
- 1 -

第４学年２組 社会科学習指導案
平成29年5月6日

授業者 笹 岡 智 聡

１ 小単元名 「地震からくらしを守る」

２ 小単元について

(1)児童の実態

これまでの授業で本学級の児童は、意欲的に問題解決的な学習に取り組んできた。全小単元「事

故や事件からくらしを守る」では、地域の安全を守るため関係諸機関が連携していること、事故

や事件が発生しないように日頃から防犯の取組をしていることを理解している。また、ゲストテ

ィーチャーの警察で働く人から聞き取り調査を行い、安全な地域づくりについて知ることができ

た。児童は、これまで「自分の生活は警察や地域のボランティアの人などたくさんの大人に守ら

れている。」という認識をもったいた。しかし、ゲストティーチャーの話を聴き、「自分で自分

の身を守ること」や「大人まかせでいいのか？」という自助の考え方を獲得した。そこで、関連

図を下記のように訂正した。さらに、少数の児童は現在の子供である自分達ができること（以下、

「現在の参画」の視点）に加え、地域のボランティアの人の姿をモデルとして将来大人になって

できること（以下、「未来の参画」の視点）を獲得した。

地域の一員として自分にできることやすべきことを考えることができつつある。また、地域社

会の問題を解決するためにさまざまな行為主体が取り組んでいることを理解している。しかし、

自助でできること、すべきことと社会問題の因果関係をつかんでいない児童もいる。そうした児

童は、自分が行動する必然性が社会問題をつながっていないため参画の意識が十分に育っている

とは言いがたい。そこで、本小単元では児童が社会的事象を身近に感じ，自分事としてとらえる

ことができるよう地震に関する地域教材を開発するとともに，地域の一員としての意識を養う新

たな問いを追究する場を設定した。

(2)教材観

本小単元は学習指導要領解説編第３学年及び第４学年の内容(4)ア「関係機関が地域の人々を
協力して、災害や事故の防止に努めていること」、イ「関係の諸機関が相互に連携して、緊急に

対処する体制をとっていること」を受けて設定されたものである。

災害の防止という点で、人々の安全を守るための関係機関の働きとそこに従事する人々や地域

の人々の工夫や努力を考えることができるようにすることがねらいである。そのために、地震に

備える人々の具体的な熊谷市や地域の取組を調べる活動を通してねらいにせまっていくこととす

る。地域の取組では、玉井地区の自主防災会の活動を資料やゲストティチャーからの聞き取り調

査、訓練の体験活動を扱う。熊谷市の自治会の約７０パーセントは自主防災会を組織しており、

玉井地区の自主防災会も７年前に発足した。

大規模災害が起きた場合の自助、共助の役割は大きく、公助は、重要な役割を果たすものの限

界がある。しかし、児童の保護者を対象としたアンケートをした結果は次のようになった。

○自治会の自主防災会について知っていますか・・・・・はい １４人／いいえ １５人

○自主防災会の防災訓練に参加したことがありますか・・はい １２人／いいえ １７人
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○防災訓練に参加した理由はなんですか（参加した１２人を対象として）

・地区の班長や子供会の役員だったから・・・１０人

・災害に備えるため ・・・ ２人

このように、自主防災会の方の熱い思いや願いにふれる一方で、現実には地域の防災活動に無

関心な人がいることに気付き、地域の問題に出合うことで、その解決策について考えることがで

きる教材である。

(3)指導観

児童は、これまでの経験やメディアのが発信する情報により、地震の恐ろしさや大きな地震の

後の被災した人々が避難所で過ごしている様子などは見たことがある。また、学校では定期的に

避難訓練及び地震発生時の引き渡し訓練を行っているため、学校における避難行動は速やかにと

ることができる。しかし、学校以外の場所での地震等の災害時においてどのように行動するかに

ついては家族で話合っている家はわずかで、ほとんどの家庭が話合っていない。地震等災害に対

する意識が他人事である。児童に、地域社会の一員としての自覚をもたせる必要がある。そこで、

吉田正生の「社会参画学習」論を取り入れようと考えた。

そして、公―共―商―私それぞれのアクターが地震を備えた地域づくりについて、誰が何がで

きるか・すべきか・すべきではないかを児童に考えさせる。そのために、本小単元では以下の２

つの手だてを用いて、指導に当たる。

取り扱う地域の課題については、第３学年で学習した地域の人々のくらしのうつりかわりを振

り返り、地域の課題はくらしの変容から起こったものであること、そのために人々のつながりが

希薄となったことが、地域の年中行事だけではなく、命にかかわる防災の取組にも影響を与えて

いることに気付かせる。そして、地震に備えたり、発生時の取組だけではなく、地震に強い地域

づくりのあり方について児童が考えることができるようにする。

３ 小単元の目標と評価規準

(1)単元の目標

地域社会における防災にかかわる諸活動について、防災活動にかかわる地域の諸機関や地域の

人々の取組について体験活動や調査、資料を通して調べ、人々の工夫や努力について理解すると

ともに、地域社会の人々の安全な生活の維持と向上に役立っていることや地域の一員として考え

ようとしている。

(2)単元の評価規準

社会的事象への 社会的な 観察・資料活用の 社会的事象についての

関心・意欲・態度 思考・表現・判断 技能 知識・理解

①地域社会における ①地域の人々の生活にお ①地域社会における防災 ①地域社会における防

災害から人々の安全 ける防災にかかわる諸活 にかかわる諸活動を行う 災にかかわる諸活動に

評 を守るために働く機 動についての学習問題を 関係機関やそこで働く人 ついて、防災活動にか

価 関や人々について、 見いだし、予想や学習計 々の働きを観点を決めて かわる地域の諸機関や

規 関心をもって、調べ 画を考え表現している。 聞き取り調査や体験活動 地域の人々は、災害寺

準 ようとする。 を行い、具体的資料を活 に被害を減らせるよう

用して、必要な情報を集 に工夫や努力をしてい

めて読み取っている。 ることを理解している。

②地域社会の一員 ②地域社会における防災に ②調べたことを整理し ②地域社会におけるい

として，災害から かかわる諸活動について、 て，分かりやすくワーク 防災にかかわる諸活動

①地域の一員のモデルとして、玉井地区の自主防災会の取組（共）を教材化する

②公―共―商―私の４つの圏域の社会的役割と地域の課題を関連させて「できること」「すべきこと」

「すべきではないこと」について考えること
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人々の安全を守る これらを関係機関やそこで シートやノートにまとめ について、防災活動に

ための活動に、自 働く人々の働きが、地域の ている。 かかわる地域の諸機関

分からも取組に、 人々の安全な生活の維持と や地域の人々は、緊急

協力しようとする。 向上に役立っていることに 時には相互に連絡を取

ついて思考・判断したこと り合って、協力してい

を表現している。 ることを理解している。

③地域社会の一 ③地域社会の一員として、

員として、災害 災害に強い地域づくりのた

に強い地域づく めの方策を話し合い、思考

りについて意欲 ・判断したことを最終的な

的に考えている。結論として論述している。

４ 小単元の指導計画と評価計画（１０時間扱い）

○内の数字は時間を表す。 関：関心・意欲・態度 思：思考・判断・表現

＜ ＞は評価の方法を表す。 技：観察・資料活用の技能 知：知識・理解

学習活動・学習内容 評価の観点・内容・方法

① 地震が発生したら、どのようことが起こるのかを資 関 地震が発生した際に起こる

学 料を基に話し合い、命を守るために必要なことを出し合 ことを話し合い、意欲的に調

習 って、学習問題を立てる。 べようとする。

問 ・日本が地震が多いこと ＜観察・発言＞

題 ・避難 ・避難訓練 ・建物の倒壊 思 調べたことをもとに学習問

を ・学習問題を考えること 題について話し合い，学習問

つ 題を立て，予想してノートに

か 表現している。

む ＜発言・ノート＞

学習問題

地しんからくらしを守るために（地震が起きたときや地しんにそなえるために）だれがどのよ

うなことをしているのだろうか。

② 学習問題を解決するための計画を立てる。 思 学習問題を解決するために

・学習計画を立てること 必要な調査を考えて，具体的

な調査計画を立てる。

＜発言・ノート＞

③ 熊谷市の地震対策について調べる。 技 資料から熊谷市の地震対策
・地域防災計画 について調べたことをノート
・ハザードマップ にまとめる。
・避難場所 ＜ノート＞

学 ・公助 知 熊谷市は、国や埼玉県と協力
して地震に備えたり、地震が発

習 生したの緊急時に備えて連絡体
制を整備していることついて理

問 解している。
＜発言・ノート＞

題 ④ 玉井地区の自主防災会の地震対策について調 技 資料から読み取り，学習問
べる。 題を解決するために調べ，わ

に ・防災訓練 ・備蓄倉庫 かりやすくノートに表す。
・自主防災会 ・自助 ・共助 ＜ノート＞

つ ・自治会 ・消防団 知 玉井地区の地震対策につい
て調べ、地域の人が災害寺に被

い 害を減らせるように工夫や努力をし
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ていることを理解している。

て ＜ノート＞

調 ⑤ 玉井地区の地域の人から聞き取り調査を行い、 技 資料から読み取り，学習問
体験活動を通して、自助と共助について調べる。 題を解決するために調べ，わ

べ ・地域の人の思い かりやすくノートに表す。
・地域の協力 ＜ノート＞

る ・熊谷市からの支援 知 玉井地区の地震対策につい
て調べ、地域の人が関係諸機
関と連携して取り組んでいる
ことを理解している。

＜ノート＞

⑥ 調べてきたことを基に話し合い、学習問題の 思 調べたことをもとに学習問
結論を考える。 題について話し合い，自分な
・調べてしてわかったこと りの結論をノートに表現して
・学習問題に対する結論 いる。

ま ＜発言・ノート＞
学習問題に対する結論

と 地震からくらしを守るために、熊谷市や地域の人は、地震に備えるため

に連携や協力して訓練を行ったり、食料などを保管している。また、地震

め が行った緊急時には関係機関が連携する。自分も人任せにしないで、でき

ることやすべきことを見つけて地しんに備える必要がある。

る

・ ⑦ 地域の人の命を守る災害に備えた地域づくり 思 地域社会のもつ課題をとら

についての課題について話し合い，目指す地域 え、その解決策を考えている。

い 社会に対する考えを書く。 ＜発言・ワークシート＞

・地域の人々がもつ課題

か

す

新たな問い

みんなの力を出し合って、地震に強い助け合える地域づくりを考えよう。

・地震（災害）に強い地域社会のあり方

⑧⑨ 各班の課題について調べたり、考えたりし 関 身近な地域の文化財や年中

た解決策の発表の準備をする。 行事を尊重し，大切にしてい

＊各班の課題（案） こうとしている。

・赤ちゃんや小さい子供がいる家庭 ＜発言・手紙＞

・お年寄りがいる家庭

・身体が不自由な方がいる家庭 技 調べたり、考えたりしたこと

・昼間は地域に大人が少ないこと を分かりやすく表やグラフ、絵

・自主防災訓練の参加率が少ないこと にまとめている。

「地いきのみんなのにこにこ作戦研究所」の登場だ！

みんなで「みんな」の命を守る地域ってどんな地域かな？

お年寄りも？赤ちゃんも？

自主防災訓練の参加は今のままで大丈夫かな？
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・すべきではないことの検討

⑩ 各班が考えた内容を全体で話し合い、検討する。 思 地域社会の一員として、災害に

い また、検討した内容を比較し、協力して地震に強い 強い地域づくりのための方策を話

地域のあり方についての考えをまとめる。 し合い、最終的な結論として論述

か ・地震に強い地域づくりへの参加・参画 している。

・地域社会のあり方についてのまとめ ＜発言・ノート＞

す

本 時 関 地域社会の一員として、災害

に強い地域づくりについて意欲

的に考えている。

＜発言・ノート＞

５ 本時の学習（第１０時）

(1)本時の目標

・友達が考えた内容を全体で話し合い、検討する活動を通して、地震に強い地域のあり方につ

いての考える。

【社会的事象な思考・判断・表現】

・友達が考えた内容を全体で話し合い、検討する活動を通して、地域社会の一員として、地震

に強い地域づくりに参加・参画する意識をもてるようにする。

【社会的事象への関心・意欲・態度】

(2)本時の展開

学 習 活 動 学習内容 ・指導上の留意点 ☆評価 資料・準備 時間

１ 本時の課題を確かめ

る。

地しんに強い助け合える地域づくりを考えよう。 ・地域の課題か ’5
ら考えた作戦

（掲示物）

２ 地域の問題と解決する ○地域の課題 ・各班の作戦を

作戦を想起する。 ・防災訓練に参加する人数が少ないこと 書いた用紙

・防災訓練に参加する人数が少ないので、いざという時

に助け合えない可能性があること ’10
・赤ちゃんやお年寄りの避難が速やかにできるのか

・昼間の地域には大人、特にお父さんが少ないこと

３ 友達が提案した地域の

課題の解決策について ・友達の提案に質問してわかった

検討する。 ことや、思ったことはノートに

・納得できる作戦 メモをさせるようにする。 ・小黒板（公－

・詳しく知りたい作戦 ・全体での話合いでは、フリーで 共－商－私の

・納得できない作戦 解決しなかった疑問を優先して 立場の関連を

(1)フリーで話合う 意見を述べさせる。 示すもの）

(2)全体で話合う

４ 解決策についての話 ○地域の地震 ・目指す地域の姿（地震に強い地 ’35
合いを通して、気付い に強い地域 域づくり）に、必要なことは何

たことや考えたことを づくりのあ かを話合った板書を基に考えさ
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出し合い、地域のあり り方 せる。

方についてまとめる。 ・地域の防災について、公－共－

商－私の立場が相互につながっ

て取り組んでいることに気付く

ようにする。

５ 本時の学習を通して ☆地域社会の一員として、災害に

考えたことをまとめ、 強い地域づくりのための方策をに

発表する。 考え、最終的な結論として論述し

ている。

評価規準：社会的事象への関心・意欲・態度③

社会的な思考・判断・表現③

評価方法：ノート

評価基準↓

「十分満足できる」状況（A）

：Bに加えて，自助の必要性を再度認識して記述している。
「市役所、地域のみんな、会社や店、自分が協力して、いざと

いう時には助けることができる地域づくりが大切です。（例え

ば～・なぜなら～）自分も地域の一員だから、他の人にまかせ

っきりにしないで・・・と考えます。」

「おおむね満足できる」状況（B)

：学習したことを基に各行為主体が関連し合う地域づくりにつ

いて考えて記述している

「市役所、地域のみんな、会社や店、自分が協力して、いざと

いう時には助けることができる地域づくりが大切です。（例え

ば～・なぜなら～）」

「努力を要する」状況（C)

：全体での話合いを基にして記述していない

「市役所は、保存食を用意してくれているから安心です。地域

のみんなは自主防災訓練をしてくれているから大丈夫です。」

→これまでの学習や本時で話合ったことをお板書を基に確かめ

るように支援し，加筆させる。
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(３)板書

６ 児童の参画の姿

話合いを通して

作った図に名

前を付けた

→

「協力・助け合

い・つながり・

ハッピーセッ

ト」

※これがある地

域がいい！
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(1)「すべきではないこと」の検討時の考え

・人任せにしてはいけない

・自主防災会の人だけには任せない

・地域の人と協力しないで、自分のことだけ

・「知らない人じゃあ助けない」

・防災訓練に行かない

・くずれそうな家の近くに行かない

・(家族とはなれない)
・(使う分だけもらう)
・(食べ物のうばいあい)

・防災訓練に参加しないからといって、罰金を

とってはいけない

・参加しないからって、怖い人になってはいけ

ない

→よけいに参加しなくなるから

・怖い人に言ってもらう

・地域の人全員に（個人情報の）コピーを配る

・支援に直接関係しない人たちまでに情報を

提供しないこと

・アンケートなどで分かった、個人情報を流さ

ない

・個人情報を回覧板でまわす

「地域の一員として」考える

「個人情報の取り扱い」について考える

「防災訓練の継続」について考える

既習の地域の防災訓練の参加の少なさや自主防

災会のGTの意見を受けた考え。

道徳的に善悪を判断した考え

昨年度の「情報モラル教室」で得た知識や考え

方を活用

罰金・怖い人からの脅しは、防災訓練の参加率

をさらに低くするという考え

→地域の防災に関する活動の持続可能という視

点の芽生えか？
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(2)行為選択の検討時の考え

児童が、授業を通して、どのように「地震に強い地域づくり」に参画しようと考えるようにな

ったのか、児童の記述より分析する。

○児童が提案した地域の課題を解決するための方策（第８・９時）

本小単元では、熊谷市役所（公）―地域のみんな（共）―会社・店（商）―自分（私）の視点

から「できること」「すべきこと」について調べたり、考えたりして、課題ごとに発表した。

行為選択の検討

・大切な物を持って行き避難所で安心す

・地域の防災訓練に参加する

・近くに住んでいる小さい子を安全な場所につ

れていってあげる

・地域でやっている防災訓練を小学校でもやる

・いざという時に地域の人に助けてもらうため

に、あらかじめ「一緒にいてください。」と言

っておく。

・地震が起きたら何をするかを考える

自分（私）

・（避難所まで）食べ物を運ぶ

・災害時そなえ、もっと液体ミルクを用意する

・災害時に必要な液体ミルクを作って売る

・デパートで地震が起こった時どうするのか

けんさする

・アンケートで（防災訓練に）参加しやすい日

を聞く

・仕事をしている人も防災訓練に参加する

・お年寄りだけが住んでいるかを確認する

・赤ちゃんを近所で助け合おう

・アンケートで赤ちゃんが使ったり、食べたり

する分を用意しておく

・災害要援護者の安否を確かめる

・災害時支援カードを地域の人に書いてもら

う

・近くの人の人数をあらかじめ覚えておく

・デイサービスなどに手紙を送る

・支援者になってほしい人を決める

・赤ちゃんが寒いので毛布を使う

・非常食と赤ちゃんの食べ物の用意

・たまごボーロは持って行く

・お祭りで地震が起きたときにどうするのかけ

んさする

・祭や厄神除に合わせて訓練をする

・被害に合ったらすばやく逃げる

・初期消火訓練に地元の消防団が協力して、

訓練にあたる

・地域のみなさんが安全がどうか確認する

・子供たちができることを話合う

→大人と会議をする

・子供にアンケートをとって、子供にどういう

のができるか調べる

・訓練活動費に補助金を出す

・ホイッスルを配布するなど災害時に備える

会社・店（商）

地域のみんな（共） 市役所（公）

＜行為選択の検討の流れ＞

①４つの課題から解決策を考えたいも

のを選んでグループをつくる。

②グループごとに解決策を調べたり、

考えたりする。

③課題別に発表する

④各グループが発表した解決策が、公

―共―商―私のどの行為主体が担う

べきかをグループで話合い、黒板に

掲示する。
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(3)話合い後の児童の最終的な結論（第10時）

※児童の実際の記述：資料参照

・子供だからって会議はまだ早いと言って出な

いと言わないで、1回出ればその人たちと仲
良くなれるのでやったほうがいい。そして、つ

ながりはみんなとつながって、地域のみんな

だけではなく、自分も関係しているということ

がわかりました。

・一人ではできないことでも、市役所や地域の

みんななどと協力すれば強い地震も乗り越え

ていける。

・子供だからっていいやじゃなくて、子供も関

係していると思うから参加できることには参

加したほうがいい。

・自分が助ける方になり、みんなを助けたいと

思うようになりました。

・会社・店・自分・地域のみんな・市役所のチー

ムみたいな感じで、いいメンバーだとぼくは

思いました。

・いざという時は、市役所、会社・店、地域のみ

んな、自分がつながった、つながりハッピー

セットで助けることが（力を）発揮できる

・協力・助け合い・つながり・ハッピーセットで

いろいろな作戦をすることができる。

・ハッピーセットは、いろいろなひとがつながっ

ているのがわかりました。

・近所に赤ちゃんがたくさんいる家やお身体が

不自由な方がいることがわかりました。

・人まかせにはせずに、自分で用意することが

わかりました。

地震に強い地域づくり

私商

公 共

①行為主体相互関連協力型+自助への意欲

②行為主体相互関連協力型

③個別の事象→自助認識型

地震に強い地域づくり

公 共

商 私

地震に強い地域づくり

私

①行為主

体相互関

連協力型

+自助へ
の意欲

62%

②行為主

体相互関

連協力型

35%

③個別の

事象? 自
助認識型

3%

最終的な結論の類型の割合
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８ 成果と課題

○最終的な結論を記述する前に、話合いのまとめを全体で共有することで地震に強い地域づくり

が、各行為主体がつながり合うというイメージをもつことができた。

○課題別のグループに、他の事例で調べる時間を確保したことで、多様な解決策を提案すること

につながった。

○行為主体相互関連協力型+自助への意欲の児童は、地域づくりの主体であるという自覚をもち、
さらに「現在の参画」について考えることができた。

○「すべきではないこと」についての検討では、第３学年「地域につたわる願い 厄神除」の学

習ででた地域住民へ罰金を科すべきではないという意見もでた。また、個人情報の取り扱い等

他の学習で学んだ内容も活用することができた。

▲「すべきではないこと」に対する話合いが不十分で、意見を述べ合うにとどまった。

→次の単元では、「すべきではないこと」についての吟味も十分に行いたい。

▲最終的な結論が個別の事象→自助認識型への児童は、行為主体相互のつながりに対する認識が

できていない。この児童に対する手だてが不十分であった。

▲第１０時では、子供の立場でできることやすべきことについて話合ったが、児童は、他の行為

主体を「未来への参画」の視点で捉えることが難しかった。本小単元は、子供の立場でもでき

ることが多少あるため、「未来への参画」の視点が弱くなったしまったと考える。

→「現在の参画」「未来への参画」の双方を認識することができるよう授業改善を行う必要が

ある。
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資料①児童の記述

①行為主体相互関連協力型+自助への意欲

②行為主体相互関連協力型 ③個別の事象→自助認識型
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※思考する過程で友達との協働についての感想本小単元を振り返って＜番外編＞


