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子どもたちに必要なことは何か。それは、経験を
力に変え、守られる存在から誰かを守る存在へ
と成長するきっかけをつくることであろう。
　臨時休校が開けるまでの間、自分は子どもた
ちと共に何を考えていくべきなのかを深く考えた。
この地震の経験を「大変だった」「つらかった」
で終わらせず、彼らの成長の糧にしていきたい。
そんな思いから、授業構想を練ることにした。

　授業構想を練っていく中で私が初めにぶつ
かった壁。それは、授業を通して子どもたちにど
んな力をつけたいのかということをはっきりさせる
ことである。登校してきた子どもたちとの授業の
一番初めに「こんな力をつけたい」とはっきりと
伝えていく。それが今回、学習を進めていくうえ
で大切だと考えた。今回の地震で心が傷ついた
子もいる。不安を抱えながら学校へ登校してくる
子もいるだろう。様々な状況の子どもたちの気持
ちを一つにして、学びに向き合えるようにするた
めに何を語るかを考えた。東日本大震災では多
くの子どもたちが被災した。しかし彼らの中には
その苦しい経験を糧にして、今も力強く歩んでい
る子がたくさんいる。苦しい過去を未来につなげ
ながら力強く歩んでいく力。そんな力を目の前の
子どもたちにもつけたい。そう強く感じた。そこで、
私は授業のテーマを「過去から学び、未来につ
なげる力を育てる」とした。怖かった。不安だった。

主題設定の理由2

　平成30年９月６日午前３時７分。大きな揺れが
北海道を襲った。最大震度７。「北海道胆振東
部地震」と命名されたこの地震は広範囲で土砂
災害や液状化現象を引き起こした。また、発電
所の緊急停止により北海道は大規模な停電に見
舞われた。私の勤務地では震度６弱の揺れが観
測された。地震の前日に台風が通過していたこと
で校区の公園の木々はなぎ倒されていた。それ
に加えて震度６弱の揺れ。学校近くの道路は車
が通れないほど陥没していた。この地震の影響
で学校は臨時休校となり子どもたちは、電気のな
い非日常の生活を余儀なくされた。
　私が札幌に勤務し始めたのは７年前である。
それまでは福島県郡山市で小学校教師をしてい
た。東日本大震災によって被災し、家族で札幌
へ移住してきた。札幌という新天地で新たに始
まった教員生活。しかし、平成23年３月11日に
起きたあの震災の経験は心の中に大きく残ってい
た。この北海道の地でもし東日本大震災のような
大きな災害が起きたとき、自分は何ができるのだ
ろうか。札幌に来てからもそんなことを考えなが
ら、日 を々過ごしてきた。
　そのような中で起きたのが今回の地震である。
被害の状況が明らかになっていく中で、私は東
日本大震災のときに感じた不安と、自分に何かで
きることはないのかという焦りに襲われた。今、

はじめに　〜実践に至る経緯〜1



45

優
秀
賞

そんな経験にみんなで向き合いながら、自分た
ちの未来につなげていけるような学びを展開しよ
うと考えた。

　今回の学習を進めるにあたって、大切にしたい
と考えたのは「自分ごととして深く考える場面の
確保」である。地震を実際に体験した子どもた
ちの生の声を拾い、それらを生かしながら学習
を進めていくことはできないかと考えた。小学校
学習指導要領（H29告示）解説、総合的な学習
の時間編、第４章第１節の１には、目標及び内容、
学習活動などが、教科等横断的な視点で連続
的かつ発展的に展開するように、教科等間・学
年間の関連やつながりに配慮することが大切で
ある、と書かれている。そこで今回は「国語科」
と「社会科」と「総合的な学習の時間」のカリキュ
ラム・マネジメントを行いながら、学習を深めて
いけるよう工夫することにした。
　社会科の学習に「地震からくらしを守る」とい

深く考える場面を確保するために3

う単元がある。この単元では地震が起きたときの
ために行政や地域の人たちがどのような対策をし
ているかを学ぶ学習である。この学習をベースに
して、学習を展開していくことにした。そこで、
国語科の「調べたことを整理し、発表しよう」と
いう単元の学びを組み合わせることにした。今回
地震で経験したことを子どもたち同士で共有し、
それらを分類しながら学習を進めていくことで、
国語科と社会科の学習を連続的、発展的に展開
していけるだろうと考えた。考えたことは新聞に
まとめ、それをもとに発表会を開くことで、互い
に自分の体験や考えを共有し合えるように計画を
立てた。また、総合的な学習の時間の「まもろう
いのち」という単元で市の防災センター見学を計
画し、自分たちが学んだことをさらに深めていく
ことにした。このように、「地震」の学習を中心
として３教科の学習内容を貫くことで、「自分ごと
として深く考える時間」が確保できるよう学習計
画を作成した（図１）。

図1　３教科の学習内容のカリキュラムマネジメントをする
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１時では地震が発生したとき、１人１人がどのよ
うに過ごし、どんなことを感じたかをクラスで共
有し、それらを新聞の１コマ目にまとめた（写真
１）。

写真1　自分の経験を学習のスタートに

単元計画（全17時間）4

１　地震発生時の状況を共有する（第１時）
　地震発生から４日後。ようやく学校が再開し、
子どもたちは登校することができた。しかし、給
食の供給ができないため、２日間は午前授業と
いう日程だった。子どもたちの記憶が薄れる前に
今回の地震について共に考えたいという思いか
ら、学校が再開した日から、防災についての学
習を展開した。当時は余震が続いていたため不
安を感じている子どももいた。そこで、不安を感
じている子どもたちの気持ちに寄り添い、不安感
を共有しながらも「命を守るために本気で考えて
いこう」と子どもたちに語りかけた。この経験を
しっかりと胸に刻むことで、次は「だれかを守る
力」をつけていこう。そんな言葉かけで、子ども
たちが学びに向き合う気持ちを高めていった。第

授業の実際5

　国語科……７時間　　　社会科……６時間　　　総合的な学習の時間……４時間
次 教科・単元 学習内容
１

社会科「地震からくらしを守る」
地震の体験を共有して新聞記事にまとめる。

２
３

社会科の教科書を読んで行政や地域の取り組みを理解する。

４
国語科「調べたことを整理し、発
表しよう」

地震発生で困ったことを出し合う。
５ 地震発生で困ったことを分類する。
６ 分類したことについて解決策を話し合う。
７
８

社会科「地震からくらしを守る」
分類したことの中からまとめたいものを選び、新聞記事にまと
める。

９
10 国語科「調べたことを整理し、発

表しよう」

まとめた新聞記事の内容を発表する準備をする。

11
12

まとめた新聞記事をもとに防災学習発表会を行い、自分たち
の考えを伝え合う。

13
14
15
16

総合的な学習の時間
「まもろういのち」

防災センター見学学習を通して、防災への理解を深める。

17 社会科「地震からくらしを守る」 今回の学習を通して感じたことを新聞にまとめる。
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２　行政や地域の取り組みを理解する
　　（第２、３時）
　今回の地震では、大規模な停電が発生したた
め子どもたちは周囲がどのような状況だったのか
をメディアを通して知ることがあまりできなかっ
た。そのため、地震が起きたときに行政や地域
の人がどのような行動をして人々の暮らしを守っ
たのかを教科書や副読本を使って学習した。子
どもたちは、今回の地震で実際に水が出なくなっ
たり、近隣の学校に避難所が開設されたりしたこ
とを思い出しながら、学習に臨んだ。学校の備
蓄庫や緊急の給水口の存在を再確認するなど、
災害が起きる前にたくさんの人が防災対策を行っ
ていたのだということに改めて気づくことができて
いた。

３　共有し、分類する（第４〜６時）
　国語科「調べたことを整理し、発表しよう」の
単元では、集めた資料を分類したり、整理した
りする学習をする。そこで今回の地震で困ったこ
とをグループで話し合い、カードにまとめていっ
た。まとめたカードを、みんなで黒板に分類して
いくことで、地震の際に起きた多くの困り感を可
視化し、共有した（写真２）。子どもたちが話し
合いの中で挙げた地震による困りは、次の五つの
グループに分類された。

（1）揺れに関すること
　・ 強い揺れによって、棚が倒れて閉じ込めら

れた。
　・ ガラスが割れたり、物が落ちてきたりして、

けがをした。
　・ 土砂災害や液状化現象によって被害を受け

た家があった。
（2）電気に関すること
　・ 停電で電気が使えなくなって、いつもどおり

の生活ができなくなった。
　 ・ スマートフォンの充電ができなくて不安になっ

た。
　・ 冷蔵庫の電気が止まり、中の食料品が悪く

なってしまった。
（3）交通に関すること
　・道路が陥没して、車が通れなくなった。
　・信号が止まって、道路が混雑してしまった。

（4）食料に関すること
　・ お店に行列ができて品物が売り切れになり、

不安になった。
　・ 水が出なくなってしまい、給水所に水を汲み

に行った。
（5）健康に関すること
　・ ○時間後に再び大きな揺れが起きる、突然

断水が始まるなど、うその情報（デマ）が流
れて、不安になった。

　・ 不安で夜眠れなくなったり、トイレに行けな
くなったりした。

写真2　地震発生で困ったこと話し合い、分類していく
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　次に黒板に分類された問題点についてどのよう
な工夫をしていけばよいのかをグループで話し
合った。出された意見は青いカードにまとめ、黒
板に掲示していくことで、問題点と解決策がつな
がるよう工夫した。この活動によって次に再び大
きな地震が来たときのために、今からでもできる
ことがあることに子どもたちは気づくことができて
いた（写真３）。

写真3　�分類したことに対する解決策を話し合
い、カードにまとめ分類する

　この学習を行った後にある子どもが書いた感
想である。
　

　この感想からもわかるように、子どもたちは地
震による被害が連鎖的に起きていくことに気づく
ことができている。地震を経験する前は地震の
揺れによる物理的な被害ばかりに目が向きがち
だった子どもたちが、分類する学習を通して広い
視点で物事を見られるようになったことに成長を
感じた。

４　分類した内容をまとめる（第７、８時）
　地震によって起こる様々な問題に対してどのよ
うな対策を行っていけばよいのか、グループで話
し合う中で子どもたちは理解を深めていった。そ
の理解をさらに深いものにしていくために、新聞
にまとめを行うことにした。先ほど話し合い、分
類した内容の中から、自分が特に伝えたいもの
を選び、新聞記事にまとめた。
　前時までの流れと同じように「地震によって起
こる問題」と「それを防ぐための工夫」の２点を
記事の中心に据えることで、グループの話し合い
の中から出てきた意見を記事に取り入れながらま
とめることができていた。自分の考えが相手に
しっかりと伝わるように、図やイラストを使いなが
ら記事を書く姿も見られた（写真４）。

　今回の学習で、地しんによってたくさんの困っ
たことが起こることがわかりました。みんなで話
し合っていくうちに自分では気づかなかったこと
にきづくことができました。みんなで困ったこと
を出し合って、似ているもので分類したけれど、
どの被害もつながっているなと思いました。
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５　プレゼンの準備をする（第９、10 時）
　「調べたことを整理し、発表しよう」の単元では、
調べて分類したことを発表するためにどのような
ことに気をつけて原稿を作成していけばよいのか
を学習する。そこで、話し合い、まとめるだけで
終わらせず、それを発表する活動まで高めていく
ことにした。子どもたちは教科書の書き方を参考
にしながら、自分が書いた新聞記事を紹介する
原稿を作成した。
　子どもたちは自分の書いた原稿に声の強弱や
速さ、資料を提示するタイミングなどを赤で書き
込み、自分の考えが相手に伝わるように原稿作
成をした。原稿が完成した子どもは友達と原稿
を読み合いながら練習するなど、自分の考えを
しっかり伝えようと意欲的に学習をする姿が見ら
れた（写真５）。

写真4　発表したいことを選び、記事にまとめる

６　まとめた内容を伝え合う（第 11、12 時）
　発表原稿をまとめた後、まとめた新聞記事を
互いに発表し、伝え合った。子どもたちは自分が
地震時に体験したことや、困ったことを織り交ぜ
ながら友達に発表をしていた。このように発表を
聞き合うことで、子どもたちは自分が感じた困り
以外にも様々な困りがあることに気づくことがで
きた。住んでいる場所や周囲の状況によって被
害状況が変わることを感じ取りながら発表を聞く
姿が見られた（写真６）。発表終了後は感想カー
ドを書き、感じたことを交流することで自分の発
表の振り返りを行った。

写真5　相手に伝えることを意識した学習を

写真6　自分の考えを伝え合う
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１　研究の成果
（1）当事者意識をもった学習
　今回の学習を展開するにあたって非常に学び
になったのは「当事者意識の重要性」である。
実際に自分が地震を体験し、被害を受けたこと
で子どもたちが当事者意識をもちながら学習でき
たことが、学びをさらに深いものにしたように感
じる。地震が起きてからすぐにこの学習に取り組
んだことで、子どもたちが課題を自分ごととして
捉えながら、今とこれからを見つめることができ
た。今回の実践を通して自分の体験を自分だけ
に留めることなく、他者や未来の自分の力にして
いこうとする子どもたちの姿には、自分もたくさん
の勇気をもらった。経験を学びに変え、それを
生かしていく。そんな学習を展開することができ
たように思える。

（2） 「経験→知識→追体験」という学びのサイク
ル

　今回は全員が地震という共通の経験をしてい
た。そのため学習の導入から子どもたちが積極
的に話し合い、学習を深めていく場面が多く見ら
れた。自分が経験したことが学びの出発点になっ
たことで、子どもたちは教科書や副読本の内容

写真8　学習を通して完成した新聞

研究の成果と課題6

７　防災センター見学へ（第 13〜16 時）
　発表会の後、総合的な学習の時間に、市の防
災センター見学へ出かけた。前時までに自分で
防災について調べたことをまとめたり、発表した
りする経験を積み重ねていたので子どもたちは自
分ごととして災害を捉えることができていた。地
震体験のコーナーでは「９月の地震ではガスを止
める余裕なんてなかったなぁ」などと、自分の体
験とつなげながら学ぶ様子が見られた。地震以
外にも暴風、洪水、火災、豪雪、崖崩れなど様々
な災害があることを知り、子どもたちは改めて防
災に対する意識を高めていた（写真７）。

８　学習のまとめ（第 17 時）
　見学学習から帰ってきた後に、子どもたちは新
聞の一番下のコマに今回の学習のまとめを記事
にした（写真８）。ある子どもはまとめの中で「地
震が起きると困ることがたくさんあることがわかり
ました。今回の地震で教えられたことは、たった
１回の地震で死者が出てしまうことです。もし今
回の地震で津波が来ていたらたくさんの死者が
出ていたはずです。こんなに大きな地震を経験
したことがなかったので、地震の恐ろしさを知り
ました。大人になったら、子どもにこのことをしっ
かりと教えてあげたいと思います。」と書いた。こ
の感想から、子どもたちが自分の経験を未来に
生かしていこうという意志が見られる。この学習
を通して「過去から学び、未来につなげる力」を
育むきっかけをつくることができたように感じる。

写真7　防災センターで学びの再体験を
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を学ぶときにも意欲的に学びを進めていた。経
験が知識と結びつき、さらに深い理解へとつな
がっていった。ある子どもは学校の備蓄庫につい
て学んだ後に、学校の屋上についている太陽光
パネルの存在に気づいた。その子どもはその気づ
きを発表原稿に載せて発表した。このように経
験が自己の視点を広げ、新たな知識と結びつい
ていく場面がたくさん見られる学習を展開できた
ように思える。
　また、最後に防災センター見学を設定すること
で学習したことを追体験し、頭だけでなく体でも
学び直すことができた。

（3）過去を未来につなげる力
　2011年３月11日に起きた東日本大震災では悲
しいことがたくさん起きた。しかし、それ以上に
私を勇気づけてくれる人たちにも出会った。その
人たちに共通していたのはみな「未来を見つめて
いる」ということだ。「つらい」「苦しい」、そうい
う経験から前を向き、未来をよりよくするために
小さな一歩を重ねていく。そんな視点を誰もが
もっていたように思える。今回「過去から学び、
未来につなげる力」を子どもたちに育んでいきた
いと考えたのは、そのような方 と々の出会いによ
るものだ。この学習を通して子どもたちは本当に
意欲的に学び続けていた。友達と積極的に対話
し、これからどうしていけばよいのかを真剣に考
える姿はまさに「未来につなげる姿」だった。防
災センター見学では地震のトラウマから学びに向
かえない子どもがいるのではないかと心配した
が、どの子どもも積極的に学びを深めていた。
皆で経験を共有しながら学習を進めたことが子
どもたちの不安感をぬぐい、学びに向き合う強さ
を育んだように感じた。
　今回の地震を通した実践は、未来を見つめる
感覚をつかむきっかけになったように思える。子
どもたちの生きる未来は予測不可能なことが度々
起きるだろう。「過去を未来につなげる力」はそ
んな時代を生きる子どもたちを照らしてくれるの
ではないか。そんな可能性を感じることができた。

２　研究の課題
（1）日常的に「防災」の意識を
　今回の学習で子どもたちは地震の恐ろしさと、
それに立ち向かうための知恵を学ぶことができ
た。しかし、人の記憶とは薄れるものである。そ
の後大きな余震がなく、日々が過ぎていく中で、
どうしても過去は忘れ去られ、平穏な日々が当た
り前のように感じてしまう。災害は忘れた頃にやっ
てくる。この学習をたった一度きりの学習として
終わらせては全く意味がない。今後も様々な学
習や日常生活の中で、繰り返し「防災」に対して
意識する場面を設定していくことが大切だろう。
今回の学習をもとに、さらに学習を深めていく機
会をつくっていけるようにしていきたい。

（2）資料を用いて視点をさらに広く
　今回は、自分の身近な出来事から学びを広げ
ていく学習展開をとった。そのため子どもたちは
自分の身の回りで起きた出来事をつなぎ合わせ
ながら、学びを深めていた。今後は、さらに視
点を広げて、様 な々地域のことにも関心をもたせ
ていきたい。例えば、新聞記事を用いながら、
被害の大きかった地域のことを調べたり、過去
の地震と比較したりする活動などを行うことに
よって、身の回りからさらに視点を広げていくこ
とができるだろう。次に防災教育を行う際は、資
料を提示して調べを進め、自分たちとの共通点
や違いを探るなどの活動を取り入れていきたい。

　今回、実践を進めていくうえで感じたことがあ
る。それは「子どもたちには大きな力がある」と
いうことだ。子どもたちは大人が守ってあげるも
のだ。地震が起きる前まで私はそう感じていた。
しかし、それは少し違う。今回の学習で子どもた
ちが前向きに学ぶ姿に私自身たくさんの勇気をも
らったからだ。地震発生後、不安に怯えていた
子どももたくさんいた。しかし、その子どもがそ
の経験に向き合いながら、これからどうしていけ
ばよいのかを真剣に考える姿に子どもたちが未来
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をつくり出そうとする強い意志を感じた。過去に
とらわれることなく、未来を見つめる。その大切
さを目の前の子どもたちから学ぶことができた。
私自身も過去にとらわれることなく常に前を向き、
子どもたちとよりよい未来の実現のために歩んで
いきたい。心からそう思わせてくれた子どもたち
に感謝したい。

＜引用・参考文献＞
小学校学習指導要領（平成29年告示）解説  
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科学省


