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鹿児島県瀬戸内町立嘉鉄小学校における三週間におよぶ教育ボランティアの一環として、環境教育、防災教育に関する

２コマの授業を実施した。最初の授業では、通常は全く異なる気候・自然環境下に暮らし、奄美を訪れたことのなかった第一

著者が「外からの視点」で小学校周辺の自然・地形的特徴を眺め、その自然・地形・地質の貴重さ・特異性等を児童に伝える

よう様々な工夫を試みた。２コマ目の授業では、これら本地域の地理的な位置づけ・地形的特徴から想定される自然災害に

ついて児童とともに考える内容とした。授業を通して、普段児童が暮らす生活圏は亜熱帯特有の生物に恵まれていること、

嘉鉄集落が山に囲まれた小規模な平地のうえに発達しており、それを踏まえた自然災害への注意が必要であること、などを

ある程度実感させることができた。 

 

 

はじめに 

 

教科書に書かれている内容と普段毎日の生活のなかで目にする事象・できごと・地形等、それら

の関連性を明確に意識することは難しい。教科書に書かれていることは、なぜか、どこか遠くので

きごとと思ってしまいがちである。例えば、小学校での地学の分野として、現行の小学校学習指導

要領では、第５学年において、「B	 生命・地球」での「（３）流水の働き」の項に「流れる水の働き

（侵食・堆積）」、「雨の降り方と増水」等があり、流水の各種特徴を学んだうえで、河川に関連する

災害について取り扱うことになっている（文部科学省	 2008）。また、第６学年においては「B	 生命・

地球」「（４）土地のつくりと変化」において、「土地やその中に含まれる物を観察し、土地のつくり	 
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	 	 	 	 	 図１ 嘉鉄湾と嘉鉄集落 
	 

や土地のでき方を調べ、土地のつくりと変化についての考えをもつことができるようにする」とあ

り、そこでは多くの人々が暮らす低地・台地のなりたちについても学習することになっている（文

部科学省	 2008）。しかし、教科書を順に学ぶだけでは、実際のところ、普段自分たちが生活してい

る場所が、教科書における学びのどのような場所にあたるのか、またそこではどのような自然災害

の可能性があるのか等、実感しつつ理解することは難しい。	 

そこで本研究では、豊かな自然に恵まれ、校庭の目の前が亜熱帯生物の豊富な遠浅の湾（図１）

という環境に恵まれた鹿児島県大島郡瀬戸内町立嘉鉄小学校（図２）において、地域の特徴を踏ま

えた環境教育・防災教育の一環として、授業実践を行った。ここでは、特に本校での三週間に及ぶ

教育ボランティア期間中に実施した２コマの授業について論ずる。	 

	 

	 

瀬戸内町立嘉鉄小学校の概要と教育ボランティアについて 

	 

瀬戸内町立嘉鉄小学校は、奄美大島本島で最も南に位置する小学校であり、瀬戸内町嘉鉄集落の

ほぼ中央にある（図２）。集落に面する嘉鉄湾から直線距離約50mの距離であり、校舎の二階からは

その嘉鉄湾を望むことができる。全校児童19名（滞在時現在）の小規模校で、基本的には	 １・２

年学級、３・４年学級、５・６年学級と、３つの複式学級の単位で授業が行われている。	 

今回、筆頭著者の野澤は、教育ボランティアとして嘉鉄小学校に3週間（2014年10月27日～11

月14日）滞在する機会に恵まれた。この期間、野澤は、小松が担任を務める５・６年学級において

補助としてT2の役割を担うとともに、最後二日間に研究授業を2コマ担当した。この５・６年学級

は、５年生１名、６年生７名の計８名（男子１名、女子７名）で、このうち、奄美大島以外で暮ら

した経験のある児童は合計３名である。	 
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図２	 奄美大島における嘉鉄集落の位置づけと地形：A.	 奄美大島における嘉鉄集落の位置（Google	 

Map を一部改変）、B.	 嘉鉄集落とその周辺の等高線陰影図（国土地理院・地理院地図を一部改

訂）、C.	 嘉鉄集落とその周辺の色別標高図（国土地理院・地理院地図色別標高図を一部改変）。	 

 

 

瀬戸内町立嘉鉄小学校における授業実践について 

	 

ここでは、野澤がT1として担当した２コマ分の授業実践について、その概略を述べる。	 

今回の２コマの授業実践では、亜熱帯における地域の地質的・地形的特徴を生かした環境・防災

教育をテーマとした。特に、小学校５年生理科「流れる水のはたらき」、６年生理科「大地のつくり

と変化」の単元につながる内容とした。１コマ目の授業は環境教育の視点、２コマ目は防災教育の

視点を中心に授業を構成し、２コマの授業を通して児童が自分の住んでいる地域を見つめなおし、

自然への畏敬の念を深めることを目標に設定した。また、自然から得ている恵み、一方で、災害の

もととなる自然の脅威についても考えられる内容とした。	 

（１）１コマ目の授業展開	 

この授業では、児童の住む奄美と筆頭著者野澤の故郷である茨城を比較するかたちで行った。と

くに、海に注目し、海の色・砂浜を構成するものの違いに焦点をあて、以下のような授業展開とし

た（図３）。	 

最初に授業の主題「身近な自然について考えよう」を提示した。５・６年の児童を対象に、事前
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に行っていた、嘉鉄または奄美大島の自然環境で良いところに関するアンケートの結果をランキン

グ形式で示した（図４-A）。アンケートでは、海がきれいと答えた児童が多かったので、海を導入と

した。次に、奄美大島と茨城の海の違いについて海の色、砂の色、砂に塩酸をかけたときの反応と

いう３つの項目に沿って考えさせた。海の色を比較する際には、２つの場所の写真を提示した（図

４-B）。砂については、嘉鉄湾と茨城の海岸からあらかじめ採取した砂を児童一人ずつに配り、実際

に見たり触ったりできるようにした（図４-C）。続いて、砂に塩酸をかけることで起こる反応から砂

の構成物を考えることとした。この実験は、児童を教室の前に集めての演示実験形式をとった。ワ

ークシート（図５）に基づき、奄美大島と茨城の海の違いについて各自考察する場面では、これま

で学んできた気候・生物などの科学的知識と観察結果を総合して考えるように指導した。各自考察

をした後、２人から３人のグループに分かれて結果・考察を話し合った。最後、本時のまとめとサ	 

	 

	 

	 図３	 １コマ目の指導案	 
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ンゴの生育環境の条件などから奄美大島の自然の特徴を伝えた。	 

（２）２コマ目の授業展開	 

本時も奄美大島と茨城を比較することで、奄美の特徴を明確にする構成とした。嘉鉄集落は嘉鉄

湾に面し、周りは山に囲まれ集落の標高は海抜２～３ｍである。きれいな海が近くにあり豊かな自

然に恵まれるが、その位置づけから津波・土砂災害等の対象地ともなる可能性がある。また、平成

23年には豪雨により嘉鉄集落も水害を受けた経験があることから、嘉鉄集落の地形的特徴をつかみ、

自然災害発生時の対応まで考えさせることをねらいとした（図６）。	 

	 

	 

図４	 １コマ目で使用した主なパワーポイントのスライド：A.事前アンケートのランキング、B.	 奄

美と茨城の海の様子の違い、C.	 奄美と茨城の海岸の砂の違いについての問いかけ	 

	 

	 

図５	 本授業で使用したワークシート（左が１コマ目、右が２コマ目）	 
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授業では、前半でパワーポイントを活用して、前回の復習、奄美大島と関東平野や茨城の位置関

係を確認するとともに、地形の相違点などについて時間をとって確認した（図７-A〜C）。ここでは

国土地理院のＨＰ（http://maps.gsi.go.jp/#15/28.139343/129.346547）から引用した標高ごとに

塗色された地図（以下、色別標高図と呼ぶ）を奄美大島全体と関東平野と2つ用意して、そこから

奄美大島の地形的特徴を観察した（図７-B）。色別標高図から地形的特徴を読み取れない場合を想定

して、衛星写真も用意した（図７-C）。次に、嘉鉄集落で想定される自然災害を考える（図７-D）と

っかかりとして、その色別標高図を提示した（図７-E）。そこで観察結果を２、３人の児童に発表し

てもらい、意見を共有した。奄美大島の周りには海があり、山が多いことを把握させた上で、本授

業の主題「嘉鉄で自然災害が起こったらどうしたらいいか考えよう」を再度提示した（図７-D）。ま

ず、自然災害にはどのようなものがあるか、児童に思いつくかぎりワークシート（図５）に書かせ

た。そして、児童が住んでいる嘉鉄集落で仮に自然災害が発生した場合に備えてしなければならな

いこと、また自然災害が発生した場合にするべきことを一人一人考えさせ、その後全体で発表しつ	 

	 

	 

図６	 ２コマ目の指導案	 
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つ考えを共有した（図７-F〜H）。最後に、瀬戸内町や嘉鉄集落などの自治体でとられている災害に

ついて備えの一例として瀬戸内津波防災マップ（図８）や地域生活支援ネットワークマップを紹介

し、皆で現物を見ながら確認した。	 

	 

	 

授業実践における児童の様子 

	 

（１）１コマ目の授業に対する反応（図10）	 

１コマ目の授業に対する児童の反応について、授業中の児童の様子や発言、および児童が記述し

たワークシートをもとに述べる。奄美大島の海と茨城の海の写真に基づいた色の違いに関しては、

奄美大島の海は、透き通っている水色、茨城の海は色が濃く深い色という意見がでた。砂の色につ

いては、奄美大島の浜の砂は白に近い色・薄茶色など、一方、茨城の浜の砂は黒っぽい色と感じた

ようだ。実際に２つの場所の砂を児童に一人ずつ渡すと、今まで砂の色は白っぽいのが当たり前と	 

	 

	 

図７	 ２コマ目で使用したパワーポイントのスライド：A.日本列島における奄美と茨城の位置確認、

B.	 奄美大島と関東平野の地形の比較（色別標高図）、C.	 奄美大島と関東平野の地形の比較（衛

星写真）、D.	 自然災害に関して考えを促す導入、E.	 嘉鉄とその周辺の色別標高図（図１-C と

同）、F.	 嘉鉄周辺の土砂くずれの例、G.	 学区内にある津波注意を促す標識、G.	 嘉鉄小学校前

にある津波注意を促す標識	 
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思っていた児童たちは、黒に近い色の砂を興味深く見たり触ったりした。どちらも海の浜の砂であ

るのに、どうして色が違うのかという問いを投げかけたところ、奄美大島の海にはサンゴがあると

気付いた児童もわずかにいたが、ほとんどの児童は考え込んでいた様子だった。茨城の黒っぽい色

の砂を観察していた児童が、自らの経験から磁石を近づけたところ、少し引き寄せられ、砂鉄が含

まれているということを見つけ出した。	 

砂に塩酸をかけて、構成物を推測する演示実験の際には、児童は「砂から泡がでる！」と声をあ

げて驚いていた（図10-C）。改めて奄美大島の砂の色はなぜ白に近い色なのかという発問をしたが、

すぐにサンゴがあるという意見が出てこなかった。サンゴ起源の砂であるから塩酸と反応するとい

うことを導く説明が不足していたと考えられる。そこで、海にすむ生き物や海水の温度などの観点

から考えるよう指示した。すると、海水の温度が茨城と比較して奄美大島では高いので、海にすむ

プランクトンがちがうのではないかという意見がでた。	 

授業の最後に、海水の温度や海の深さ、海がきれいであることなどの条件が奄美大島にはあるた

め、サンゴが生息しそれらが浜の砂になっていることを伝えると、少し驚いた様子が見受けられた。

児童にとって身近な海を題材としたが、当たり前だと思っていた海の風景は、ほかのところと比較

すると全く違うというこちらの意図をうまくつかんでもらえたと感じた。また、塩酸を使った実験

をしたことで、更に興味を持って観察をしていた。	 

（２）２コマ目の授業に対する反応（図11）	 

２コマ目は、前半はパワーポイントを使い、色別標高図や航空写真を活用した（図７）。最初に奄

美大島と関東平野の２つの色別標高図の読み取りをし、気付いたことをワークシートに記入すると

いう活動を行った。凡例を見ながら考えるように伝えたが、標高図に親しみがないのに加え、凡例

の見方についての説明が足りなかったこともあり、考え込んでしまう児童もみられた。自然災害に

はどのようなものがあるか、という問いかけに対しては、地震、津波、土砂崩れ、台風、竜巻、水

害などのほかに、大雪という奄美大島では起こる可能性の低い災害も挙がった。授業の中盤では、

前半で扱った色別標高図の読み取りを踏まえ、嘉鉄集落の地形的特徴を確認した。すなわち、嘉鉄

集落は海に近く集落中心部の標高が海抜１～２ｍである、海に面している南以外の三方は急峻な山

に囲まれているなど、集落とその周辺の地形的特徴と関連付けて、嘉鉄集落で警戒すべき自然災害

について考えた。その結果、津波や水害が発生した場合には集落全体が飲み込まれる、プールのよ

うになってしまう、また土砂崩れの場合には山が崩れて道路が通れなくなる、などの被害が挙がっ

た。一方で、指導者側の前半の色別標高図の説明不足などから集落の地形や災害のイメージがうま

くつかめなかったと考えられるような意見もあった。災害に備えてやっておくべきこととして、防

災グッズの準備や避難経路・場所の確認など、学校での避難訓練などでの体験も踏まえ、皆理解し

ていた。実際に災害が発生した場合に取るべき行動としては、地震が起きた時は頭を守るなどの初

期の対処法や公民館に避難する、津波が来たら高いところ（近くにあるマネン崎展望台、権現山、

ハートの見える丘など具体名も挙がった）に避難する、地域の人と助け合って避難するという意見

が出た。児童のうち６名は津波が発生した場合の行動について記述しており、日ごろから海が身近

にあること、東日本大震災における津波の映像が鮮明に記憶に残っていることなどがうかがえた。	 

自治体で取られている災害対策として、今回は瀬戸内町が作成している瀬戸内津波防災マップ（図

８）と嘉鉄地区地域生活支援ネットワークマップを用いて全員で確認した（図11-E）。防災マップ	 
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図８	 瀬戸内津波防災マップ（清水地区、嘉鉄地区、蘇刈地区、伊須地区）（https://www.amami-	 

setouchi.org/sites/default/files/-4.pdf）	 

	 

	 
図９	 瀬戸内津波防災マップの嘉鉄地区の拡大図（出典は図７と同）	 
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図10	 １コマ目の授業の様子：A.	 パワーポイントを活用し、授業の導入をしているようす、B.	 奄

美と茨城の海岸の砂を観察している児童のようす、C.	 奄美と茨城の砂に塩酸をかけてみる演

示実験をしているようす	 

	 

	 

図11	 ２コマ目の授業の様子：A.	 パワーポイントを活用した、奄美と茨城の位置の確認、B.	 気付

いた点を説明している児童のようす、C.	 ワークシートに取り組む児童、D.	 グループごとに意

見交換をしているようす、E.	 瀬戸内津波防災マップの現物を用いて、その見方を解説、F.	 嘉

鉄地区地域生活支援ネットワークマップを見ながら、気付いた点について意見の交換	 

	 

を初めて見た児童も多く、防災マップ中の航空写真や地図に自分の家が写っていたこともあり、土

砂崩れが起こったら自分の家が飲み込まれてしまう、など想像しながら興味を持って見ていた。	 

最後に嘉鉄小学校付近の標高についてのクイズをした。小学校の校門の近くにある電柱に掲示さ

れている津波警戒用の標高の写真を撮影し、数字の部分を隠して使用した（図７-H）。毎日、その前

を通って通学しているにもかかわらず、多くの児童が正しく答えられず、そのことを児童自身驚い

ているようであった。	 

授業後の児童との会話では、今回の授業を通して災害について改めて考えることができた、嘉鉄

集落は土地が低いので津波に充分気をつけないといけないことが分かったなど、こちらの意図を理

解してくれた児童がほとんどであることがわかった。しかし、ワークシートの児童の記述を見ると、

考えをうまくまとめられなかったものも見られ、また感想には災害の勉強は難しいという意見もあ
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り、今後、授業の組み立て方・授業法の改善が必要であると考える。	 

	 

	 

おわりに 

	 

児童が普段学ぶ教科書は、その性格上、一律的なものが多く、必ずしも地域の特殊性に配慮され

たものではない。また我々は誰しも毎日目にしているものについては、そのすばらしさ・貴重さ等

に、鈍感になっており、目の前にいかにすぐれた素材があったとしても、気付かないことも多い。	 

これらの点を踏まえ本試みでは、奄美に初上陸した筆頭著者が素直に感動した点を中心に据え授

業を組み立て、「外の視点」を重視し、授業を組み立てた。また、１コマ目では、人間が自然から受

けている恩恵を意識できること、２コマ目では、一方の「脅威として自然」を意識できることにも

注意して構成した。	 

上で述べたように児童の理解はかなり深められたが、授業構成・授業法についても数多くの反省

点を残すこととなった。この経験を踏まえ、今後、「環境教育・防災教育と連動した教科横断型の総

合学習教材の開発」、「自然災害に対する防災や減災の意識を高め、かつ持続可能な社会のあり方を

模索できるような自然科学リテラシーの醸成」につとめていくつもりである。	 
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