉が見られ、万全の備えへの気持ちが固
まったことがわかる。
　児童Ａは、これまでの学習から、具体的な備
えとして、持ち出し袋の中身を充実させることの
大切さを強く思うようになっていた。直接死を免
れたあとの生活を少しでも困らないものにするた
めには、自分が今までに気がつかなかった物で
重要なものはないかと考え、詳しく調べていっ

た。その結果下の写真③のまとめを作成した。
　ベテランさんの中身は、非常食の種類が豊富
で、それを食べるための使い捨ての紙皿、紙コッ
プ、缶切りなども含まれていた。救急箱の中身
は、児童Ａは簡単なけがに使う物だけを考えて
いたが、ベテランさんは、鎮痛剤、整腸剤、か
ぜ薬、目薬、綿棒、三角巾などが含まれていた。
まとめに、児童Ａは「現在自分の家にある持ち
出し袋の中身を見直し、ベテランさんのものに
近づけることにする」と結んでいる。

●資料６／児童Ａの直接死の原因調べと考えた防ぐ方法●資料６／児童Ａの直接死の原因調べと考えた防ぐ方法

●資料７／児童Ａの震災関連死の死因調べと考えた防ぐ方法●資料７／児童Ａの震災関連死の死因調べと考えた防ぐ方法
①避難所での生活にこだわっ
たまとめ
①避難所での生活にこだわっ
たまとめ

②家の中の家具、窓、照明、
テレビ、冷蔵庫、暖房器
具の固定についてのまとめ

②家の中の家具、窓、照明、
テレビ、冷蔵庫、暖房器
具の固定についてのまとめ

③児童Ａは自分が思いつい
た中身を、調べたベテラン
さんの中身と比べた

③児童Ａは自分が思いつい
た中身を、調べたベテラン
さんの中身と比べた

授業で使用したワークプリントの
一部
　大きな災害が起きると、強いス
トレスを受け、何が起こっている
か、何をすべきかわからなくなるこ
とを、三河地震や新潟中越地震
の記録から説明を聞いた。その後、
なぜ起きるか、うまく乗り切るに

はどうすればいいかを学習した。子どもたちは、実際に災害が
起きた場合の具体的な行動の仕方を理解することができた。

授業で使用したワークプリントの
一部
　大きな災害が起きると、強いス
トレスを受け、何が起こっている
か、何をすべきかわからなくなるこ
とを、三河地震や新潟中越地震
の記録から説明を聞いた。その後、
なぜ起きるか、うまく乗り切るに

はどうすればいいかを学習した。子どもたちは、実際に災害が
起きた場合の具体的な行動の仕方を理解することができた。
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④　これまでの学習を振り返ろう
　ここまでの学習を振り返り、次のような２時間
の授業を実践した。１時間目は、これまで触れ
てこなかった被災時の心理面で学習のため、名
古屋大学の木村先生を招いた。その授業では、
「失見当（しつけんとう）」について学習した。
この授業を受けて子どもたちは、今まで聞いたこ
ともなかった人間の状態を知り、衝撃を覚えた。
そして、しっかり覚えておいてこれからに活かし
ていこうとする気持ちや家族にも教えてあげた
いという考えを資料８のように一気に書き上げ
た。「人の心のブレーカー」の存在を知ったこと
で、子どもたちの思考に広がりができた。
　２時間目は、これまでの学習をまとめ、地震
が起きた時の行動を確認し、実際の備えにつな
げるための授業を行った。その際、これまで、
子どもたちが学習して個々にもっているものを
かかわらせ、より理解を深めることができるよ
うに、話し合いの形態をとった。曖昧な点を残
さず、自信をもった被災時の行動につながるよ
うに、専門家の発言も取り入れながら進めた。
　話し合いのテーマを「家に一人でいる時に地震
がきたらどうするか」とし、これまで学習してき
たことをもとに、意見を出し合った。曖昧な点は
子ども同士質問し合ったり、木村助教のアドバ
イスではっきりさせていった。児童Ａは、まず

「出口を確保してから机の下にもぐり机の足を持
つ」という考えを発表した。ほかの子の考えや
木村助教のアドバイスを聞き、命を守るために
は、まず、机の下に隠れることが優先だというこ
とに納得していったことが、資料９の授業記録と
資料10の児童の授業メモと振り返りからわかる。
　その後、揺れが収まり、外へ出る時のことに話
し合いは発展した。児童Ａは「持ち出し袋を持っ
て、頭を守って外に出ます。」と発言した。児童
Ａは持ち出し袋の中身にこだわりがあり、調べや
まとめにもそれが表れていた。その後、持ち出
し袋について話し合いが進む中で、児童Ａは「避
難所に食料がないので、持っていった方がいい
と思います。」と発言している。その後、ほかの

子の意見や専門家のアドバイスを聞き、優先順位
を考え直し、とにかく頭と足を守る物を持って、
外に出ることが大切であることに考えがまとまっ
ていった。このことが、資料11の授業記録や資
料12の児童Ａの授業メモや振り返りからわかる。
　児童Ａの振り返りの感想からは、この授業ま
では「頭」を守ることだけを考えていたが「足」
を守ることの重要さに気づいたことがわかる。
今後、児童Ａはどんなことを家族と話し合い、
どんな備えをすればいいかをはっきりさせるこ
とができた。自信をもって行動に移す準備を進
めることができると期待している。

●資料８●資料８

話し合いの様子
子どもの意見を板書で整理し
ながら進める話し合いの様子
子どもの意見を板書で整理し
ながら進める

専門家のアドバイス

●資料９／授業記録

専門家のアドバイス

●資料９／授業記録
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⑶�　家族や地域に広げ未来の災害（東海地震）
に備えよう

①　学芸会で三河地震の教訓を伝えよう
　子どもたちは学習を進めるうちに、自分たちが
学んでいることを、もっと多くの人に伝えたいと
いう気持ちになっていった。どうすればそれが
できるかを考え、最初の「三河地震の体験談を
聞こう」の学習で聞いた体験談を学芸会で劇に
して家族や地域の人に見てもらうことにした。
体験談には地震の教訓が多く含まれていた。さ
らに、その体験談を聞く時に見た被災の絵（名
古屋大学災害対策室提供）の様子を劇の場面と
して再現し演じることにした。役決めでは、被
災体験を聞いた時の様子を思い起こしながら、
子どもたちは印象深かった場面での役を選び練
習や準備に入った。背景画や道具などは、絵を
手がかりに子どもたちが分担して作り上げて
いった。児童Ａは被災姉妹の姉の役を希望し、
姉妹に資料13のような招待状を送った。資料14
の台本を子どもたちと作成し上演したここでは、
主な劇の場面を絵と写真でまとめた。

●資料10／児童Ａの授業メモと振り返り●資料10／児童Ａの授業メモと振り返り

●資料11／授業記録●資料11／授業記録

●資料12／児童Ａの授業メモと振り返り●資料12／児童Ａの授業メモと振り返り

児童Ａは、劇中で姉妹
の語りの様子を再現し、
被災時の様子を気持ち
を込めて語った

児童Ａは、劇中で姉妹
の語りの様子を再現し、
被災時の様子を気持ち
を込めて語った

●資料13／児童Ａが姉妹に送った学芸会の招待状●資料13／児童Ａが姉妹に送った学芸会の招待状
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【劇の主な流れ】（左の絵：名古屋大学提供）
　当時、国民学校の６年生だった妹の美代さん
がお宮さんにお参りに行った時に、地震がきた。
石灯籠など倒れやすい物に近づいてはいけない
という教訓を学んだ場面である。
　１月13日の三河地震の後、着の身着のまま、
素手、素足で毎日片づけをした。ここから、靴
や軍手、季節の衣服の備えの大切さを教訓とし
て学ぶことができた。
　死んだ牛を吊しておいて、おにぎりに混ぜて食
べたという体験談を再現した。食料や水の備え
がないと、被災後の生活には困ることを実感す
ることができた。
　着の身着のままで、何日もほこりまみれで片
づけをして、半月ぶりに壊れた家の木をくべて、
近所の人みんなで風呂に入った体験談を再現し
た。着替えや衛生用品の準備、隣り近所の協力
の大切さを教訓として学ぶことができた。
　次の場面では、雪の降り込む「ふすまの家」
を作り、そこで生活したという体験談を再現した。
被災後の住まいの確保を考えておくことを教訓と
して学ぶことができた。
　最後の場面は、校舎がなく、外にすわって黒
板をぶら下げた先生のもと、学校が再開された。
しかし、雨や空襲で思うように授業が進まなかっ
たという体験談を再現した。少しずつ、生活が
もとに戻っていくが、もとの生活に戻るまでに
は、多くの日数がかかる。それを乗り切るため
の備えについて考えるきっかけになった。
　学芸会を終えて、児童Ａは、資料15のような感
想や学んだことを書いている。この感想から、
聞いただけでは、実感しきれなかった被災時の
大変さや怖さを自分が演じることで本当にあっ
たことだという思いに変わったことが読み取れ
る。今一つ防災が自分やまわりの人たちにとっ
て、切実感がなかった状況からの変化が感じら
れた。また、実際に将来地震がくることをしっか
り認識し、家族に広め、備えをしていきたいとい
う気持ちを読みとることができる。また、具体
的にどう備えればいいかを理解し、行動に移す

ことができるという自信が感じられる。

●資料14／学芸会の台本「地震に負けない！」●資料14／学芸会の台本「地震に負けない！」

思わず石灯籠にしがみついた子を先生が注意し急いで離れた思わず石灯籠にしがみついた子を先生が注意し急いで離れた

真冬に、素手素足のまま、ほこりの中で毎日毎日片づけをした真冬に、素手素足のまま、ほこりの中で毎日毎日片づけをした

農家のため、米があった。井戸水を使い、おにぎりを作って
食べた
農家のため、米があった。井戸水を使い、おにぎりを作って
食べた

五右衛門風呂を外に作り、近所の人たちみんなで交代で入った五右衛門風呂を外に作り、近所の人たちみんなで交代で入った

襖
ふすま

や雨戸を紐
ひも

でしばって「ふすまの家」を作り生活した襖
ふすま

や雨戸を紐
ひも

でしばって「ふすまの家」を作り生活した

しばらくして、外にひもで線を引き、学校が再開したしばらくして、外にひもで線を引き、学校が再開した
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②　家族防災会議を開こう
　これまで学習したことを、各家庭に広げ、家
族で話し合ったり確認し合ったりすることが、大
切だと子どもたちは考えるようになった。それと
同時に、自分一人ではできないことがあること、
家族みんなが大切な命を落とさないようにしな
ければいけないということに気づいた発言が多
く出るようになった。そこで、「家族防災会議」
の計画を立て、各家庭で休日を利用して開くこ
とになった。結果は資料16の家族防災会議の
記録から、大切なことがたくさん話し合われた
様子が分かる。
　家の中での安全な場所と危険な場所の確認を
し、家の外では第１避難所の町内の神社への行
き方や公衆電話の場所を確認している。また、
近所の人の様子まで気を配り、一人暮らしや障
害を持った人がいないかを話し合った様子が分
かる。

③�　大切なことを「防災ハンドブック」にまとめ
よう

　学習したことをハンドブックにまとめ携帯し、
今後の生活に活かしていくために、一人一人が
工夫して手作りハンドブック（Ｂ７版８ページ）
を作成した。各自で、これまでの学習を記録し
たファイルを見ながら、重要だと思うことや役
に立つと思うことを考えて書き上げていった。
学校で学習したことだけでなく、家族防災会議
の内容も盛り込んで、今後、地震から命を守る
ために持っていたいと思う「防災ハンドブック」
を完成させようと熱心に取り組んでいた。表紙か
ら裏表紙まで８ページびっしりに充実した内容
のものができあがった。

④�　「地震防災マップ｣ や「被災体験談集」を配
ろう

　子どもたちはなんとか、印刷して学区の家庭
に配りたいと考えるようになった。そこで、手
分けして情報をパソコンに取り込んだり、必要
な写真を取ってきたりして作業を続け完成させ
ることができた。まず、2009年１月15日（防災と
ボランティア週間の初日）の校内避難訓練で、

「志貴小学校地震防災マップ」を披露し、全校
児童に配布した。この取り組みに新聞社やテレ
ビ局も注目し取り上げてくれたことで、社会へ
の発信もすることができた。非常持ち出し袋の
紹介も運動場や教室で行った。

●資料15／児童Ａの学芸会後の感想と学んだこと●資料15／児童Ａの学芸会後の感想と学んだこと

●資料16／家族防災会議メモ●資料16／家族防災会議メモ
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7　仮説の検証

　仮説１の三河地震の被災体験談を聞くことで
防災学習への関心を持続させることについては、
児童Ａの記録をもとに、35時間にわたる防災学
習の活動を常に支え、考える拠り所となってい
たことは実践と考察で述べてきたとおりである。
体験談を語ってくれた姉妹が、子どもたちの招
待に応じて三河地震の劇を見に来てくれたこと
で、被災者と子どもたちの思いがつながったこ
とからも成果を感じとることができる。また、
思いを新聞やテレビのメディアを通して、多く
の人に伝えることができたことも、子どもたち
の学習を支える大きな力になった。

　仮説２の聞き取り、調べ、表現活動など、計
画的に活動を組むことで、防災に関する知識を
確かなものにする。そして、活動を振り返り、か
かわり合う授業を取り入れることで、個々の学
習をつなげ、自信をもって備えや被災時の行動
ができるようになることについても、児童Ａの
記録をもとに、実践と考察で述べてきたように、
備えや被災時の行動の手順を理解できたことが
判断できた。個々の児童の記録やアンケート結
果（資料17）からも、家庭での備えや、被災
時の行動に自信がもてるようになったことがわ
かった。

8　今後の課題

　昨年度の学習を活かし、今年度は子どもたち
の創意工夫で新しい活動を取り入れ、地域を巻
き込んだ地域密着の実践をさらに積み上げ、精
選しながら進めていく計画である。

毎日新聞2009年１月29日
愛知県三河版
総合的な学習の一環として完成し、学区配布に至ったことが
報道された。

毎日新聞2009年１月29日
愛知県三河版
総合的な学習の一環として完成し、学区配布に至ったことが
報道された。

地元中京テレビの報道番組
「リアルタイム」の取材を受け、
2009年１月15日にテレビを
通して、避難訓練の様子と「志
貴小学校地震防災マップ」が
紹介された。

地元中京テレビの報道番組
「リアルタイム」の取材を受け、
2009年１月15日にテレビを
通して、避難訓練の様子と「志
貴小学校地震防災マップ」が
紹介された。

非常持ち出し袋の紹介非常持ち出し袋の紹介

学芸会を訪れた姉妹や教諭をNHKが取材
（2008年11月27日のほっとイブニングで放映）
学芸会を訪れた姉妹や教諭をNHKが取材
（2008年11月27日のほっとイブニングで放映）

●資料17／学習後のアンケート結果●資料17／学習後のアンケート結果
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中日新聞2009年５月１日

毎日新聞2008年11月15日（朝刊）


