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■研究発表論文

阿蘇地域における自然と人との関わり・伝承を取り入れた熊本地震後の防災教育プログラム開発

Development of Disaster Prevention Educational Program After Kumamoto Earthquake on a basis of Local 

Myths and the Coexistence with Nature in Aso area 

町田怜子＊ 北里美有＊＊ 下嶋聖＊ 金子忠一＊＊＊

Reiko MACHIDA Miu KITAZATO HりiriSHIMOJIMA Tadakazu KANEKO 

Abstract: Aso National Park suffered from recent natural disasters such as the Kumamoto earthquake (April 2016), the northern 

Kyushu torrential rain (July 2012), and the eruptions of Mt. Aso (September 2015, October 2016).After the disasters, the 

knowledge of the coexistence with Nature and the local attachment are considered to have helped the children's motivation and 

attitude to participate in reconstruction. This study aims to propose the method of disaster prevention educational program on a 

basis of the local myths and the coexistence with volcanoes and nature in the Aso area on Kumamoto Earthquake 2016 cases. 

This education program proposes the four learning objectives. a) It aims to turn children's attention to the values of local 

community and local lives such as the grassland management. b) It used the National Park and GIBAS, Geo-Park for realization 

of the local lives. c) It introduced the local myths for phenomena and local disaster prevention. d) It introduced the local 

historical land use and the coexistence with volcanoes and nature in the Aso. This educational program was demonstrated 

educational effects in Knowledge and understanding of local historical disaster prevention and local identity. 

Keywords: Kumamoto Earthquake, Disaster Prevention Educational Program, Local myths, Aso 
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1. はじめに

熊本県阿蘇くじゅう国立公園阿蘇地域は，1934年に，世界最大

級のカルデラ地形と多くの火山体で構成される火山群， そして緩

やかな起伏を持つ広大な草原評価され，国立公園に指定された。

そして，2013年に世界農業遺産認定， 2014年には世界ジオパー

クに認定される等 人の営みによ り形成された景観や暮らしの価

値が国際的に高く評価されている。

阿蘇地域のラン ドスケープは，長年の火山活動と，東シナ海か

ら入ってくる高温多湿の南西気流による豊富な雨量によって形成

された 1)。阿蘇地域の伝統的土地利用をみてみる と，カルデラ壁

上部及びカルデラ壁から山腹の傾斜は，火山灰の地質により水田

畑作には不向きであるが，冷涼な気候で樹林を抑制しやすいため，

二次草原として利用し， 野焼き，採草 ・放牧等人の営みより維持

管理してきt4カルデラ壁山麓の段丘には棚田を作り ，集落から

管理を行いやすい位置にスギ ・ヒ ノキ植林しt4カルデラ床の平

地の低湿地は水はけの悪さから水と戦いながら畑地や水田を開拓

3してきた（図ー1)。

このように， 阿蘇地域の人々はカルデラ地形を読み解き，火山

灰や水害を克服し暮らしを営んできた 3といえる。
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昭和初期までに建築された家屋には「下便所」といわれる家屋

と離れた場所に便所が設置され災害時のリスク管理を行っていた。

阿蘇地域の内牧集落には， 「はん」と呼ばれる災害時に地域コミュ

ニティヘ避難等を呼びかける菩鐘代りに使用されていた木板が，

地域コミュニティのシンボルとして残されている（写真ー1)。

阿蘇地域は， 2016年4月 14日及び4月 16日に発生した熊本

地震や2012年の九州北部豪雨 2015年ならびに2016年の阿蘇

山噴火等多様な自然災害が頻発している。これらの自然災害は，

阿蘇地域の農業や生活インフラ，観光に甚大な被害を与えた。災

害時の自助 ・公助の観点からは，牧野組合を中心とした地域のコ

ミュニティ単位による農作物の提供等の「結」や「共助」がみら

れた。また， 1990年代以降阿蘇地域で活発化している都市住民

の草原ボランティア活動で培われた湘鴻漣携 ・交流」による復

興支援活動が行われている。しかし， 災害の伝承の観点からみる

と阿蘇地域では明治時代の 1899年に熊本大地震 4)が発生してい

るが，その被災の記憶はあまり伝承されていないようであっtCo
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図ー1 阿蘇地域の伝統的土地利用（南阿蘇村の事例） 写真一1 集落に災害を伝えるために使用されていた「はん」
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地域毎に異なる自然災害が発生する中，地域特有の自然環境や

災害との向き合い方を体験的に学ぶことの必要性は高まっている。

東日本大震災後の2013年の災害対策基本法の大改正においても，

「過去の災害からの得られた教訓の伝承」について住民の責務償5
7条）並びに国 ・地方公共団体の努力義務償58条）として明記され

た。しかし，地方自治体における災害伝承の実態把握や効果的な

支援策の研究は進んでいないのが現伏である 叱一方で，災害の

伝承は，防災意識や避難行動，地域への態度の直接的な影響はな

いが，防災意識や避難行動地域への態度の醸成につながること

が報告されている見

2013年に，文部科学省から改訂し新たに発行された学校防災の

ための参考資料『「生きる力」を育む防災教育の展開』 7)では，学

校における防災教育の展開例として，災害時の避難行動や自然災

害の特性を学ぶ記述だけでなく，「災害からみえた光」として，地

域の郷土，暮らし，文化からみた学習プログラムが取り入れられ

ている。『「生きる力」を育む防災教育の展開』の展開例をランド

スケープの観点からみてみると，災害のリテラシー翌膨或の自然

地形糾生活の場と周辺環境9)を読み解いた防災 ・減災の知見の

活用が考えられる。

また，「生活防災」といわれる「生活総体に根差した防災 ・減災

の実践坊災教育」では，防災教育の目的を単に防災意識の醸成や

防災知識 ・技術の習得だけでなく，より良い地域社会の形成につ

なげることの重要性を指摘している。しかし，既存の防災教材で

は，防備期や災害時を対象とした教材が多く，復旧・復興期や参

加 ・協カ ・貢献を主眼とする防災教育素材の蓄積は多くないため，

「生活防災j として日常生活を対象にした復興や参加を促す教育

素材の必要性が合わせて指摘 1())されている。

災害復興の観点からみると，災害後も暮らし続ける児童が復

旧・復興期に地域への態度や愛着を醸成し，復興やより良い地域

社会の形成に協力し貢献する態度を育む学習プログラムは必要で

ある。さらに，復旧 ・復興期の学習プログラムの素材としては，

災害直後の児童の心理的ストレス 11)を考慮すると，特に災害時の

被災状況から防災技術や知識を扱うよりも，地域の自然と人との

関わりや関連する伝承を通じて，地域特有の災害との向き合い方

を学ぶプログラムの方が，地域への態度を醸成しやすいと考える。

従来， 自然と人との関わりは環境学習や郷土学習等で扱われてき

た。しかし，災害後に自然環境や｛云我を教育素材にした環境学習

プログラムから防災的成長を考察した事例は数少ない。

そこで，本研究では，熊本地震後の学習プログラムに，自然と

人との関わりを読み解く切り口として，阿蘇瑯或の火山や草原と

人との関わり，加えて， 自然と人との関わりに関連する伝承を取

り入れ，復興に向けた地域への愛着ならびに，防災意識の醸成

を促すプログラム開発を試みt;:.,そのために，本研究では，伝承

を『古くからあった「しきたり」（制度・信仰 ・習俗・ロ碑 ・伝説

などの総体）を受け伝えてゆくこと』 12) と位置づけ，阿蘇地域の

自然環境や郷土誌を対象とした文献調査及び地域住民のヒアリン

グ調査を実施し，本研究のプログラムの教育素材となり得る伝承

を選定しt;:.,加えて，ランドスケープの観点から，阿蘇瑯或の火

山や草原と人との関わりを読み解く教育素材を検討した。

続いて，熊本地震後阿蘇市の小学校で「総合的な学習の時間」

に，文部科学省の『「生きる力」を育む防災教育の展開』の学習指

導要綱 13)を基に，学習プログラムを企画し実施しt;:.,同時に，

学習プログラムごとの感想の件数感想の単語の出現頻度を分析

し，総合的学習としての教育効果と防災的成長を考察した)

2 研究の方法

(1)研究対象地

本研究の対象地は熊本県阿蘇くじゅう国立公園阿蘇地域とした。

本研究で開発した学習プログラムは阿蘇市立阿蘇小学校で実施し

た。阿蘇市は，草千里や米塚等国立公園の第1種特別地域第

2種特別地域に指定され，国立公園の景観として重要度が高い地

域である（図ー2)。

阿蘇市における自然災害の被害は阿蘇市内牧温泉の地下で生じ

た地滑り被害や，阿蘇神社の家屋損壊阿蘇登山道路の損壊等の

直接被害が顕著であった 14)。また，中央火口丘の鳥帽子岳杵島

岳，往生岳は， 2013年の九州北部豪雨で土砂移動や亀裂分布等の

被害を受け，熊本地震でも同様の被害を受けt½ 米塚も亀裂分布
がみられた 15心

(2)阿蘇地域における伝承調査

阿蘇地域では，2009年から阿蘇草原再生協議会草原学習小委員

会を中心に， 「草原キッズ・プロジェクト」いわれる草原学習を展

開している。「草原キッズ・プロジェクト」では，野焼きやススキ

作り等の草原での体験学習が多いが，阿蘇地域の自然災害や人と

自然との関わりに関する伝承の事例を取り入れたプログラムはみ

られない 1見本研究のプログラムでは，阿蘇地域における自然と

人との関わりに関連する伝承に着目し，文献調査及びヒアリング

調査を実施しt½ なお，文献調査では「民俗 ・ 伝統」に位置づけ

られる天候に関する諺を対象とした。具体的には，阿蘇町史 17)'

肥後の風土誌1s)から伝承に関する内容を調査した。

またヒアリング調査では地域住民の慣習としての口頭伝承を含

めて対象とした）ヒアリング調査は， 2017年9月9日～11日に

阿蘇の地域住民（古老）1名から災害を克服してきた伝承阿蘇地域

の伝統的土地利用に関するヒアリング調査を実施した。

(3)学習プログラムのねらいと開発の視点

学習プログラムは，文部科学省の『「生きる力」を育む防災教育

の展開』の学習指導要綱を基に，科目ごとに『「生きる力」を育む

防災教育の展開』の学習指導要綱等 19)を対比した結果本プロ

グラムは社会科目，生活科目，理科科目の学習指導要綱に親和t生
があると判断し， 5つの学習プログラムのねらいを設定した。

防災的成長をみる評価は，『「生きる力」を育む防災教育の展開』

の学習指導要綱の中の「防災教育の評価」20）にある「児童生徒等

が日常生活を安全に営むために災害発生時の事故原因，安全な行

動の仕方を理解して，的確な思考 ・判断に基づく適切な意思決定

や行動選択ができるようになったか」， 「児童生徒等が，学校及び

地畷土会の安全に進んで協力し貢献できるようになったか」に基

づき評価しに

凡例
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以上の『「生きる力」を育む防災教育の展開』の学習指導要綱を

基に， 4つの学習プログラムのねらいを設けた。

1)阿蘇の火山地形・カルデラと草原の営みを知り，阿蘇の草原

が共助による人の営みと密接なかかわりを持っていることを理解

するプログラム

小学校 5学年の社会科目の学習指導要綱を基に， 「自然環境が

人々の生活や産業と密接な関連を持っている」ことを理解するた

めに，草原の維持管理である野焼き，輪地切を教育素材に用いる

こととした防災教育的成長のねらいは，結や共助による草原の

維持管理や野焼きボランティアの活動を知ることにより，地域仕

会の安全に進んで協力し貢献できる態度を育むこととしteo
2)火山，草原と共生する阿蘇の暮らしの魅力（国立公園，世界農

業遺産，世界ジオパーク，文化的景観）を学び，地域の良さや愛着

を育むプログラム

生活科目の学習指導要綱を基に「自分と身近な人々及び地域の

様々な場所，公共物などどのかかわりに関心を持ち，地域の良さ

に気づき，愛着をもつことができるようにする」ために，国立公

園や世界農業遺産，世界ジオパーク，文化的景観を教育素材に用

いることとしteoまた，児童が，阿蘇地域の景観や暮らしの価値

が国際的に高く評価されていることを理解し，阿蘇を「かけがえ

のない場所」として意識し愛着を育むことをねらいとした。防災

教育的成長のねらいは，地域を「かけがえのない場所」として愛

着を育むことが，復興や地域仕会の安全に進んで協力し貢献でき

る態度を育むこととしteo
3)災害を乗り越えてきた阿蘇地域の知恵やコミュニティのつな

がりを知るプログラム

小学校5学年の社会科「地域の自然災害に応じた防災対策が大

切であることを理解する」ため，阿蘇地域の自然災害に関する伝

承や，「はん」を教育素材に取り入れることとした。防災教育的成

長のねらいは，地域における過去の災害について理解し，安全な

行動のための的確な思考・判断や，地域仕会の安全に進んで協力

し貢献できる態度を育むこととしteo
4) 自分達が暮らすカルデラ地形を活かした草地人工林や家屋

の伝統的土地利用を知るプログラム

中学生の理科の学習要綱となるが本プログラムとの親和性があ

ることから，「自然がもたらす恵みと災害などについて調べ，これ

らを多面的・総合的にとらえて，自然と人間のかかわり方につい

て考察する」ために，阿蘇地域の伝統的土地利用であるカルデラ

地形を読み解いた草原，棚田，人工林，家屋，水田，畑地の配置

について解説しteo加えて，阿蘇地域の人々が，長年火山や草原，

水と共生し暮らしを営んできた姿を児童に紹介しteo
防災教育的成長のねらいは，自分が暮らす地域の土地利用を把

握し，安全な行動のための的確な思号・判断や地域社会の安全に

進んで協力し貢献できる態度を醸成するとしに最後に，阿蘇地

域で想定される火山噴火，水害，地震，土砂災害ごとの避難場所

を確認しteo
5)ふりかえり

ふりかえりでは，児童の自己評価・相互評価を積極的に取りい

れるため，まず個人で感想を書き，その感想をグループワーク形

式で共有する方法としteo
以上設定した 4つの学習プログラムのねらいを基に， 2017年

12月 11日阿蘇市立阿蘇沖学校5年生60名を対象に開発したプ

ログラムを実施した。

(4)児童の感想からみる出現数の分析

環境教育の教育効果を評価する手法として，中村 (2016)21) 

によると，「数量的評価」の調査方法は，質問用紙やペーパテスト

等により評価を点数化し，属性ごとにプログラムの効果を評価す

る手法が多い。一方で，「数量化できない質的評価」では，録画に

ランドスケープ研究 82(5), 2019 

映っている事象の記録分析や自由記述や感想文における単語の出

現数を解析するテキストマイニング手法が挙げられる劫゜

本研究では，対象となる被験者が小学生となるため長文の記述

回答を得られないことから，阿蘇地域の自然災害や気象の伝承や

暮らしに関する教育効果や課題を数量的評価で行うことは難しい

と考えた。そこで，ふりかえりとして児童口感息を想起するまま

一つずつ付箋に書きこんでもらい，学習プログラムごとの感想の

件数感想の出現頻度における単語分析を行い，学習プログラム

の効果と課題を考察した。

また，グループごとに発表を行い，その様子をビデオ撮影によ

り言囀し，学習プログラムの効果と課題を考察した。

3 調査結果

(1)阿蘇地域における伝承調査

文献調査を通じて阿蘇町史からは 33編肥後の風土誌 16編

古老からのヒアリング調査からは31編，合わせて80編の伝承を

響することができこ

伝承を災害や気象ごとに分類し集計すると，気象（雨）に関す

る伝承が 49編と最も多かった。次いで気象（晴）に関する伝承

を24編確認できた気象（台風）に関する伝承は3編，気象（落

雷）と気象（雪）に関する伝承は 1編確認できた。

また，地震に関する伝承は「夜キジが鳴くと地震がくる」の 1

編を確認できた。そして，「阿蘇五岳の中岳に噴煙が入ると雨が近

い」といった阿蘇地域特有の伝承を阿蘇町史ならびに古老のヒア

リング調査から確認できた（表ー1)。

本研究では 80編の伝承を把握した上で，雨晴，地震に関す

る伝承から，児童が伝承内容を想起しやすい伝承を教育素材とし

て選定した3

(2)開発した学習プログラムの実施

2017年 12月 11日阿蘇市阿蘇小学校5年生60名を対象に 14

時15分から 15時55分までクイズ形式で講義を行った。また，

児童が理解を深めやすいようにパワーポイントを用いて，写真等

を多用ば見覚的にも理解しやすいように工夫をしに

まず， 1限目の授業 (45分間）では，自己紹介に 10分間，学

習プログラムの 4つのねらいに基づき各プログラム 8分の説明

（計32分間）で行う授業展開とした（写真ー2及び写真一3)。

1)囀の火山地形・カルデラと草原の営みを知り，阿蘇の草原

が共助による人の営みと密接なかかわりを持っていることを理解

することねらいとしたプログラム

疇の 3D疇モデルを示し，阿篠の火山地形やカルデラ士蜘

の理解を促した,3D地形モデルは縦29cm,横25cm,高さは最

大3cm芍宿尺10万分の1で作成した餌1)0

阿蘇地域の二次草原の面積の広さを理解するため，児童に身近

なヤフオクドーム（福岡）を例に「野焼きを行う範囲はヤフオク

ドーム6,450個分である」と説明したまた，二次草原の輪地切

の総距離を説明する際は，おおよそ阿蘇から名古屋までと同じ距

離であるなど，児童が野焼き面積や輪地切の総距離を想像しやす

いように工夫をしteo
2)火山，草原と共生する阿蘇の暮らしの魅力（国立公園世界農

業遺産，世界ジオパーク，文化的景観）を学び，地域の良さや愛着

を育むことをねらいとしたプログラム

このプログラムでは国立公園の目的と役割を説明した。加えて，

阿蘇が国立公園に指定された年月を解説し 80年以上の歴史があ

る国立公園であることを解説した。また，対象の阿蘇小学佼は，

米塚や草千里等の特別地域と隣接しているため，国立公園の公園

計画の解説を行った。その他，世界農業遣産や世界ジオパークの

認定理由は草原の営みや火山，そこでの阿蘇の人々の暮らしであ

ること狂靱札た。
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表ー1 文献調査及ヒアリング調査から得られた阿蘇地域の伝承

＊ ：学習プログラムの教育素材に選定した伝承

気象・災害
文献・

伝承内害
ヒアリング

あかぎれが痛む

蟻の行列が通る

稲の花が閉じる

蝿（ハエ）が群れる

辰巳の方に黒雲が出る

っぱめが低く飛ぶ

寺の鍾が近く聞こえる

中岳1こ噴煙が流れ込む

阿蘇町史
鶏が夕方遅くまで餌をあさる

19編 蛇が木に登る

便所の匂いが強くする

ムカデが出てくる

夕方、はやが水面に飛び上がる

夜明けにこうぞ（づく）が鳴く

汽車の音が近くに聞こえる

藁打ち石が湿る

はげ水（半夏生ごろの大水）が出ると梅雨が明ける

山の夕立ちは馬のたて髪を降り分ける（部分的に降り方が違う）

湯浦地域のまつぽり雨

ケラが家中にとび込むのは長雨の兆

肥後の風土誌
ひび、あか切れの痛むときは雨

5編
蛇が木に登る時は雨兆＊

川柳が直立する年は洪水

気象（雨）
朝虹は雨、夕虹は晴

正月五月九月は注意して事に当たれ・ ・・
49編

蝶が無くと梅雨が上がる

蛙「ヒキガエル」が鳴くと雨に成る

朝焼けは天気が下り坂に成る

鶏が夕方遅くまで餌を焦る時は雨が近い

藁打ち石に露（湿度）が多い時は雨に成る

阿蘇五岳の中岳に噴煙が入ると雨が近い

膿月夜は雨が降る

汽車の汽笛と線路の音が近くに聞こえる時は雨が近い

ツバメが低く鐸うと雨に成る

コウバイが人の近くで箕う時は雨が近い

古老からの 滝の音や川の流れの音が近くに関こえる時は雨が近い

ヒアリング 夜明けのコウゾウ雨コウゾウ夜のコウゾウ 日和コウゾウ
25編 猫が耳の後ろから顔をなでる時は雨が近い

ジェット雲が尾を引いて流れる時は雨が近い

便所の匂いが強いと雨に成る

朝顔の花が1111かぬ時は雨に成る

人の肩等が痛い時は雨が近い

北風になり長谷に風が吹き込むと雨が降る

汽笛が近くに聞こえると雨が近い

わらうち石に湿度が出ると雨が降る

下便所のにおいが強くなると雨

月がまわりにぽやっと輪ができると雨近し

あまがえるが鳴くと雨が近い

お茶碗にご飯粒がくつつくときは雨になる

気象（台風） 阿蘇町史
足長蜂が低い枝に巣をかける年は台風が来る

3編 3編
南瓜のつるが多く出る年は台風が来る

柚子が枝の中の方に実を付ける年は台風が来る

大霜の降りた日

炭火がはしる

土間の土が乾＜

阿蘇町史
鍋の尻に狐火がともる

9編
豆がらが勢いよく燃える

百舌（もず）が鳴く日

山鳩が鳴いた翌日

夕方フクロウが鳴いた朝

藁打ち石が乾いている

夕鳶が空を舞うのは晴兆

蚤を火にくべて音がすれば天気

気象（晴）
蜘蛛が雨中に網を張りはじめるときは晴れ

24編 朝虻蛤l（ミミズ）がはひ出た日は晴れ

肥後の風土誌 長雨時蟹が家の墨にはひ上がる時は晴れ
10編 魚が岸に集まる時は晴れ

犬が草をかむときは不思議に天気が続く

雨蛙が木の低い所にとまれば晴れ

鶏の鳴甍の高い時は雨はれる

鳥が夕方早くねぐらへ帰ると晴れ

夕焼けは天気が良く成る（秋の夕焼け鎌研いで待て）

古老からの
夏の朝朝霧が深いと雷が予測される朝霧が深いと天気が良い

ヒアリング
下駄での天気占い

5編
下駄を蹴りあげ落下し表が出れば晴れ裏が出れば雨等

ヒグラシが鳴くと天気になる不

夕焼けが綺麗だと明日の天気がいい

気象1（編雪） 阿蘇1編町史 三月の忘れ雪（今の四月の雪）

気象（落雷） 阿蘇町史
から雷には出向くな（落雷の比率が高い）

1編 1編

災害全般
古老からの

畜類を求めず・・麿の上でその方角に該当する場合には畜類を求
1編

ヒアリング
めない、災いが起きる。

1編

地震 肥後の風土誌
夜、 キジがなくと地震がある＊

1編 1編
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3)災害を乗り越えてきた阿蘇地域の知恵やコミュニティのつな

がりを知ることをねらいとしたプログラム

『はん（板）』と呼ばれる災害時に周りに知らせる木板が使用さ

れていたことを紹介しt4 また，伝承に関しては，プログラム実

施時間の制約上，伝承内容の中で最も多かった気象（雨）と関連

して晴から 1編ずつ，そして，熊本地震に関連して地震に関する

伝承 1編を取り入れた）具体的には， 「キジが夜鳴くと地震が来る」

や「ヘビが木に登ると雨が降る」，「ヒグラシが鳴くと晴れる」な

ど児童にとって身近な生き物を指標にした伝承を紹介しt4伝承

のプログラムでは，伝承の科学的根拠の有無問う内容ではなく，

先人が日ごろから身近な生き物や自然を観察し，自然環境や気象

などを予測していたことを児童に伝え，身近な自然に関心を持つ

ことの重要性を解説した。

4) 自分達が暮らすカルデラ地形を活かした草地人工林や家屋

の伝統的土地利用を知ることをねらいと したプログラム

このプログラムではカルデラ壁からカルデラ床までの伝統的土

地利用を解説した。合わせて， 二次草原や人工林の管理の必要性

を説明しt4最後に， 「阿蘇五岳の中岳に噴煙が入ると雨が近い」

という伝承を紹介し，阿蘇地域の人々が身近な火山や自然と向き

合い暮らしを営んできたことを解説しt4

5)ふりかえり

ふりかえりは2限目の授業 (45分間）を使い学んだことや感想

を述べあうグループワークとした。班構成は1班7人から 8人の

8班とした。その際，児童一人ひとりに付箋を配り，感想や気が

付いたことを一ずつ，付箋に各々書き込んでもらっt4その後

班の中で児童同士が感想や意見を述べあい，班としての感想を取

りまとめ発表しt4その際 1班の発表時間は3分ほどとしt4

(3)児童の感想からみる単語頻度と対応するプログラム

児童の感想件数は239件であり，感想の単語数は全体で 1,054

単語であった。その内，名詞が 667単語，動詞が 318単語，形容

詞が 69単語であった。単語頻度分析により，名詞，動詞形容

詞の上位30語を挙げ，単語に対応しているプログラム 1)からプ

ログラム 4) ごとに集計した（表ー2)。

その結果，名詞の中での上位6単語の内は児童が暮らす「阿蘇

(80回）」や学習を通じ知った「はじめて (52回）」や「びっく

り (19回）」，その他 「自然 (8回）」という単語頻度はプログラ

ム1)，プログラム 2)，プログラム 3)から出現していにまた，

「3)災害を乗り越えてきた阿蘇地域の知恵やコミュニティのつ

ながりを知る」プログラムでは，「地震 (20回）」，「災害 (12回）」，

地震の伝承の際に紹介した 「キジ (17回）」と災害に関連する単

語の出現傾向がみられた。

動詞の中での上位6単語は「知る (106回）」， 「思う (53回）」，

「分かる (16回）」は，プログラム 1)，プログラム 2)，プログラ

ム， 3)から出現していにまた，「3)災害を乗り越えてきた阿

蘇地域の知恵やコミュニティのつながりを知る」で紹介した「鳴

く (24回）」，「登る (12回）」，の出現傾向が多くみられた。

形容詞では「すごい (30回）」はプログラム 1)，プログラム 2),

プログラム 3)から出現していt4

写真一2講義の様子 写真一3 ふりかえりの様子
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表ー2 児童の感想からみる出現頻度の上位30単語と対応する

プログラム
名自 動嗣 形害腐

＂ 戸Iブログラム 皐栢 1出l!I|ブログラム 単1暑 出環 1ブログラム

直｀口［賣[_)_/〗
丈:~二三□工

□□□ 
ロ／三
(4)学習プログラムの効果と課題

児童の感想から学習プログラムごとの感想の件数感想の出現

疇における単麟析を行い，本研究で開発した学習プログラム

の効果と課題を考察した（表ー3)。まず，学習プログラムのねら

いと照らし合わせ，学習プログラムのねらいを達成できたプログ

ラムには「◎」，学習プログラムのねらいを達成できたが実施上の

課題が挙げられたプログラムには 「O」，学習プログラムのねらい

の理解を促すための課題が挙げられた学習プログラムには「△」，

学習プログラムのねらいを全く達成できかなかったプログラムを

「X」と評価した。

1)「阿蘇の火山地形 ・カルデラと草原の営みを知り，阿蘇の草原

が共助による人の営みと密接なかかわりを持っていることを理解

する」プログラムの効果と課題

このプログラムでは，野焼き (60件）や輪地切 (27件）の感

想そして，野焼き面積や輪地切の距離を説明した単語の出現頻

度が多く，児童が草原の営みを理解し地域への関心を高める教育

効果を確認できた。一方で， 3D地形モデルを観察する時間を十

分に確保できなかったため，児童が阿蘇の火山地形を十分に理解

することが難しく，阿蘇の火山地形やカルデラを理解するための

実施方法は課題として挙げられt½ 児童の感想からは，「野焼きを

する時ときにきついと思ったこともあるだろうけど，ずっと続け

ているからすごいと思いましt~」，「輪地切はとても長い距離大

変だなと思いましt~ でも，その努力で阿蘇のきれいな景色が守

られているから続けてほしいと思いましt½」等阿蘇の草原の営

みやその苦労を理解する感想がみられにその他，「野焼きに県内

外からもボランティアにきてくれて，みんなで野焼きをしている

ことを初めて知った」といった連携 ・交流による草原の維持管理

を理解する感想もみられt½ このような草原の維持管理や野焼き

ボランティアの活動を知ることにより，地域の共助活動や交流へ

の理解に寄与したことが示唆されたが，具体的な災害時の社会貢

献への態度を醸成することが今後の課題に挙げられた。

2) 「火山，草原と共生する阿蘇の暮らしの魅力（国立公園，世界

農業遺産世界ジオパーク，文化的景観）を学び，地域の良さや愛

着を育む」プログラムの効果と課題

阿蘇が国立公園の指定や世界農業遺産や世界ジオパークに認定

されていることを知らなかった児童が多く， 「国立公園 (27回）」

や「知る (26回）」等の出現頻度が多く，国立公園の保護計画を

理解することにより身近な草原の価値を認識し地域への愛着や誇

りを育む教育効果を確認できt½ 児童の感想からは，「米塚と草千
里が特別地域になっていて，米塚は地震で地割れしてしまってい

たから残念だと思いました〕」等熊本地震による草原の被害を国

立公園の特別地域としての被害として捉えて理解している様子が

示唆された。また，地域への愛着から復典やより良い地域社会へ

の貢献を育む防災教育的成長は，今後のプログラム実施の課題と

しt½

表ー3 本研究で開発した学習プログラムの効果と課題

，，，冒指導賽綱に 生きる力の学冒指 「生きる力」の 感想の件敷
感想の出磯韻度に 本学冒

学詈ブログラムのねらい 防災敦青的ねらい 授集晨開 おける ブログラムの 評価基づく科目 導憂綱のねらい 学冒指導璽綱（抄） (N=239) 
上位9単籍 敏育効果と課題

自然環境が人々の生活や 結や共肋による草原の穫 阿蘇の火山地形．カルデラ地形の解説． 野煉き 60件(251%) 野燒き ！50回 草原の績持管ll!（野
産集と密接な関運を持って 持管理や野焼きポラン •野煉きする面積はヤフォクドーム何信分 阿蘇 127回 煉き、輪地切）が多く

①阿蘇の火山地形・カルデラと いることを考える ティアの活動を知ることに でしょうか？ 輪地切 27件(11.3%) ヤフオクドーム ：24回 の人の労力のもと実
軍原の営みを知り，阿蘇の草 より，地域社会の安全に •野燒きは地元の人々の他、煎本県内外 I 名古屋 27回 抱されていることを
原が共肋による人の営みと密

知謙・患考・判断 進んで協力し貢献できる からポランティアも参加し阿蘇の草原を ！ 面積 I 13回 学び、共肋活動や交
撞なかかわりを持っていること 社会科 ll!度を青む． 守っている・ 知る 12回 流への運解は得た．

゜
を運解する．

社会貢献
•阿蘇の輪地切総距議lれ阿蘇から名古屋 ! 災害時の社会貢献
までの距離． への醸成はブログラ

【8分］
I ム上の課騒とした．

I 
自分と身近な人々及び地域 地域を「かけがえのない ・日本の国立公園の目的と役割． 国立公園 41件(17.2%) 阿蘇

1I ， 22271296 回回回回

国立公園や世界農
の様々な場所．公共物など 場所」として愛着を膏むこ •阿蘇が図立公園に指定された年と指定

世界農業遺産・ 1
知る 集遺産｀世界ジオ

②火山，葦原と共生する阿蘇 どのかかわりに1111心を持 とが，復興や地域社会の 還由． 国立公園 パークについて理解
の暮らしの魅力（国立公111，世 ち、地域の良さに気づき、愛 安全に進んで協力し貢献 •国立公園の保穫計画 （特別地域の役 世界ジオバーク I19件(7.9%) 特別地域 し｀地域への関心・
界●集遺崖．世界ジオパーク．

知識・思考・判断 着をもつことができるように できるII!度を青む． 罰）．
世米塚界ジオパーク I11i回回

愛着につながった．
文化的景観）を学び、地域の良 生活科

社会貢献 する． 例）米塚．草千里 地域への愛着から

゜
さや愛着を膏む． ・世界ジオパークの目的と役割． : 世界農集遺産 l，I 7回 復員やより良い地域

・世界農集遺産の目的と役割． 社会への貫献を育
【8分］ むことは，諫題とし

た．
， 

地域の自然災害に応じた防 地填における過去の災害 ・熊本地震の地域の共助の様子． 伝承 '72件(30.1%) 知る '98回
災対策が大切であることを について還鱗し，安全な ・「はん」の紹介． 地震 i20回
運解する 行動のための的確な思 ・ヒグラシが鳴くと蹟れる． はん 19件(7.9%) はん ＇ 18回 阿蘇の自然と人との

③災害を彙り越えてきた阿蘇 考・判断や，地域社会の ・キジが夜鳴くと地震が来る． I キジ 117回 関わりに関する伝承
地域の知恵やコミュニティのつ

知識・思考・判断 安全に進んで協力し貢献 ・ヘビが木に登ると雨が降る． 災害 12回 に強い関心を持ち、
ながりを知る． 社会科

社会貢漱 できる隅度を膏む． ・セミが早く鳴き始める年は早霜．

l 
知らせる 11回 より学びたいという ◎ ・昔の人は動物や植物を観察して天気や 探究心を醸成する教

【8分】 自然の状想を予測していた． 膏効果を讀鯰でき

た．

自然がもたらす恵みと災害 自分が暮らす地填の土地 ・阿蘇地域の伝統的土地利用 スギ林 ,1件 スギ 1回 阿蘇地壌の伝統的
などについて鱈べ、これらを 利用を把濃し．安全な行 （軍原一柵田ースギ林一家11・水田・畑地） I 管理 '1回 土地利用の地還的

④自分遠が暮らすカルデラ地 多面的総合的にとらえて｀ 動のための的確な患考・ ・下便所の紹介 崩落 i1回 還傾を深め、地域防
自然と人間のかかわり方に 判断や地域社会の安全 •阿蘇地域の自然を共生してきた暮らし． 災へと展開させるこ形を活かした軍地｀人工林や
ついて考察する に進んで協力し貢献でき とが課題となった．家屋の伝統的土地利用を知

還科 知謙・患考・判断 る想度を醸成する．

I I 
△ る．

[8分】

， 
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3)「災害を乗り越えてきた阿蘇地域の知恵やコミュニティのつな

がりを知る」プログラムの効果と課題

阿蘇の自然と人との関わりに関する伝承の感想は，伝承 (72件）

やはん (19件）と合わせて 91件となり， 4つの学習プログラムの

中で最も感想件数多かった。また「はん (18回）」の単語の出現

回数は多く，伝統的な地域防災の事例を通じて，地域防災に関す

る関心を高める教育効果を確認できた。

児童の感想では，「昔の阿蘇の人は生き物などを観察して，天気

を予想するという知恵をもっていたことにびっくりした」等の感

想が多く，伝承に児童が関心を持ちやすいことが示唆された。ま

た，「はんで災害を地域の人に知らせていたことを初めて知りまし

た。今ぼくは，携帯電話やTV電話で情報を知っているので，今

と昔とでは違うと思った」等「はん」を通じて地域の伝承が現代

の地域特性に応じた防災への取組と関連づけて興味•関心を深め

ている様子が示唆された。さらに，「自分は阿蘇にうまれたけど言

い伝えのこと等全く知りませんでした。」，「阿蘇の人の知恵を調べ

てみたいと思いました」等阿蘇地域への愛着を形成するととも

に，次年度は「児童が家族や古老から直接伝承の聞き取り調査を

行う学習プログラム」が，児童と教員から提案される等，伝承を

通じて，児童が阿蘇の自然と人との関わりに関する伝承に強い関

心を持ち，より学びたいという探究心を醸成する教育効果を確認

できた。

4)「自分達が暮らす力Jげ戸ラ地形を活かした草地人工林や家屋

の伝統的士地利用を知る」プログラムの効果と課題

伝統的土地利用に関する感想は1件のみで，児童にとっては難

しい内容だったことが示唆された。感想では，古老のヒアリング

調査で得られた「スギ林は手入れのできる範囲で植えないと崩落

の危険性があるという」内容を児童に伝えた。そのため，「スギな

どの林をちゃんと管理しないと崩落することを知った」という感

想が 1件であった。伝統的上地利用の理解には，児童の地理的理

解が必要であることが今後の課題として挙げられた。

5)ふりかえり

グループワークによる発表では，下記のようなふりかえりが行

われた。「初めて知ったことが多く，阿蘇が国立公園であったこと

や，阿蘇の知恵にびっくりしたことが多かった。」等児童が住ん

でいる地域への理解，関心を高めた様子が確認できた。また，「は

んをみて，阿蘇ではみんなが助け合って災害を乗り越えていると

思った。」といった地域防災の共助について理解を深める様子が見

られた。以上の結果から，本研究の学習プログラムを通じて，地

域への愛着や阿蘇の自然と人との関わりに関する伝承，過去の災

害を乗り越えた防災対策に興味•関心を深める効果を確認できた。

4. まとめ

本研究では，熊本地震後の学習プログラムとして，阿蘇地域の

火山や草原と人との関わり，加えて， 自然と人との関わりに関連

する伝承を取り入れ，復興に向けた地域への愛着，ならびに，防

災意識の醸成を促すプログラム開発を文部科学省の『「生きる力」

を育む防災教育の展開』の学習指導要綱を基に試行した。同時に，

学習プログラムごとの感想の件数感想の単語の出現頻良：を分析

し，総合的学習としての教育効果と防災的成長を考察した。

その結果，阿蘇地域の火山や草原と人との関わりとして，草原

の営みや国立公園等を教育素材に取り入れたプログラムは，地域

の共助による維持管理や，地域への愛着を形成する教育効果はみ

られた。阿蘇加或の自然と人との関わりに関する伝承や「はん」

等の過去の地域防災を教育素材に実施したプログラムは，児童の

興味関心を持たせ，地域の伝承や過去の災害を現代の地域特性に

応じた防災への取組と関連づけて興味•関心を深めている様子が

示唆された。さらに，災害を乗り越えてきたコミュニティのつな
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がりが阿蘇地域への愛着を形成される教育効果を確認できた。

以上のことから本研究で開発したプログラムを通して，熊本地

震を経験した児童が，阿蘇地域への愛着を深め地域防災について

関心を高める教育効果は確認できた。今後先人が阿蘇の自然災

害と向き合ってきた学習プログラムを通じて児童と地域住民や家

族とが自然災害との向き合い方を共有し，地域の防災力を高める

活動に展開することが期待される。
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