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１ はじめに 

本単元は、町の防災への取組を糸口にして政治に関心をもち、地方公共団体や国の政治は国民生 

活の安定と向上を図るために大切な働きをしていることについて、より多くの視点から考え、判断

する力を培うことを狙いとしている。学習に当たっては、国や地方自治体が行う防災の取組を「公

助」、地域社会が行う防災活動を「共助」、自分で命を守る取組を「自助」として、比較・関連付け

ながら考察することで、社会科の目標の達成とともに、危機予測・回避能力の育成にもつなげたい。 

本学級の児童は、資料を活用する能力や、説明する力がある程度身に付いており、調査活動や話

合いによる問題解決的な学習過程を設定することにより、より深い追究が期待できる。 

そこで、町内各戸配付の洪水ハザードマップの情報や役場の人のインタビューなど、町の防災へ

の取組を調べる問題解決的な学習を通して、町民の生活の安定は町の政治と関わりがあることを理

解させたい。また、自分にできることは何かを根拠を明確にして説明することで、表現力の向上に

つなげたい。 

 

２ 授業の実際 

(1) 問題解決的な学習過程の設定 

災害時における取組を学習する過程で、今までの生活経験や情報、そして、社会科や理科等で

身に付けた防災への基礎的・基本的な知識・技能を活用した討論を行った。まず、「だれがどう

やって命を守るの？」と発問し、自分の命を守るのは、町（自治体）なのか、自分自身なのかを

考えさせた。主体的に課題を解決させるため、「命を守るのは町と自分のどっち？」「自分にでき

ることは何？」など、より具体的な課題について考えさせることで、町の政治の働きの理解と、

危機意識や社会参画への意識を高めていった。 

討論する際には、反証的に考えさせる機会を設けるとともに、協働的な学びを活性化させるこ

とで、地域防災に取り組む町の政治の働き（「公助」）と町民の防災意識（「共助」「自助」）のど

ちらも、安全な生活とつながりがあることに気付かせていった。 

(2) 協働的な学びの場面とＩＣＴ活用 

本時では、「課題の発見・把握、仮説の設定、仮説の検証、結論の導出」のそれぞれの段階の

中で、協働的な学びを意識しながらＩＣＴの有用性を生かした授業（表１）を実践した。 

 

学習内容に関しては意識調査か 

ら、生活安全への意識(42％)、交通 

安全（46％）、災害安全（12％）と、 

自然災害や火災に対する危機意識 

が薄い。そこで、スマートボート 

（電子黒板）を活用し、災害の種 

類、東日本大震災や町内の災害、 

洪水や地震のハザードマップを提 

示し（図１）、まず危機意識の高ま 

りを促した。そして、透明シート 

を使い、「10000 分の 1」の地形図 

上に、災害の危険と思われる場所 

を記入し（図２）、グループごとに 

重ね合わせていくことで、危険箇 

所の多さに気付き、危機意識がさ 

らに高まった。 
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透明シート 

学習内容に関する意識調査か

ら、生活安全への意識(42％)、

交通安全（46％）、災害安全

（12％）と、自然災害や火災に

対する危機意識が薄いことが分

かった。そこで、電子黒板を活

用し、災害の種類、東日本大震

災や町内の災害の様子、洪水や

地震のハザードマップを提示し

（図１）、まず危機意識の高まり

を促した。そして、「１万分の 1」

の地形図上に、透明シートを置

き、災害の危険があると思われ

る場所を記入し（図２）、グルー

プごとに書かれたものを一つに

重ね合わせていくことで、危険

箇所の多さに気付き、危機意識

が更に高まった。 

 

表１ 授業の流れとＩＣＴ活用 

 
図１ 災害の様子の提示 

図２ 危険箇所探し 



まず、安全な生活を望む町民の願い  

を想起していった。 

危険を回避し、災害から命や財産 

を守りたいという町民の願いを実現 

するのは、町の取組か自分自身かを 

討論させる過程では、町作成の洪水 

ハザードマップの中から根拠となる 

資料をビデオカメラで提示し（図３）、 

意見交流をしていった。 

 

｢命を守るのは町と自分のどっち？｣ 

という課題を検証するために、イン 

ターネット電話で町役場の人に聞い 

て（図４）、課題解決に向かっていっ 

た。町民の願いと政治との関連や政 

治の働きについて、より広い視野か 

ら適切に判断し、自分なりの考えを 

根拠をもとにして表現することがで 

きた。 

 

結論では、わたしたちの生活は、 

政治の働きと関係があること、また 

自分の命は、自分で守ることが一番 

大切なのだということに気付いてい 

った。 

最後に、復旧活動や防災活動など 

の町の取組や、身近な危険箇所探し     

などのクイズを電子黒板（図５）で 

行った。町と自分のどちらが命を守 

るのかを考えさせることで、「公助」 

を理解し、「共助」から「自助」とい 

う考えが芽生えていった。 

 

３ 成果 

(1) 電子黒板・透明シート・ビデオカメラの活用 

課題を発見する段階で、電子黒板を活用し、災害の様子を映し出すことで、災害をより身近な

ものとして捉えさせることができた。また、透明シートによる危険箇所探しでは、グループごと

に書いた透明シートを一つに重ねていくうちに、危険箇所が刻々と増える様子を見ることができ

たので、危機意識がより高まったといえる。さらに、透明シートとビデオカメラの組合せにより、

協働的な学びが学級全体に広がり、お互いの考えを共有することができた。 

次に、「命を守るのは町か自分か？」という課題に対して、ハザードマップに書かれている内

容から根拠となる記事を探した。その際に簡易の実物投影機として卓上の三脚で固定したビデオ

カメラを活用した。これにより、自分の意見と記事を即座にクラス全体に発表することができ、

根拠を明確にして説明するという力を育てる一助ともなった（図６）。透明シートとビデオカメ

ラの活用は、どの学校でもすぐに実践できる汎用性が高いものといえる。 
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・水色は、洪水の危険箇所だ。 

・赤色は、土砂 

崩れの危険。 

・だれが、命を 

守るの？ 

・町が防災の取 

組をしている 

よ。 

ビデオカメラ 

・電子黒板 
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・ハザードマップは町が発行し

ているから、町が守るんだ。 

・自主防災とも 

書いてある。 

・町役場の人に 

聞いてみよう。 

・自分でも、守 

ることが大切 

なんだ。 

 

自分にできることを考えよう。 

・家の避難経路を確かめよう。 

・防災グッズを揃えよう。 

・防災訓練に参加したい。 

インターネ

ット電話 
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・私たちの安全な生活は、町の 

取組と関係がある。 

・でも、自分の命 

は自分で守るこ 

とが大切だ。 

 

電子黒板 

図４ インターネット電話でインタビュー 

図１ 根拠となる資料をビデオカメラで投影 

 

だれが、命を守るの？ まず、安全な生活を望む町民の願い

を想起させた。危険を回避し、災害か

ら命や財産を守りたいという町民の

願いを実現するのは、町の取組か自分

自身かを討論させる過程では、町作成

の洪水ハザードマップの中から根拠

となる資料を、ビデオカメラを通して

電子黒板上に提示し（図３）、意見交

流をさせた。 

｢命を守るのは、町と自分のどっ

ち？｣という課題を確かめるために、

インターネット電話で町役場の人に

防災について聞き（図４）、課題解決

に向かわせた。町民の願いと政治との

関連や政治の働きについて、より多く

の視点から適切に判断し、自分なりの

考えについて根拠を基にして表現さ

せることができた。 

 

 

図３ 根拠となる資料をビデオカメラで投影 
 

 

 

図５ クイズに答える様子 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) インターネット電話の活用 

仮説を検証する場面で、インターネット電話を活用したことにより、

町の防災への取組を聞き取る調査ができた。また、自主防災の推進や

自分にもできる防災の話を聞き、「共助」や「自助」につながる思考

の深まりや学習の広がりを捉えることもできた。 

さらに、現場に行かなくても、すぐに聞き取りができるＩＣＴの即

時性が生かされ、時間短縮にもなった。危機意識の高まりや防災への 

強い意識の変容は、学習プリントで捉えることができた（図７）。 

(3) 評価問題の結果 

昨年度も同じ単元で「町が地域交流館を建設した理由」について、 

インターネット電話を利用して農家の人に質問をしたり、ビデオカメラとプロジェクターで資料

を投影したりした。児童は、自分なりの考えを出し合うことができたが、ＩＣＴ活用による思考

の変容を捉えるには至らなかった。 

そこで、本年度は、教師の自作による評価テストを実施した（表２）。思考力・判断力・表現

力を捉える項目も知識・理解に次いで高い評価を得ることができた。また、「災害に対する人々

の願い」という設問に対し、食料がほしい(82％)、情報がほしい(58％)、安全・安心にくらした

い(46％)と解答することができた。さらに、災害安全についての意識は、学習前に比べて学習後

は高い数値を得られたことから、災害を自分自身に関わってくることとして捉えるなど、危機意

識の高揚がうかがえた。 

 

また、透明シートやビデオカメラ、インターネット電話を活用した協働的な学びを仕組んだ結

果、「自分たちにできる防災への取組」について、危険箇所を予測する設問では正答率が 100％

に達し、学校や家庭でできる防災の紹介について記述する設問では、「避難訓練の実施」「家具の

固定」「避難経路の確認」「防災グッズの準備」などと解答することができた。最後に、「市町の

取組」、「命」、「自分たち」の三つの言葉を使った学習のまとめでは、「公助」「自助」の意味を含

んだ解答がほとんどであり、狙いを達成することができていた。 

 

４ 今後の課題 

ＩＣＴを活用したことで、自分が発表する際に、根拠を基に話す「表現力の向上」にはつながっ

たといえる。しかし、友だちの意見に対して反証的に考える場面で、対立する意見をどのタイミン

グでＩＣＴに保存し、提示すればよいかについては工夫が必要である。また、防災学習から政治の

働きに係る知識・理解の観点評価については、おおむね捉えられるが、個々の防災意識の高まりへ

の発展を促すためには、変容をより的確に捉えるための学習プリントの工夫が必要となる。今後は、

より具体的で明確な評価規準の設定や、授業前後の思考力・判断力・表現力の変容を把握する評価

方法について考えていきたい。 

設 問  

番 号 
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 

学年平均

(％) 
100 100 100 100 100 88 65 83 100 100 100 100 98 83 78 

観点別

平均 
【知識・理解】100％ 【技能】78％ 【思考・判断・表現】  94％ 

図６ 理由を付けた自分の考えの例 

図７ 授業後の感想の例 

  

表２ 授業後の学習評価問題の結果（自作テスト）  2012.10.19実施 


