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１ はじめに  
本校のある甲佐町(資料１)は、熊本

市から南東へ約20km、人口約11,000人、

中央に一級河川緑川が流れ、農業が産

業の中心の町である。 

甲佐町のある上益城郡では、震度７

を２度記録した益城町を始め多くの町

が、平成28年４月に発生した熊本地震

で甚大な被害を被った。甲佐町も、町

の北西部を中心に被害を受けた。本校

は、その北西部に位置しており、甲佐

町の中で被害の大きかった地域の一つ

である。 

本校は、児童数106名、学級数８、県費教職員数14名の小規模校である。地震発生

から２年５ヶ月が経過した平成30年９月の段階で、仮設住宅やみなし仮設から登校を

余儀なくされている児童が２名在籍している。 

 

２ 主題設定の理由 

(1) 社会の現状から 

平成28年の熊本地震(写真１)、平

成29年の北部九州豪雨、そして平成

30年の北海道胆振東部地震と、毎年

のように想定外の自然災害が起こっ

ており、その度に多くの児童生徒が

被災し、心に大きな傷を負っている。

また、近い将来、東南海地震の発生

も確実視されている。自然災害の脅

威から逃れることのできない日本と

いう国において、災害時における

「児童・生徒の心のケア」は、取り

組んでおかなければならない重要な課題の一つであると考えた。 

 

(2) 熊本県の「創造的な復興」の取組より 

熊本県の蒲島知事は、地震後の早期の段階から「創造的な復興」の必要性を訴え

た。現在、「Build Back Better Than Before」という方向性の下、県を上げて復興

に取り組んでいる。 

また、甲佐町教育長も、地震直後から「地震を子ども達にとって、『辛かった』だ

写真１ 地震直後の校区内糸田神社の様子 

熊本市 

 

甲佐町 

資料１ 上益城郡及び甲佐町の位置 
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けのマイナスの経験にしてはいけない」という町としての取組の方向性を明示した。 

そのような県や町教育委員会の明確な取組の方向性を受け、本校では地震直後か

ら、この未曾有の大災害で児童が受けた心の傷をいかに癒し、大地震を経験したと

いう変えようのない事実を、児童の生きる力の育成にどのように結び付けていくか

ということを最大の教育課題と捉え、学校経営の方向性と具体的手立ての再構築を

図った。 

 

(3) 本校の実態から 

本校区内には日奈久断層が横断(資料

２)しており、断層に近い校区北西部が

大きな被害(写真２)を受けた。そのため、

児童の家庭の大部分が一部損壊以上の被

害を受けており、多くの児童が地震直後、

数日から数週間、車の中やテント、避難

所等での生活を強いられた。 

本校施設にも、音楽室の照明(写真３)

や体育館の壁が落ちるなどの被害はあっ

たが、教育活動が不可能

なほどではなかった。 

しかし、児童生徒の安

全確保のため、避難警報

が出ている間は町内の全

校が臨時休校となり、学

校が再開できたのは23日

後の５月９日であった。

その間、職員は、自分自

身も被災している者が多

数いた中、全児童の家庭

訪問を行い、被害や生活

状況を確認し、再開に向

けて通学路の確認、学校

施設の安全確保、体育館

の避難所運営の補助など

を行った。(資料３) 

６月初旬、熊本県で最

初の仮設住宅が校区内に

完成した。最終的には全

資料２ 熊本地震を引き起こした断層 

白旗小 

 
 

４月14日 午後９時26分前震発生 
４月15日 児童及び職員の安否確認 

校区内被害状況視察 
４月16日 午前０時03分本震発生 

校内視察 職員安否確認 
４月17日 職員被害状況確認 臨時休校延長 

体育館を避難所として開放 
４月18日 職員朝会（被害状況確認）被害状況視察 

東京大学、地震計を校地内に設置 
４月19日 被害状況視察 

体育館が避難所に指定される。（～24日） 
４月20日 通学路点検 家庭訪問  
４月21日 新入生安心メール案内配付 
４月22日 体育館防災無線設置 
４月25日 職員による全児童の家庭訪問 

罹災証明書発行のための出張所開設 
(体育館ミーティングルームに於いて) 

４月26日 体育館避難所(支援物資の畳搬入) 
町による学校の裏山(白旗山)点検 

４月27日 体育館避難所(間仕切り用段ボール搬入） 
４月28日 スクールカウンセラーによる「震災後の児童の

心のケア」に関する研修 
５月１日 避難勧告解除 
５月２日 学校再開のための、通学路等の安全再点検 
５月６日 職員朝会 家庭訪問 夕会(各家庭の報告) 
５月９日 学校再開 心のコンサート実施 
６月７日 体育館避難所閉鎖 

資料３ 地震直後から体育館避難所閉鎖までの経緯 
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校児童の１割以上が仮設住宅やみなし仮設からの登校を余儀なくされた。 

 

(4) 本校児童の実態から 

地震直後の心のアンケート

の結果(資料４)からは、それ

ぞれの項目で、２割から４割

の児童が心身の不調を感じて

いることが分かる。 

また、担任や養護教諭等に

よる日常生活の観察や希望者

に対する専門家のカウンセリ

ング等の結果、家庭で「夜泣

きをする」、「一人で眠れな

い」、「２階に一人で上がれな

い」など、深刻な精神的なダメージを被っていることも明らかになった。 

上記の状況から、本校最大の課題は、地震で受けた児童の心の傷を癒し、長期的

な展望の下、地震の経験を前提として一人一人の児童に「未来を生き抜く力」をは

ぐくむことだと考え、研究主題を「熊本地震からの『心の復興』を目指した取組」

とした。そして、取組の成果と課題を明らかにすることで、今後起こりうる、様々

な災害時における「児童・生徒の心のケア」として３つの取組を考えた。 

 

  

資料４ 地震直後の心のアンケートの結果 

写真３ 地震直後の音楽室の被害の様子 写真２ 地震直後の校区内の被害の様子 
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３ ３つの取組と取組の理由  
本研究の取組及び取組の理由は、下記(資料５)の通りである。 

 

４ 取組の実際 

(1) 【取組１】 『心のケアに関する取組』についての実際 

ア 学校再開直後の取組 

５月９日の学校再開に当たって、

最も心配したことは、児童の精神

的なダメージであった。しかし、

登校時の児童の様子は明るく元気

で、それを感じさせなかった。 

全校集会の校長講話(写真４)で、

命の大切さ、無事再開できたこと

の喜びを伝えた。また、熊本地震

に関する辛く苦しい経験を、みん

なで力を合わせ乗り越えていくこ

との大切さも伝えた。 

大部分の児童は、久しぶりに登校できたことを大いに喜び(資料６)、表面的に

は、まるで何もなかったかのように学校生活に順応していたが、各学級で担任が

資料５ 本研究の構想 

 研 究 主 題 
熊本地震からの心の復興を目指して 

～災害時における「児童の心のケア」の一例～ 

 

  

    

  
【取組１】 

 
『心のケアに関する 

取組』 
 
児童の実態に応じたカウ

ンセリングや体験活動を充
実することで、児童の心の
傷を効果的に癒やす。 

 
 

 
【取組２】 

 
『自尊感情や自己有用感の 

涵養に関する取組』 
 
児童の主体性を生かした

「地域に元気と笑顔を届ける
プロジェクト」の取組を充
実することで、児童の自尊
感情や自己有用感を育む。 

 
 

 
【取組３】  

『防災意識の高揚と実践力の 
育成に関する取組』 

 
防災に関する科学的な認識と

実践力を高める取組を充実する
ことで、災害を冷静に捉える力
を養う。 

 

 
《取組の理由》 

 
地震直後の児童の精神の

状況を、アンケートや担任
等の見取りなどを基に正確
に把握し、必要に応じカウ
ンセリング等を実施すると
共に、体験活動を実施する
ことが効果的であるとい
う、神戸や東北の震災後の
事例研究から取組１を設定
した。 

 
《取組の理由》 

 
カウンセリング等だけで

地震による心の傷を完全に
癒すことは難しく、児童の
心の傷を完治させるために
は、主体的に復興に関わる
経験により、自己有用感や
自尊感情を涵養することが
有効であるという、神戸や
東北の震災後の事例研究か
ら取組２を設定した。 

 
《取組の理由》 

 
児童の心の傷を完治させ、将

来遭遇する可能性が高い様々な
災害によりよく対応するために
は、自然災害に対する科学的な
知識と効果的な防災の手立てを
学び、適切な時期に自らの熊本
地震の経験を綴り語ることが重
要であるという、神戸や東北の
震災後の事例研究から取組３を
設定した。 

 

写真４ 学校再開当日の校長講話 
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丹念に話を聴くと、「地震後夜一

人で眠れない」「家族と離れるの

が怖い」「家族がいないと一人で

家にいられない」等、心身の不調

を訴える子どもも少なくなかった。 

そこで、再開当初は、学校行事

等の内容や実施方法を工夫するな

どして、児童が、できるだけ楽し

くスムーズに学校生活に慣れるこ

とができるよう心を砕いた。 

はじめに、「心のコンサート」(写

真５)を計画し、避難所や地域の

方々にも呼びかけた。プロの美し

い歌声や演奏は、児童や地域の

方々の心を癒してくれた。(資料７) 

また、前震の翌日に計画されて

いたが、地震のため実施すること

ができていなかった新入生歓迎会

(写真６)を１ヶ月遅れで実施した。

 
 

地震があり、学校に行けませんでした。 

地震の後は、家には住めず車庫で生活をして

いました。また、ずっとかわらを運ぶお手伝い

をしました。学校に行けない間、私は「早く学

校にいきたいな。」と思っていました。 

そして、ついに５月９日に学校に行けるように

なりました。「やったー。友達と遊べる。話せる。」

という気持ちいっぱいで登校しました。友達の顔

を見たとき「ほっと」する気持ちと「うれしい」気

持ちで笑顔になりました。休み中は、いつも弟と

２人で勉強をしていましたが、同級生みんなとで

きる勉強は、とても楽しかったです。 

私は、今回の地震で、学校に行けたり、友達

と遊んだり、おいしいご飯を食べたり、お風呂

に入ったりできることなど、今まで当たり前だ

と思っていたことが、決して当たり前ではない

ということを強く感じました。これから、いつ

もの生活ができることに感謝して生活していき
たいです。 

資料６ 学校再開後の児童(６年生)の感想 

 

 
 

５月９日に、心のコンサートが開かれまし

た。ぼくは、歌声の美しさに驚きました。ぼく

たちが合唱するときは、高い音しかきれいに歌

うことができないけど、歌手の方は低い声もき

れいに響くように歌っていました。ぼくたち

も、合唱の時、低い声もきれいに響くような歌

い方をしたいと思いました。ピアノも、切れの

いい弾き方で、ミスをせずに伴奏していたので

すごいなと思いました。 

心のコンサートを終えて、熊本地震で被災し

て不安な気持ちもあったけど、きれいな歌声を

聴いたら、心が少し楽になりました。すごく嬉
しかったです。ありがとうございました。 

資料７ 心のコンサート後の児童(６年生)
の感想 

写真５ 心のコンサートの様子 

写真６ １ヶ月遅れの新入生歓迎会の様子 
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入学後、３日で熊本地震を経験した１年生は、ようやく白旗小学校の一員になれ

た喜びを全身で表していた。 

 

イ 心のアンケートや担任等による日常観察、専門家によるカウンセリング 

同時に、児童の心身の状況をより詳細に見極めるため、心のアンケート(資料

４)を実施した。このアンケートは、現在も継続して行っている。また加えて、

担任を中心に全職員で児童一人一人の日常生活の観察を行い、「児童を見つめる

会」で情報の共有化を図り、希望者に対しては専門家によるカウンセリングも

行った。このカウンセリングでは、児童だけではなく保護者からの希望にも対応

した。 

５月９日の学校再開以降、児童は予想以上に順調に学校生活に順応していった

が、家庭では、前述したように「夜泣きをする」、「一人で眠れない」など、深刻

な精神的なダメージが継続していることが次第に明らかになっていった。 

 

ウ 体験活動の継続的な実施 

そのような児童の心のダメージを癒し、

元気を回復していくために、地震直後では

あったが、地域の方々にも協力いただき、

ジャガイモの収穫(写真７)や薩摩芋の苗植

え(写真８)、田植え(写真９、資料８)など

の体験活動を予定通り実施した。そして、

その後も、様々な体験活動を予定通り、継

続的に実施した。また、それだけでなく新

たな工夫として、「文化芸術による子どもの育成事業」を利用した『演劇のワー

クショップ』(写真10、資料９)で自由な表現活動に取り組んだり、九州管内の動

物園の協力による『ふれあい移動動物園』(写真11、資料10)で楽しく動物とふれ

あったりする機会を設けた。  

写真７ ジャガイモの収穫の様子 

写真９ 田植えの様子 写真８ 薩摩芋の苗植えの様子 
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６月21日に田植えがありました。地震で被災された方々に少しでもそのお米を食べ

てもらい、元気になってほしいので植えました。最初は、うまくいかなかったけれど

全部植えることができました。秋にたくさん収穫できるといいなと思います。○○さ

ん、準備をしてもらいありがとうございます。 

６月21日に田植えをしました。田んぼに行って稲を植えました。最初はまっすぐに

植えることができなくて難しかったけど、後からコツをつかむことができました。み

んなどろだらけになって植えました。 

この田植えができたのは、○○さんが地震があったのに、私たちのために苗を育て

たり、田んぼの整地をしてくださったからです。とてもうれしいです。ありがとうご

ざいました。早く、稲刈りがしたいです。 

 

 

お忙しい中、白旗小学校に来ていただきありがとうございました。 

ぼくは、野球や地震のため、動物を見たりふれあったりする機会がなかったので、

今日、ふれあい動物園が来てくれて、とてもうれしかったです。 

鹿児島県や福岡県、大分県、長崎県など、遠いところから来ていただいてありがと

うございました。熊本動植物園が一番近いので、行くことができるようになったら、

ぜひ、行きたいと思いました。 

 

佐賀県みやき町立三根東小学校から、熊本地震からの一日も早い復興を願って、

励ましのお便り(写真12、資料11)とプレゼントを頂いた。そこで、お礼の手紙と

資料10 『ふれあい移動動物園』後の児童(６年生)の感想 

資料８ 田植え後の児童(５年生)の感想 

 

 
 

「どれがぼくのおうちになるのかな」のさいご

のまるくなるところが、むずかしかったです。

みんなとがんばってできたから、うれしかった

です。またいろんなげきがしたいです。とても

たのしかったです。げいじゅつたいけん、たの

しかったです。たのしくできたから、たのし

かったです。つぎもげきをしたいです。わたし

も、そんなげきのおしごとをしたいです。 
ありがとうございました。 

資料９ 『演劇のワークショップ』後の児童
(１年生)の感想 

写真10 演劇のワークショップの様子 

写真11『ふれあい移動動物園』の様子 
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児童手作りの返礼品を送り、継続的な交流活動をお願いした。 

 

白旗小学校は地震が発生した熊本県なので、佐賀県よりももっと被害が大きくて、家

などがくずれ自分達の家がなくなってしまうなどの大きな被害を受けた人がいるのでは

ないでしょうか。そんな、白旗小学校の皆さんのために、ぼくたちが心をこめて作った

いろんな表情をしたえんぴつ君や応援メッセージを贈るので、ぜひ、その２つをもらっ

てください。三根東小学校のみんなも白旗小学校の皆さんを応援しています。 

 

これらの活動を行うことで、児童は、日本中の多くの人達が地震で被災した自

分達のことを心配し、支えてくれていることを体験的に学び、元気を取り戻して

いった。 

 

(2) 【取組２】 『自尊感情や自己有用感の涵養に関する取組』についての実際 

熊本地震という未曾有の大災害を、どのように生きる力の育成に結び付けていく

べきかを模索しているとき、体育館の避

難所に送られて来た支援物資の畳がヒン

トを与えてくれた。畳の裏側一面に書か

れた島根県の小学生の激励のメッセージ

(写真13)が、被災された方々に元気と笑

顔を与えてくれた。このとき、「学校に

しか、子どもにしかできないことがある」

ということを学ぶことができた。 

 

ア 「地域に元気と笑顔を届けるプロジェクト」の取組 

学校再開後すぐに「地震で

傷ついた地域のために、自分

達にできることは何かないか」

と児童に図った。すると、６年

生を中心に様々なアイディア

資料11 三根東小学校の励ましのメッセージ 

写真12 三根東小学校からの励ましのお便りとプレゼント 

写真13 激励のメッセージが裏側一面に書

かれた支援物資の畳 

 
 

① フラワースマイルプロジェクト 

② スマイルレタープロジェクト 

③ 元気米プロジェクト 
④ プロジェクトの精神を生かした行事の実施 

資料12 地域に元気と笑顔を届けるプロジェクト 
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が出された。それを基に児童が名付け、取り組み始めたのが「地域に元気と笑顔を届

けるプロジェクト」である。このプロジェクトは４つの取組で構成されており(資

料12)、学校再開直後すぐに取組を開始し、２年６ヶ月経った現在も継続している。 

 

① フラワースマイルプロジェクト 

「地域のために、自分達には何ができるのか」ということから当時の６年生が

名付けた取組で、「お花を通して地域の方々に笑顔を届けたい」という願いが込

められている。 

まず、最初に取り組んだのが、校区内の仮設住宅の方々に種から育てた花を贈

ることであった。学校再開直後に花の種植えを行った。７月末には立派に育った

苗をプランター

に植え替え、仮

設住宅の入り口

に設置し、贈呈

式を行った。(写

真14、資料13) 

 

 

 

 

ぼくたちは、熊本地震で怖くて辛い思いをしました。しかし、そんな時、応援のメッ

セージが書かれた畳が、色々な県から届きました。そのメッセージを見て、元気をもら

いました。頑張ろうという気持ちになり一歩踏み出せました。 

そこで、僕たちにも何かできることは無いかと考えました。自分達で、種から育てた

花を、震災で家を無くされた方々に届けて、少しでも笑顔になっていただきたいと考え

ました。 

今まで、種植えから水やり草取りまで自分達で頑張り育ててきました。大変なことも

ありましたが、心をこめて育ててきました。ぜひ、この花を受け取ってください。 

秋には、春の花の苗作りを行い、12月中旬に植え替えた。３学期は、仮設住宅

の方々に希望を募り、一軒一軒にプランターの花や花の苗をお届けした。(写真

15、資料14) 

 

 

 

 

 

 

  

資料13 お花の贈呈式における児童代表あいさつの言葉 

写真14 仮設住宅の入り口にプランターのお花を設置し、贈呈する児童 

写真15 仮設住宅の方々にプランターの花を届ける児童 
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３月16日、仮設住宅にお花をとどけに行きました。それは、学校でフラワースマイル

プロジェクトで育てたお花です。昼休みにバスに積んで、プランターを運びました。と

ても重かったです。 

仮設住宅に着いた後、まず、６年生が入り口にかざっているプランターの草取りをし

ました。とてもきれいになりました。きれいになったので仮設住宅のみなさんも元気に

なると思いました。 

その後、私たちが担当しているお家にプランターをとどけました。お家の方にプラン

ターを渡して、お手紙を読みました。とても喜んでくれて、「ありがとうございます。」

と言ってもらえたので、私もうれしかったです。また、来年も私たちが育てたお花を仮

設住宅の方々にお届けしたいと思いました。 

この取組は現在も継続し、毎朝のボランティア活動(写真16)で4,000を超える

花の苗を(写真17、資料15)作り、年３回、仮設住宅のプランターの花の植え替え

を行っている。 

 

 

８～９月に種まきをした時、まずは固まった土を水でしめらせ、土がやわらかくなっ

てからいろいろな種類の種をまきました。毎日、朝のボランティアの時や昼休みに校長

室に行って、水やりをしました。そしてその時、「早くきれいに咲いてね。」と思いまし

た。芽が出た時は、「生きてるんだな」と感じました。種をまいてからそんなに経って

いないのに、芽が出るのはとても早かったです。埋めつくされるぐらいとてもいっぱい

芽がでました。それを、一つ一つおはしで苗ポットに移しかえました。その時は、「こ

のお花がきれいに咲いて、仮設住宅の方々が喜んでくれたらいいな。」と思いました。 

校長先生が、いつも熱心に種のまき方や花の植え方や肥料にまき方を教えてください

ます。ボランティア活動は、朝早く来た人から苗の植えかえをします。割りばしで土に

穴をあけて、人差し指でおさえて、苗がまっすぐ立つように土をかぶせます。水やりの

時は、植木鉢に水をいっぱいに入れて、ほかのプランターにも水やりをしたり、自分た

ちが植えた苗にも水やりをしました。他にも、底に落葉を入れ、その上に土を入れて、

苗ポットやプランターを作ったり、花壇やプランターの咲き終えてかれてしまった花を

カットしたりしました。 

ぼくは、自分たちが育てた花を仮設住宅の方々に届けることで、熊本地震で被害にあ

われた方々に、少しでも笑顔を取りもどしてもらいたいと思って、ボランティア活動を

頑張っています。 

まだ白旗小の全校児童がボランティア活動をしているわけではないので、みんながす

るようになるまで、これからも卒業までボランティア活動を続けて、精一杯努力したい

と思います。 
  

資料15 ボランティア活動で花の苗作りを行った児童(６年生)の感想 

資料14 仮設住宅の方々にプランターの花を配った児童(４年生)の感想 

写真17 児童が作った4,000を超える花の苗 写真16 ボランティア活動で花の苗作り

を行う児童 
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ぼくたち６年生は、12月21日に、気持ちを込めて種から育てた花を仮設住宅に届けま

した。 

その花は、８月から９月にかけて種をまきました。毎日、朝からボランティアに行っ

て、精一杯働いて、気持ちを込めて育てました。校長先生から、種は一つの命だと教え

てもらいました。その種の命は、世話をしてもらえなければ、なくなってしまいます。

ぼくは、種の命がなくならないように、毎日ボランティアに行って一生懸命お世話をし

ました。熊本地震で苦しんでいるお年寄りの方や地域の方のために、頑張ろうと思いま

した。 

ぼくはいろいろな花の種を植えました。パンジーやビオラ、桜草、金魚草などたくさ

ん植えました。植えた花は大事に育てました。 

仮設住宅にお花を届ける前日は、日頃の２倍働きました。仮設住宅に花を届ける日の

朝は、学校に着いたら走ってボランティアに行って精一杯がんばろうと思いました。ぼ

くは、きれいな花の仕分けと花の水やりをしました。お花に水をいっぱいかけたら、花

がきらきらと光っていました。その時ぼくは、ボランティアを頑張ってよかったなと思

いました。 

仮設住宅にはバスで行きました。ぼくはバスの中で、精一杯頑張ろうと思いました。

お花を届けた後は、周りの草取りもしました。 

ぼくは、中学生になっても、仮設住宅に行って花の水やりをしようと思いました。 

 

また、昨年度から仮設住宅の方々と一緒に花壇に花の苗を植える交流活動(写

真18、資料16)も行っている。 

 

 

今日、仮設住宅へ行きました。とても暑かったので、花を植えるのが大変でした。仮

設住宅の人達が見たときにいつも元気になるために頑張りました。 

初めてフラワースマイルプロジェクトをやって、卒業した先輩達も、同じように頑

張って仮設住宅の人達に笑顔と元気を届けていたんだと分かりました。 

来年は６年生になるので、ぼく達が下級生の手本になり頑張っていかなければならな

いと思いました。 

ぼくは、時々仮設住宅に行くので、水やりなどをして仮設住宅の人達に元気と笑顔を

届けたいです。 

 

更に、仮設住宅だけでなく、地域の老人介護施設等にも花を届けたり、歌やダ

ンスを披露し(写真19)、肩もみしたりする(写真20)という交流活動(資料17)を

行っている。  

資料16 仮設住宅の方々と花壇に花を植えた児童(５年生)の感想 

写真18 仮設住宅の方々と花壇に花を植える児童 
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◎ ２年生の感想 

きょう、「サポートセンターにじ」に行きました。たのしかったです。「365ぽのマーチ」

もうたいました。おばあちゃんおじいちゃんもうたってくれました。かたもみ、かたたた

きもしました。おばあちゃんとおじいちゃんが「ありがとう。」と言ってくれました。おじ

いちゃんおばあちゃんが「ありがとう。」と言ってくれたので、うれしかったです。こいダ

ンスもおどりました。おばあちゃんおじいちゃんがうれしそうだったから、よかったです。

「おおきくなあれ」も、言いました。「ののはな」も言いました。「ことこ」も言いました。 

 

◎ ３年生の感想 

今日は、緑風苑の方々に元気と笑顔を届けに行きました。 

最初は、思っていたより、おじいさんやおばあさんがとても多かったので、きんちょ

うしました。でも、「じゅげむ」や「つけ足し言葉」など、自信をもってはっきり言え

たのでよかったです。 

発表した後、肩をもんであげました。わたしは、他の人や知らない人にもんであげた

ことがなかったので、「だいじょうぶかな。」と思っていました。だけど、最初のおばあ

さんが「気持ちいいね。」と言ってくれたので、とってもうれしかったです。心配も消

えました。他にもたくさんの方の肩をもみました。これからも、おじいさんやおばあさ

ん、地いきの方ともなかよくなりたいです。 

 

② スマイルレタープロジェクト 

「お手紙を書くことで笑顔を届けたい」という願いから名付けられた。暑中見

舞いや年賀状を仮設住宅の全戸に届け、大変に喜んでいただいた。(写真21)本人

や学校にたくさんのお礼の暑中見舞いや年賀状を頂戴した。(写真22、資料18)  

資料17 お年寄りとの交流活動をした児童(２年生、３年生)の感想 

写真19 お年寄りに歌とダンスを 

披露する児童 

写真20 お年寄りの肩もみをする

児童 

写真21 暑中見舞いを仮設住宅の

全戸に届ける児童 

写真22 学校に頂いた沢山のお礼

の年賀状 
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○お葉書ありがとうございます。元気がでました。仮設にみんなが来てくれたりするの

が楽しみでした。無事家が出来て仮設を出ることになりましたが、寂しい気がしま

す。この後も交流していきたいです。 

○暑い夏、いかがお過ごしですか。暑中見舞いと、みんなで育てたお花をたくさん贈っ

て下さり、本当にありがとう。白旗小学校の皆様にいつも感謝しております。きれい

に咲いているメッセージプランター、いつも励まされています。ありがとう。 

○お葉書どうもありがとうございます。毎日、暑い日が続きますが、体に気を付けて、

勉強にスポーツにがんばってください。いつもきれいなお花ありがとう。 

○お葉書ありがとう。夏休み楽しんでいますか。帽子を忘れないでね。車が多いので気

をつけて、暑い夏を過ごしてください。４年生なのに文字がとても上手ですね。ビッ

クリです。練習してどんどん上手になってください。ありがとう。 

○宮崎県にいる孫と同じ学年の方から葉書を頂いて嬉しかったです。毎日、仕事に行っ

ていますので、小学校の行事にお誘いをもらっても参加できなくて、心苦しく思いま

す。皆さんも地震にあわれて恐い思いをされているのに、私達に心温まる葉書を頂い

て、皆さんが頑張っておられるので、私も元気を出さなくてはと、頑張る力をもらい

ました。まだ、まだ、暑い日が続きます。熱中症等に気をつけて、楽しい夏休みを過

ごしてください。校長先生を始め、先生方、お心遣いありがとうございます。 

 

③ 「元気米」プロジェクト 

５年生は、総合的な活動の時間の体験活動で収穫したお米を「元気米」と名付

け、仮設住宅の全戸に500gずつプレゼントした。(写真23、資料19)また、その「元

気米」を使った餅つきも行い、仮設住宅の方々と交流した。(写真24、資料20) 

 

ぼくたちは、12月15日に仮設住宅に住んでいる方々に、○○さんやＪＡの方々といっ

しょに作ったお米を届けました。 

ぼくは、△君や□君と一緒に行きました。ぼくたちが、お米をお渡しすると、泣かれ

る方もいらっしゃいました。ぼくは、地震で家を無くして本当につらい思いをされたん

だろうなと思いました。 

ぼくは、配るとき、できるだけ多くの方々がいてくださればいいなと思いながら歩き

ました。なぜなら、泣かれた方のように、仮設住宅に住んでいる方々に、少しでもぼく 

資料19 仮設住宅にお米を届けた児童(５年生)の感想 

資料18 仮設住宅の方々から頂いたお礼のお手紙 

写真24 仮設住宅の方々と交流餅つきを行

う児童 

写真23 仮設住宅の全戸に「元気米」

を届ける児童 
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たちの気持ちが伝わればいいと思っていたからです。 

この経験で、地震でたいへんつらい思いをされた方々に、ぼくたちの思いが伝わって

よかったです。 

 

 

元気米は、○○さんやＪＡの方々と一緒に作ったもち米です。この元気米でもちつきを

しました。蒸した元気米を、ほかほかのうちにきねでつきます。もちをつくのはとても難

しかったです。きねは重たくて、つこうとするとバランスが取れなくてコツが必要でし

た。もちを丸めるのは何回かしたことがありましたが、仮設の方に教えてもらうと、きれ

いな丸いおもちができました。出来上がったおもちを、今日のもちつきに来られなかった

仮設の方に配りに行きました。まだまだ元気になっていない人もいると思ったので、この

交流で笑顔と元気になってほしいという気持ちで配りに行きました。受け取った方の表情

には、涙も笑顔もありました。とても嬉しくて私たちも笑顔になりました。今日のおもち

はいつも以上においしかったです。とてもにぎやかなもちつきになりました。 

チラシを作ったり、配ったりなど準備するのは大変だったけれど、仮設住宅の方々に

少しでも笑顔と元気を届けることができたので、やってよかったと思いました。 

 

同様に４年生は、体験活動で収穫した薩摩芋を仮設住宅の全戸にプレゼントし

た。受け取った仮設住宅の方々の多くが、涙を流して喜ばれた。児童は、感謝さ

れることの喜びと感動を実感として味わうことができた。(写真25、資料21)] 

 

仮設住宅の方々に、おいもを配ったり、甲佐町のアンケートに答えてもらったりしました。 

アンケートをとっている時、みんな甲佐町のことが好きなんだなぁと感じました。るす

の家も多かったけど、いらっしゃった時は、とてもうれしかったです。その中に、私が暑

中見舞いを書き、お返事をくださった方がいました。私のことを覚えていてくださったの

で、とてもうれしかったです。 

また、おいもをあげた後、しゅみで描かれた絵を、お礼として下さった方もいました。

おいもをあげた時、みなさんが言ってくれた「ありがとう」の言葉が、何よりうれしかっ

たです。 

私も、甲佐町が好きだけど、仮設住宅の方々も同じ気持ちなんだと思いました。 

 

（仮設住宅の方のお礼の手紙） 

先日は、仮設の家へさつまいもを、留守にしていたのに届けていただいてありがとう

ございました。 

資料21 芋を届けた児童(５年生)の感想と仮設住宅の方のお礼の手紙 

資料20 仮設住宅の方々と餅つき交流をした児童(５年生)の感想 

写真25 地域の方と薩摩芋収穫し、その芋を仮設住宅に届ける児童 
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皆さんが、一生懸命、育てられたさつまいも、ふかして食べました。中身は黄色でほ

くほくして、とてもおいしかったです。 

昨年は、米をいただき、毎年いただくばかりで、心苦しいですけど、皆さんから元気

をもらって、毎日を楽しく前向きに生活していくことが大事だと思っています。 

寒くなりますけど、風邪等に注意して、楽しい冬休み(クリスマス、お正月)をお過ご

し下さい。 

元気の力をありがとうございました。 

 

④ プロジェクトの精神を生かした行事の実施 

学校行事の中にもプロジェクトの精神を取り入れた。運動会では、仮設住宅や

地域の方々に招待状を出し、「地域に元気と笑顔を届ける」ということを意識した

スローガンづくりを行い、そのスローガンを掲げて練習に取り組んだ。(写真26、

27、資料22)更に、地域の伝統行事である「糸田の大綱引き」(写真28、資料23)を

プログラムに取り入れ、児童、保護者、地域住民等が参加して、元気に綱引きを

行った。 

 

突然お手紙を差し上げまして申し訳ありません。過日は、運動会ご招待頂きありがと

うございました。先生方と保護者、そして子ども達の和気藹々としたふれあい、そして

地域の皆様への御配慮、心温まる場面を何度も見せて頂き、目に熱いものがこみ上げて

参りました。 

汗びっしょりになってひとつの行事に向かって行く、先生方と子ども達の一体感、す

ごいなあと思いました。私達は、木の陰で汗も流さずゆっくり観覧させて頂き、たいへ

ん申し訳ないと思った次第でございます。マンモス校では見ることのできない光景で、 

資料22 運動会をご覧になった地域の方からの手紙 

写真26 平成28年度スローガン 写真27 平成29年度運動会の様子 

写真28 児童、保護者、地域住民が参加した、地域の伝統行事の「糸田の大綱引き」 
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子ども達は、本当に幸せな学校にお世話になっているなあとつくづく思いました。又、

子ども達の礼儀正しさ、きびきびとした動作・態度、すべてにおいて先生方のお手本の

お陰だと思いました。 

心配り、思いやりに感謝しながら家路につきました。校長先生を始め諸先生方、そし

て子ども達に、こころよりお礼申し上げます。これからも、このまますくすくと育って

ほしいと願いました。 

帰り際、教頭先生からも「どうでしたか」と声を掛けて頂き、最後の最後迄の心配り

に、やっぱりすごい学校だなあと思いました。 

最後に、私達に何かできる事がございましたら、微力ながらお手伝いさせてくださ

い。少しでもお返しができたらと思っております。 

 

 

私の育った地域は糸田で、今回の大綱引きは大変懐かしかったです。伝統を残してい

くことの大事さを、子ども達に伝えるきっかけになりました。本田区長さんから由来を

聴くまで、全く知らなかったことに恥ずかしい思いと、実家に帰って、また、お話を聴

いてみたいと思いました。山出の獅子舞も、北早川の獅子舞と違いアクロバティックだ

と聞きました。次の機会に、ぜひ、拝見したいです。 

 

その他、12月の学習発表会(写真29)、３月の夢発表会(写真30、資料24、25)等

でも、プロジェクトの精神を生かした取組を行った。 

 

  

資料23 地域の伝統行事の「糸田の大綱引き」をご覧になった保護者の感想 

写真30 夢発表会で自分の将来の夢

を発表する児童 

写真29 学習発表会での児童(４年生)発表の様子(英語劇「大きなかぶ」) 

 

 資料24 夢発表会発表用のプレゼン資料 
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私の夢は、警察官です。警察官になりたいと思ったきっかけは、２つあります。 

１つ目は、人の役に立ちたいと思ったからです。人の役に立つということは、街を安全

に暮らしやすくすることです。地域の方々の安全な暮らしに携わりたいと思いました。 

２つ目は、多くの人の命を守りたいと思ったからです。悪い人をつかまえたりするこ

とはもちろん、災害などで苦しんでいる人を助けたいと思っています。 

警察官になるには大学卒業後、警察官採用試験を受けて、合格しなければなりませ

ん。試験を受けた後も、警察学校で専門的なことを学びます。警察学校を卒業して、初

めて警察官になれます。 

今の私に頑張れることや、努力していきたいことが、２つあります。 

１つ目は、警察官になるには、いろいろなことにチャレンジすることです。チャレン

ジとは、出来ないことをできるようにし、当たり前のことが当たり前にできるようする

ということです。 

２つ目は、困っている人がいたら助けたいと思います。私は、人の命を守る警察官に

なります。 

 

イ 地域に子ども達の頑張りを知らせる学校便りの回覧と配付 

地震前から学校の情報を保護者や地域の方々にお知らせするために、月に２回

学校便りを発行し(資料26)、保護者に配付するとともに、校区内全戸に回覧して

きた。 

地震後は、地域に元気と笑顔を届けようとする子ども達の頑張りの記事を増や

し、仮設住宅全戸にも配布するようにした。最近は、「学校便りを読むことを楽

しみにしています」「元気をもらっています」という嬉しいお言葉を頂くように

なった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料25 夢発表会における６年生児童の発表内容 

資料26 校区内全戸に回覧し、仮設住宅全戸に配布している学校便り 
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(3) 【取組３】 『防災意識の高揚と実践力の育成に関する取組』についての実際 

ア 断層調査のために掘ったトレンチの見学と災害への科学的認識を深める授業 

地震の正しいメカニズムを学び、将来の地震に備えるために、熊本大学を中心

とした活断層調査チームの呼びかけで、断層調査のために掘ったトレンチの見学

を行った。トレンチに入り(写真31)、地層に実際触れ(写真32)、12,000年の間に、

地層が約２ｍ近くずれていることを視覚的・体験的に学ぶことができた。また、

事後学習では、地震に対する備えについてだけではなく、甲佐町のハザードマッ

プ(地震と洪水)を使って、災害被害の可能性と、その対策についても学んだ。

(写真33、資料27) 

 

 

◎ ３年生児童の感想 

わたしは、事前学習で、火山せい地しん・活断層地しん・プレートがた地しんの３種

類があることを知りました。日本には４つもプレートがぶつかっているので、すごいと

思いました。断層見学では、断層が81kmも続いていることを知ったり、15,000年前から

ある地そうをほることができたりしてよかったです。断層では70cmもずれていて、大き

いなと思いました。事後学習では、活断層と生活するために、命を守るために準備して

おくことや、断層のことを知っておくことが大事だとわかってよかったです。 
 

資料27 トレンチの見学と災害への科学的認識を深める授業後の児童の感想 

写真32 15,000年前の地層に実際触れる児童 写真31 巨大なトレンチに入って見学す

る児童 

写真33 事後学習で地震や水害などの科学的な知識を学ぶ児童 
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◎ ４年生児童の感想 

ぼくは、３日間の断層見学の授業で、地震には、プレート型地震・火山性地震・活断

層型地震があることを学びました。はじめての大地震のときは、こわくて動けませんで

した。断層を見たときは、思っていたよりずれていて、すごいと思いました。そして、

しましまがずれている様子がよくわかりました。 

これからは、大きな地震がおきたときに、すぐににげられるように、じゅんびをして

おきたいと思いました。そして、これから予想されている地震に気をつけて生きていこ

うと思います。 

 

◎ ５年生児童の感想 

日奈久断層を見学して、私はいろいろなことを知りました。その中で初めて知ったこ

とが２つあります。 

１つ目は、地震の種類です。プレート型・火山性・活断層型という３つの種類の地震

があるということを初めて知りました。 

２つ目は、熊本地震の大きさです。小麦粉とココアパウダーの実験できれつが入って

いく様子を観察しました。その後、本物の断層を見て、実験のときよりも大きなきれつ

が入っていたので、熊本地震がどれだけの強さだったのかが分かりました。 

 

◎ ６年生児童の感想 

断層や地震の学習を通して、僕は断層のずれ方、地震のおそろしさを学びました。初

めて見た15,000年前の地層はとても大きくおどろきました。また、断層のずれは想像以

上に大きく、すごかったです。それほど、熊本地震が大きかったことがわかりこわかっ

たです。家のもけいを使った実験で、柱１本でゆれ方が全然ちがうのがわかり、家を建

てるときは、柱１本１本を大切にしたいと思いました。 

 

イ 親子防災講演会や防災ワークショップの実施 

神戸のさくらネットの協力で、親子防災講演会(写真34、資料28)や親子防災

ワークショップ(写真35、資料29)を実施した。講演会では、地震後の児童の心の

変化やリラックスの方法などを学び、ワークショップでは、ビニール袋を使った

蒸しパンやポンチョ作り、新聞紙を使ったスリッパ作り等、いざという時に役立

つ実戦的な防災の体験活動を、親子で楽しく行うことができた。 

 

  

写真34 親子防災講演会でリラックスの方法を学ぶ児童と保護者 
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◎ 保護者アンケートの結果 

 
《アンケート結果の分析》 

上記の調査結果から、親子防災講演会が、回答した保護者にとって満足できるもので

あったこと、また、保護者の防災意識を高めるために一定の効果があったことが確認で

きる。 

 

◎ 児童(５年生)の感想 

私たちのために神戸からきていただき、ありがとうございました。地震が起こったと

きに、どうすれば自分の身を守れるのか、地震や災害にそなえるためにどうすればよい

かなど、いろいろ教えていただきました。私も、熊本地震でとてもこわい思いをしまし

た。そんなつらい時に心が落ち着く方法なども教えてくださいました。「命の大切さ」

を教えていただき、ありがとうございました。私は、これからも災害に備えていろいろ

な準備をしていこうと思いました。 

 

◎ 保護者の感想 

大人でも怖い思いをした大きな地震を経験した子どもたちのこれからの心のケアの仕

方を聞くことができてよかったと思います。震度３や４ぐらいの揺れでも、少しいつも

より長い時間続くと親の私でもあの時の緊張感が戻ってきます。きっと子どもたちも講

師の先生がお話をされたように、何年も何十年先でもあの地震の感覚を思い出すんだな

あと改めて考えさせられました。大丈夫だよ、怖くないよ…と親や先生や友達が周りに

いること、安心させてあげられる環境を作っていけたらいいな…と思います。 

  

資料28 親子防災講演会におけるアンケート結果と児童・保護者の感想 

写真35 親子防災ワークショップでビニール袋ポンチョや新聞紙スリッパ作りを体験す

る児童と保護者 
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◎ 保護者アンケートの結果 

 
《アンケート結果の分析》 

上記の調査結果から、親子防災講演会が、回答した保護者にとって満足できるもので

あったこと、また、保護者の防災意識を高めるために一定の効果があったことが確認で

きる。 

 

◎ 児童(６年生)の感想 

11月25日に防災ワークショップがありました。防災ワークショップでは、蒸しパン作

りや、新聞紙でのスリッパ作り、ゴミ袋でのポンチョ作りなどをしました。 

蒸しパンは簡単にできたので、地震などの災害の時に、作ってみようと思いました。 

新聞紙のスリッパは、新聞紙２枚で、１足できたので、家でも作ってみようと思いました。 

ポンチョ作りでは、ゴミ袋を使って寒さを防ぐカッパみたいなものが簡単に作れたの

で、これも、家で作ってみようと思いました。 

私は、地震で学んだことが２つあります。 

１つ目は、地震が起きてからの行動です。１年７ヶ月前の熊本地震の時は、どのよう

に行動すればいいか分かりませんでした。 

２つ目は、地震が起きる前の準備です。地震は、いつ起きるか分からないから、まく

らの近くに、避難するための準備をしておこうと思いました。 

 

◎ 保護者の感想 

神戸、福岡からと遠方から来ていただいての講話は大変ありがたく思いました。我が

家はオール電化で防災の知恵もないのでまた地震が来たら対応できるか不安になりま

す。祖母は90歳で一人暮らしです。知恵が豊富で地震時に断水したときは、薪を燃やし

てお湯をはり、入浴したことを覚えています。今回の３つの経験、祖母の知恵を子ども

達と一緒に学び直し、生かしていこうと思います。ありがとうございました。 

 

ウ 熊本地震を『語りつぐ』取組 

熊本地震から２年が経過した本年度は、神戸や東北の先行研究から、地震の経

験を綴り・語る時期に来ていると考えられる。そこで、熊本地震で被災した子ど

も達が体験を語り合い、未来への歩みを考える「ユース熊本地震を『語りつぐ』

会」(写真36、資料30)に本校児童も参加し、県内外の中・高・大学生と交流し、

災害を語り継ぐ意味を学んだ。 

さらに、防災教育先進校の兵庫県立舞子高校の生徒と交流活動(写真37、資料

31)を行い、熊本地震支援の募金を頂いたり、大阪府北部地震の募金をお渡しし

たりした。 

  

資料29 親子防災ワークショップにおけるアンケート結果と児童・保護者の感想 
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◎ ６年生児童の感想 

私達は、「ユース地震を『語りつぐ』会」に参加しました。阿蘇青少年の家に向かう

途中、たくさんの地震が残していった爪痕を見ました。橋が壊れていたり、山が土砂災

害にあっていたりしていたりしました。 

阿蘇青少年の家につくとたくさんの高校生や大学生がいました。そのときとてもドキ

ドキしました。 

まず、それぞれのグループに分かれて、みんなで自己紹介をしました。すごく緊張し

ました。 

その次にブレインライティングをしました。ブレインライティングとは、脳みそを働

かせ地震について書き、グループのみんなに渡してそれを読んでもらってアドバイスを

もらい、それを基に、地震の起きた時の状況などをさらに書き加える活動です。みんな

からたくさんのアドバイスをもらえたのでよかったです。 

次に地震について学びました。熊本地震は、前震と本震両方とも最強震度７でした。

語り部さんの話によると、129年前にも地震が起こったそうです。私は、そのことを初

めて知りました。  

私たちが体験した熊本地震から２年経ちました。あのときはとても大変だったことを

覚えています。水がでなかったり、一時避難したとこも２日車中泊をしたら、地面にた

くさんの亀裂が入っていました。深さは１メートルほどありました。みんなでここはあ

ぶないと話し合い、近くのコンビニの跡地に避難しました。そこで１か月車中泊しまし

た。この会に参加して、久しぶりに、あのころのことを思い出しました。 

私たちは、熊本地震を忘れないように身近な人達に語っていかなければならないと思

いました。  

 

◎ ５年生児童の感想 

７月28日、29日に「ユース地震を『語りつぐ』会」がありました。熊本県と兵庫県か

ら28人参加していました。 

１日目は、自己紹介をしたり、「語り部」などについて話し合ったりしました。自己

紹介では、みんなが仲良くなれるように、ニックネームを教えました。次に、諏訪先生

などの話を聞きました。話の中で１番心に残ったことは、「語り部はどの年代がしても

よい。そして体験していない人は体験した人から聞いた話をすればよい。」ということ

でした。２日目は、もっと地震のことについて考えてもらうにはどうしたらいいのかを

グループで決め、発表をしました。私はこの活動をして、地震のことを忘れない、忘れ

させないために、自分が語り部になってもいいんだと思いました。 

この『語りつぐ』会に参加して、友達もたくさんでき、もっと地震のことを忘れたく

ない、忘れてはいけないと感じることができました。 

 

  

資料30 「ユース熊本地震を『語りつぐ』会」に参加した児童の感想 

写真36 「ユース熊本地震を『語りつぐ』会」で中学生や高校生、大学生と交流する児童 
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◎ 児童の感想 

今日、舞子高校と白旗小学校の交流会がありました。 

初めに、舞子高校はどういうボランティアをしているかについて教えてもらいまし

た。舞子高校は、色々な県を回ったりして防災のことを学んでいるそうです。私も色々

な県を回り、勉強をしたいです。 

次に、学校のボランティアについてです。私たちは、学校のときに毎朝、勉強の準備

ができたら、外に出てボランティア活動をしています。白旗小学校のボランティアは、

ポットづくりをして、なえをポットに植えてプランターに植えて仮設住宅に贈ります。

このことを、舞子高校の方々に話したら「えっ。すごくない。」と言ってくれてとても

嬉しかったです。これからも、仮設住宅の方を笑顔にしていきたいと思いました。 

舞子高校の方にたくさん防災のことを教えてもらおうと思いました。  

 

◎ 児童の感想 

７月30日に、兵庫県の舞子高校の人たちが白旗小学校に来て、交流会をしました。私

がなぜこの交流会に参加したのかというと、28日、29日にあった阿蘇の合宿に行って、

ぜひもっと交流をしたいと思ったからです。 

まず最初に、自己紹介をしました。舞子高校の人たちが神戸のよいところを話してい

て、神戸にはおいしい食べ物がたくさんあると言っていました。その後、舞子高校の取

組の紹介がありました。その中で防災のクイズがあり、人は１日に水を３リットルも飲

むことを初めて知りました。そのあと、みんなで教えてもらった防災ダンスをおどりま

した。楽しかったです。私は、最後におわりの言葉を言いました。緊張したけど、間違

えずに言えたのでよかったです。 

今日のことをこれからの生活に生かしていこうと思いました。この３日間でよい思い

出ができました。とても楽しかったです。 

 

◎ 児童の感想 

７月30日に、神戸の高校生と交流会がありました。私達６年生が集めた大阪地震義援

金をお渡ししました。交流会では質問タイムがあり、たくさん尋ねたり答えたりしまし

た。そして、高校生が舞子高校に進んだ理由を教えてもらいました。その話を聞いて、

とってもすごいなと思いました。なぜかというと、人を助けたいという理由が一番多

かったからです。 

自己紹介はとっても緊張しました。そして白旗小学校の「地域に元気と笑顔を届ける

プロジェクト」の取組を紹介しました。そのあと、外に出て花の苗を見せました。緊張

したけど、自分たちの活動を伝えたかったのでがんばりました。私は司会をしました。

司会が初めてだったので、がんばりました。舞子高校の方が「上手だったね」とほめて

くださったのでうれしかったです。 

  

資料31 舞子高等学校の生徒との交流活動に参加した児童(６年生)の感想 

写真37 兵庫県立舞子高等学校の生徒から義援金を頂いたり、交流活動をしたりする児童 



 

60 

５ 成果と課題 

(1) 【取組１】 『心のケアに関する取組』について 

資料32は、これまでの心

のアンケートの結果を時間

の経過に伴って比較したも

のである。どの項目におい

ても、不調を感じる児童が、

１年間増加し続け、その後、

減少に転じ、現在順調に回

復していることが分かる。

この結果から、本取組が、

本校全体としては児童の心

のケアに関して一定の効果

を上げているものと考えら

れる。しかし、強く結論づ

けるにまで至らない。その

要因として、このアンケー

ト結果が、あくまでも学校

全体の傾向であり、調査対

象も完全に一致しているわ

けではない（平成29年度の

調査対象には、平成28年度

の６年生は入っていない。

替わりに、新入生が入って

いる。）という点、調査人

数が100名程度でサンプル

数として十分とは言えない

という点が挙げられる。 

今後、アンケートの調査

対象を一致させて結果を分

析したり、特定の個人の変

容を継続的に分析したりす

るなどの工夫を行い、客観

性の高い数値データによる

取組の評価に努めなければ

ならないと考える。 

  

資料32 地震後２年間の心のアンケートの結果 
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(2) 【取組２】『自尊感情や自己有用感の涵養に関する取組』について 

本取組による最大の成果は、仮設住宅を含む多くの地域の方々から直接又間接的

に感謝の言葉を頂いたことにより、児童の自己有用感や自尊感情が年々高まってい

ることである。それは、「もっと地域に元気と笑顔を届けたい」という児童の意識

の高揚にもつながっている。そのことは、毎年３月に実施している夢発表会におい

て、「人の役に立つ仕事」「人を笑顔にする仕事」をしたいと多くの児童が発表して

いること(資料25)や復興を意識した毎年の運動会のスローガンからも感じ取ること

ができる。また、本校の取組が、県の地震教材「つなぐ」(写真38)に掲載されたり、

神戸市の『ぼうさい甲子園』(写真39、資料33)や熊本県の小さな親切運動(写真40、

資料34)で表彰を受けたり、本年度の人権子ども集会での発表機会を得たり(平成30

年10月13日、熊本県パークドームで発表予定)するなど、公的に広く認められたこ

とも、より一層児童の自信を深め、自己有用感や自尊感情を高めることにつながっ

たと考えられる。 

 

  

写真39 神戸市防災甲子園表彰式に参加した児童 

写真38 「地域に元気と笑顔を届けるプロジェクト」の取組が掲載された熊本県の地震教材

「つなぐ」 
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ぼうさい甲子園に参加して、全国から集まった小、中、高、大学の発表や展示資料を見

て、白旗小でも取り入れてみたいと思ったり、地域の人の命も守っていかなければならな

いと改めて思いました。これからも、地域の人に恩返しできるように、卒業まで残り少

し、ボランティアをもっと頑張ろうと思いました。 

 

ぼうさい甲子園に参加して、全国各地の工夫された防災活動の発表を聞いて、とても勉

強になりました。白旗小でも取り入れたい活動がたくさんあって、どの学校もすごいなと

思いました。白旗小学校も、もっと工夫された防災活動をして、この防災活動を続けて

いってほしいです。私は、もうすぐ卒業なので、下級生の人たちに頑張ってもらいたいで

す。私は、今回の経験を中学校などにつなげたいと思います。本当に良い経験でした。 

 

 

６月８日、「小さな親切」という表彰式に行ってきました。これは、白旗小学校が地震

後から行ってきたボランティア活動の中の一つ、「元気米プロジェクト」が認められたと

いうことです。 

元気米プロジェクトは、○○さんのお世話で田植えや稲刈りを行い、収穫した餅米に

「元気米」という名前を付け仮設住宅の方に配ったり、その餅米を使って一緒に餅つきを

したりするプロジェクトです。 

表彰式は、熊本テルサで行われ、みんなすごく緊張していました。私の後ろの席には、

熊本県の会長さんたちが座られていて、動くこともできない状態でした。でも、えらい方

から、白旗小学校はすごいねと言っていただき嬉しかったし、評価されとても嬉しかった

です。 

これまでやってきた活動の他にも、白旗小学校で取り入れて行きたいボランティア活動

があります。今、執行部で考えている活動は、ペットボトルキャップ集めです。ペットボ

トルキャップでは、車いすやポリオワクチンに変えることができます。世界の人々の中に

は、戦争・病気で苦しんでいる人がたくさんいると思うので、ぜひ、白旗小学校でその取

組をしたいと思っています。まず、その取組を始める私たちが、笑顔で活動をしていきた

いと思います。６年生みんなで表彰式に参加できて、とても嬉しかったです。 

 

(3) 【取組３】 『防災意識の高揚と実践力の育成に関する取組』について 

取組の実際に示したように、様々な体験学習等後の感想や日常生活の様子から、

災害に関する科学的な認識と防災に対する意識は確実に高まっていると考えられる。 

また、「ユース熊本地震を『語りつぐ』会」に参加し、県内外の中・高・大学生

と交流したことで、災害を語り継ぐ意味や重要性を学んだ。そのことが、自分自身

資料34 熊本県の小さな親切運動表彰式に参加した６年生の感想 

資料33 神戸市防災甲子園表彰式に参加した児童(６年生)の感想 

写真40 熊本県の小さな親切運動表彰式に参加した６年生 
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の地震の記憶を綴り、語っていこうという児童の意欲の喚起につながっている。 

このような、児童の実態を考慮し、更なる防災教育の充実に努めると同時に、熊

本地震発生から２年６ヶ月を期に、学校全体で「地震の記憶を綴り、語る取組」を、

計画的に行っていかなければならないと考えている。 

 

以上、これまでまとめてきた全ての取組に関して共通する残された課題は、何年、

何十年後か熊本県が目指している「創造的な復興」が成就するその日まで、この取

組を継続し、その研究の結果を客観的な資料を基に見直した上で、将来、発生する

であろう幾多の災害時における「児童生徒の心のケア」の一例として提案すること

だと考えている。 

 

６ おわりに 
本校では、児童そして地域の「心の復興」を目指し、現在も積極的に新たな取組に

挑戦している。今後も、地道かつ継続的に、本研究を発展させていきたいと考える。 

 

 


