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【要旨】 

大分大学地理学教室では，大分市内の小学校に通う 4～6 年生親子を対象として，防災・減災に関す
るイベントを実施した。イベントの目的は，①防災・減災を考える「きっかけ」作りと防災・減災意識

の持続性維持，②教員志望学生の教員として資質能力の向上とした。イベント内容は，大分県内で発生

した自然災害の紹介とメカニズムに関する学習，家の安全・非常食・災害時の対応および注意点を解説

するブース（教室）での活動，大分市の災害用備蓄品の紹介と実演，学校や自宅周辺の災害リスクとハ

ザードマップの確認である。本イベントを通じて，参加した小学生は防災・減災意識が高まっただけで

なく，持続性維持という点でも大きな効果が得られた。また，本イベントは教員志望学生の教員として

の資質能力向上に寄与できた点として評価できる。 
 

【キーワード】 
防災・減災イベント（disaster prevention event） 小学生（elementary school students） 教員志

望学生（students intending school teachers） 教育効果（educational effect）   
 

 

Ⅰ．はじめに 

 

  2016年 4月に熊本県熊本地方において発生した地震（熊本地震：気象庁，2016）1)は，大分県内にも

甚大な被害をもたらした。また，2017 年 5 月には，豊後大野市朝地地区において地すべりが発生し，
近隣農家が避難する事態に至った（鶴成ほか，2017）。さらに，同年 7 月には，日田市を中心とした広
範囲が豪雨被害に見舞われ（平成 29年 7月九州北部豪雨：気象庁，2017）2)，その 2か月後の 9月に
は台風 18号の豪雨によって大分市や津久見市，佐伯市を中心に大規模な浸水被害が生じた（鶴成ほか，
2017）。このように，大分県にとって 2016～2017 年は，自然災害が短期間で集中的に発生した年であ
ったといえる。県内で続けざまに発生したこれらの自然災害は，大分県が自然災害多発県であるという

ことを改めて認識する契機にもなった。 
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 一般的にこのような自然災害に対する防災・減災対策は，ハードとソフトに大別される。ハード対策

は，英語で structural measuresといわれるように，「何かしらの構造物による被害軽減手法」と捉える
ことができる。つまり，ハード対策には一般的に多額の費用が掛かるため，個人というよりは，国や県，

自治体レベルでの対策といえる。一方，ソフト対策は，英語では non-structural measuresであり，「構
造物によらない被害軽減手法」といわれることが多い。ソフト対策でいえば，土地利用規制，耐震基準，

保険，観測システム，情報システム，ハザードマップ，防災教育，訓練，避難システムなど，さまざま

な例が挙げられる（たとえば，牛山，2012）。このような，自然災害に対するハード・ソフト対策は，根
本的に異なる性質を持ってはいるものの，相互に補完し合うことでより効果的な成果が発揮されるもの

である。 
 上述したように，大分県は災害多発県でもあり，また熊本地震の被災県ということもあって，近年は

県や市という単位でみれば自然災害への対策の機運は高まりつつある。しかし，個人単位でみれば，大

きな災害直後は防災・減災意識の向上はみられるものの，決して自然災害に対する個人レベルでの対策

は万全とはいえないのが現状である（小山，2017）。この問題を解決するためには，すぐにでも実践可
能なソフト対策，すなわち自宅内における家具の固定や，ハザードマップの所持・理解，自然災害や防

災・減災対策の学び（防災教育）といったものを，継続的に実践および発信していく必要があるだろう。 
 そこで，大分大学教育学部地理学教室では，これまで大分県内において学生が主体となった家具固定

ボランティア（土居ほか，2014；小山ほか，2017）や，小学生親子を対象とした防災・減災イベント（小
山ほか，2014；小山・土居，2015）を実施してきた。とくに，小学生親子を対象としたイベントは，参
加者親子の防災・減災意識の向上および対策の実践という面で，一定の成果を挙げている。さらに，イ

ベントやボランティアの実践者が教員志望学生ということで，教員としての資質や能力の向上といった

学生に対する教育的効果も得られている（小山ほか，2014）。 
本稿では，2017年 12月 16日に大分市内の複合文化交流施設において実施した小学生親子を対象と

した防災・減災イベントの実践を報告すると共に，イベント終了後に小学生が記した編集後記（後述），

およびイベント実施者である学生の事後報告レポートを基に，イベント参加者（小学生）・実践者（教員

志望学生）らが得られたそれぞれの効果について検討する。 
 

Ⅱ．防災・減災イベントの概要 

 

１．イベントの目的 

 本イベントは，大分大学地理学教室が主催して，「めざせ！ジュニア防災マスター！」というイベント

名で，大分市内の小学校に通う小学校 4~6年生とその保護者を対象として実施したものである。参加募
集の広報は，大分市内の全公立小学校（56校）へのチラシ配布と，複合文化交流施設等へのポスター掲
示を通じて行った。その結果，親子 13組の応募があり，当日は 4年生 5名，5年生 3名，6年生 4名，
保護者 11名の計 23名が参加した。 
 本イベントの目的は大きく二つある。一つはこれまでの取り組みと同じように，イベント内で各種体 
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１．イベントの目的 

 本イベントは，大分大学地理学教室が主催して，「めざせ！ジュニア防災マスター！」というイベント

名で，大分市内の小学校に通う小学校 4~6年生とその保護者を対象として実施したものである。参加募
集の広報は，大分市内の全公立小学校（56校）へのチラシ配布と，複合文化交流施設等へのポスター掲
示を通じて行った。その結果，親子 13組の応募があり，当日は 4年生 5名，5年生 3名，6年生 4名，
保護者 11名の計 23名が参加した。 
 本イベントの目的は大きく二つある。一つはこれまでの取り組みと同じように，イベント内で各種体 

験をしてもらうことで，防災・減災対策を考える「きっかけ」を作ることである。また，本イベントで

高まった防災・減災意識が単発的なものではなく，イベント終了後も持続するよう，「防災・減災意識の

持続性維持」を最終目標として掲げた。さらに，本イベントでは，大分県内で続けざまに発生した自然

災害を取り上げ，それぞれのメカニズムや被害について学ぶ時間を設けた（詳細は後述）。これは，文部

科学省が示す小学校段階における防災教育の目標「ア 認知・志向・判断」の項目内に示されている，

『地域でおこりやすい災害や地域における過去の災害について理解し，安全な行動をとるための判断に

生かすことができる』（文科省，2013）という点を考慮したものである。 
 もう一つの目的は，本イベントを実施した学生の多くが教員志望学生であるということから，イベン

トを通じて学生の教員としての資質能力の向上を目指した点である。本イベントは，学生が主体的かつ

能動的に実施できるよう，イベントの企画・準備・実践を学生自らがおこなえるよう調整した。その準

備に際しては，イベント内容の考案はもちろんのこと，自然災害のメカニズムや防災・減災対策に関す

る学習や必要物品の整理，さらにはイベント当日に使うスライド資料や配布資料の作成を行った。この

ような作業を通じて，教員志望学生として必要な教養や知識，技術などを含めた汎用的能力の育成を図

った。 
 

２．イベントの概要 

以上の目的を踏まえ，本イベントは，①大分県で発生した自然災害とメカニズムの学習，②防災・減

災に関する対策や知識，あるいは技能を学べるブース（教室）の設置，③自宅や学校周辺における災害

リスクとハザードマップの確認，の 3つを大きな柱として構成した。また，イベント終了後には参加し
た小学生に対して，大分大学地理学教室が作成した「ジュニア防災マスター認定証」3)を交付した。 
 イベント全体を通して参加小学生には「記者」という役を設定し，「記者として防災に関する本を書く

ために取材を行う」というシナリオでイ

ベントを進めた。まず午前の活動の始め

に，「研修」と題して大分県内で頻発した

自然災害とそのメカニズムについて学ん

だ。その後，取材を通して学んでほしい

ことを記した「任務シート」（図 1）を手
渡し，参加者はそれぞれ「家の安全ブー

ス」，「非常食ブース」，「災害発生時の対

応・注意点ブース」の 3つのブースへ取
材に向かい，各ブース担当学生が作成し

た取材シートに取材内容をまとめていっ

た。これらの各ブースでは，ブースを担

当した学生が大工や食品会社の社長，消

防士という役割を設定し仮装するなど，

09:00～ 学生集合・準備 

10:00～ 

イベント開始 

挨拶・自己紹介（10分） 

県内で発生した自然災害の紹介と自然災害のメカ

ニズム（30分） 

休憩（10分） 

10:50～ 

各ブースにおける取材（30分×3） 

 ・家の安全 

 ・非常食 

 ・災害発生時の対応・注意点 

12:20～ 昼食・休憩 

13:30～ 

J:COMホルトホール大分の備蓄について（30分） 

ハザードマップの確認・家族での話し合い（45分） 

編集後記の記入（15分） 

15:00 ジュニア防災マスター認定証授与・イベント終了 

表 1 イベント当日のスケジュール 

− 101 −



子どもたちが楽しく取材を出来るような雰囲気

づくりに努めた。また，イベント当日は小学生の

パートナーとして大学生を各班に配置し，各種作

業や体験を補助した。 
午後の活動では，行政による災害への備えや取

り組みを理解するため，大分市の防災・減災対策

として，災害時の避難場所にも設定されている

J:COM ホルトホール大分（複合文化交流施設：

本イベントの実施場所）の地下にある備蓄を紹介

した。その後，国土交通省が公開している「重ね

るハザードマップ」4)を用いて自宅や学校周辺の

災害リスクを調べたり，家族で今後どのような備

えを行うか話し合ったりする時間を設けた。最後

に参加小学生には，イベントを通して学んだこと

や感想を「編集後記」として記してもらった。イ

ベントで配布した資料や前述した任務シートは，

「編集後記」記入後にレポートファイルに綴じ込

むことで，今後も活用できる本として完成させ

た。 
表 1 には当日のスケジュールを，表 2 には各ブー

スで取り扱った内容を示した。なお，各ブースの工

夫点や詳細については 3 章において示す。 
 

表 2 各ブースの内容 

ブースの名称 内 容 

家の安全ブース 

・地震に強い家とはどんな家か 

・家の中で被害を減らすために工夫できることはなにか（耐震グ 

ッズやセーフティーゾーンの紹介） 

非常食ブース 

・水や非常食の備蓄の必要性 

・何をどれくらい備えておけばよいか（ローリングストック法の 

紹介） 

・非常食の調理の仕方，試食 

災害発生時の対応・注意点ブース 

・地震，津波，大雨の時にどのように行動すべきか 

・非常用持ち出し袋について 

・災害用伝言ダイヤル 171について 

各ブース担当学生のレポートを基に作成 

 

 

図 1 参加小学生に配布した「任務シート」 

イベント実践学生作成 
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イベント実践学生作成 

Ⅲ．学生のレポートを基にしたイベント内容の詳細と工夫点 

 
 ここでは，イベントの準備に際して学生が記した記録用メモと，イベント終了後に提出された事後報

告レポートを基にして，イベント内容の詳細と工夫点および課題についてそれぞれ述べる。各イベント

では，基本的にスクリーンに投影したスライド資料を用いて学生が説明するという形式をとったが，そ

の概要をまとめた配付資料も同時に配付することで，参加者の理解が進むように工夫した。また，スラ

イド資料は Microsoft Office PowerPoint を用いて作成した。スライド資料や配付資料の作成にあたっ

ては，見やすいように，文字フォントや図，写真はできるだけ大きくするとともに，文字数を少なくし，

全ての漢字にルビを振るなどして，視覚的に捉えやすくした。また，専門用語を多用せず小学生でも理

解しやすい用語の使い方や，飽きさせないために動画やアニメーションを挿入するなどの工夫も行った。

なお，以下に示す順番は，イベントの進行に即したものである。 
 
１．大分県内で発生した自然災害の紹介とメカニズムの学習 

（１）内容の詳細 

3 つのブースを廻り「取材」をするというメイン活動を行う前に，参加小学生は自然災害のメカニズ

ムや特徴を知っておくことが不可欠である。そこで，記者として取材をするための「研修」と題して，

県内で頻発した自然災害の紹介とそれらのメカニズムについて説明を行った（写真 1）。 
 とくに，自然災害の発生メカニズムや特徴は，熊本地震や九州北部豪雨の被災経験および南海トラフ

巨大地震による被災想定を踏まえ，地震・津波・土砂災害の 3 つに焦点を当てた。その中でも，津波・

土砂災害は地震によって引き起こされる二次災害として取り上げることで，災害が複合災害であること

を認知させ，参加小学生に防災・減災に対する応用力を身に付けさせることができると考えた。また，

地震・津波・土砂災害の特徴やメカニズムの説明は，午後のハザードマップを用いた活動にもつながる

よう声かけを行った。 
 

   
写真 1 自然災害のメカニズムに関する解説の様子 

定規を活用したプレート境界地震の解説の様子（左）と異常震源域の解説の様子（右） 
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（２）資料や進行上の工夫 

地震の説明については 2016年の熊本地震の被害を取り上げ，昨年の震災を思い出してもらうことで，

より身近な問題として考えられるようにした。また，参加小学生に震度分布図に興味を持ってもらうこ

とと，軟弱地盤に伴う異常震源域について理解してもらうため，クイズ形式で解説を行った。津波の説

明では，津波のイメージを持たせるために動画サイトを活用し，2011 年の東北地方太平洋沖地震によっ

て引き起こされた津波の映像を流した 5)。 
進行上の工夫としては，本活動はイベント開始直後であったため，各班に付く大学生と参加小学生が

コミュニケーションを取れるよう，アイスブレークやクイズを取り入れるなどした。また，プレート境

界地震の解説には，定規を使ってそのメカニズムを説明した。 
 

２．家の安全ブース 

（１）内容の詳細 

「家の安全ブース」では，地震に強い家とはどのような家かを理解するため，大工に扮して地震に強

い家のポイントや地盤に関する解説を行った。また，家の中で被害を減らすために工夫できることを考

えさせるため，耐震グッズ（突っ張り棒，家具固定ベルト，家具転倒防止板）の紹介や，室内で落下物

や転倒物が到達しない空間（セーフティーゾーン）についての解説を行った（写真 2）。 
（２）資料や進行上の工夫 

スライド資料で説明が体験的に記憶に残るように，補足教材してキット（紙ぶるる）6)を配布して，実

際に家屋が振動する様子を疑似体験した。また，家具転倒防止対策に関するグッズの紹介では，実際に

実物を扱ってもらうことで使用方法も学んでもらった。なお，事前準備として，参加小学生から質問が

来なかった場合を想定して，クイズ形式の問題を準備しておいた。 
 

  

写真 2 家の安全ブースの様子 

家の安全に関する解説（左）と「突っ張り棒」の実践の様子（右） 
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て引き起こされた津波の映像を流した 5)。 
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コミュニケーションを取れるよう，アイスブレークやクイズを取り入れるなどした。また，プレート境

界地震の解説には，定規を使ってそのメカニズムを説明した。 
 

２．家の安全ブース 

（１）内容の詳細 

「家の安全ブース」では，地震に強い家とはどのような家かを理解するため，大工に扮して地震に強

い家のポイントや地盤に関する解説を行った。また，家の中で被害を減らすために工夫できることを考

えさせるため，耐震グッズ（突っ張り棒，家具固定ベルト，家具転倒防止板）の紹介や，室内で落下物

や転倒物が到達しない空間（セーフティーゾーン）についての解説を行った（写真 2）。 
（２）資料や進行上の工夫 

スライド資料で説明が体験的に記憶に残るように，補足教材してキット（紙ぶるる）6)を配布して，実

際に家屋が振動する様子を疑似体験した。また，家具転倒防止対策に関するグッズの紹介では，実際に

実物を扱ってもらうことで使用方法も学んでもらった。なお，事前準備として，参加小学生から質問が

来なかった場合を想定して，クイズ形式の問題を準備しておいた。 
 

  

写真 2 家の安全ブースの様子 

家の安全に関する解説（左）と「突っ張り棒」の実践の様子（右） 

 

３．非常食ブース 

（１）内容の詳細 

「非常食ブース」では，非常食の必要性とその種類や特徴を理解することを目的として，食品メーカ

ーの社長に扮して非常食の解説を行った。また，単に非常食の紹介だけで終わるのではなく，ローリン

グストック法といった非常食の保存方法についても紹介した。さらに，当ブースでは長期保存可能な水

（ミネラルウォーター）と非常食を実際に飲食してもらい，その風味を体感してもらった（写真 3）。 
（２）資料や進行上の工夫 

配布資料に関して，穴埋め形式にしたりスライド資料で対応する箇所を明示したりすることで，参加

小学生が書き込みやすくなるよう工夫した。また，本ブースでは，大学生ではなく食品メーカーの社長

という立場として，参加者からインタビューを受けるという形式をとった。社長の雰囲気を醸し出すた

めに，スーツを着用し，口調やトーンを変えるなどの工夫を行った。また，水や非常食の常備は家庭に

おける重要な対策の一つであるため，保護者にも質問を投げかけたり，親子で実際に飲食してもらった

りすることで，家庭内で知識を共有できるよう配慮した。 
 

  
写真 3 非常食ブースの様子 

災害時における水の確保に関する解説（左）と実際に非常食を飲食している様子（右） 

 
４．災害発生時の対応・注意点ブース 

（１）内容の詳細 

 災害発生時の対応や注意点を理解することを目的とする本ブースでは，地震や土砂災害発生時にどの

ような対応を取るべきか，そしてどのような注意が必要かについて考えてもらい，正しい知識を得ても

らうために，学生が消防団に扮して 7)解説を行った。とくに，普段あまり馴染みが無く，かつ学習する

機会が少ない，災害用伝言ダイヤルの使い方や，1 次・2 次・3 次持ち出し品について重点的に解説し

た。 
（２）資料や進行上の工夫 

イベント終了後に自宅で非常持ち出し品の準備ができるように，配布資料にチェックリスト形式の非
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常持ち出し品を掲載した。ブースの進行にあたって，参加者に具体的な状況を提示し，想像してもらう

時間を多めに設定し，発言があまり出なかったグループに関しては，考察する上でのヒントを示したり，

指名したりすることで発言を促すなどの工夫をした。 
 

  
写真 4 災害発生時の対応・注意点ブースの様子 

災害時の対応を熱心に取材する小学生の様子（左）と保護者の様子（右） 

 
５．指定避難所における備蓄と非常用持ち出し袋の紹介 

（１）内容の詳細 

イベントを行った会場（J：COM ホルトホール大分）は大分市の指定避難所であるため，地下倉庫に

大分市が管理する災害用の備蓄保管庫が設置されている。そこで，大分市防災危機管理課の協力により

イベント前日に担当学生による見学と備蓄の写真撮影を行った。また，備蓄の一部を借り受け，イベン

トにおいて参加者に対して紹介すると共に，実際に触ったり使ったりしてもらった（写真 5）。表 3 に当

日借り受けた備蓄品とイベントで活用した理由を示す。 
 

表 3 災害用備蓄庫から借用した備品一覧とイベントで活用した理由 

借用備蓄品 理由・概要 

紙おむつ 

・避難所には様々な年代の人々が集まることに 

気付く 

・紙おむつが長く使えるように圧縮して空気を 

抜くなどの工夫がされている 

携帯トイレ ・普段のようにトイレや水道が使えない事態を 

想定し考えることができる 避難所用給水袋 

パーテンションテント ・家庭では準備することがやや困難な非常用の 

備品である 災害用敷きマット 

アルミブランケット ・帰宅困難者の説明に繋げる 
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指名したりすることで発言を促すなどの工夫をした。 
 

  
写真 4 災害発生時の対応・注意点ブースの様子 

災害時の対応を熱心に取材する小学生の様子（左）と保護者の様子（右） 

 
５．指定避難所における備蓄と非常用持ち出し袋の紹介 

（１）内容の詳細 

イベントを行った会場（J：COM ホルトホール大分）は大分市の指定避難所であるため，地下倉庫に

大分市が管理する災害用の備蓄保管庫が設置されている。そこで，大分市防災危機管理課の協力により

イベント前日に担当学生による見学と備蓄の写真撮影を行った。また，備蓄の一部を借り受け，イベン

トにおいて参加者に対して紹介すると共に，実際に触ったり使ったりしてもらった（写真 5）。表 3 に当

日借り受けた備蓄品とイベントで活用した理由を示す。 
 

表 3 災害用備蓄庫から借用した備品一覧とイベントで活用した理由 

借用備蓄品 理由・概要 

紙おむつ 

・避難所には様々な年代の人々が集まることに 

気付く 

・紙おむつが長く使えるように圧縮して空気を 

抜くなどの工夫がされている 

携帯トイレ ・普段のようにトイレや水道が使えない事態を 

想定し考えることができる 避難所用給水袋 

パーテンションテント ・家庭では準備することがやや困難な非常用の 

備品である 災害用敷きマット 

アルミブランケット ・帰宅困難者の説明に繋げる 

（２）資料や進行上の工夫 
備蓄に関する解説では，地下備蓄庫見学の際に撮影した写真と，防災危機管理課職員への聞き取り調

査の結果を基にスライド資料を作成し，大分市の備蓄や対策について紹介した。とくに，大分市から「自

助」の必要性および重要性を伝えてほしいとの依頼があり，ここでは「自助」についての解説も同時に

行った。また，特別な災害用グッズにこだわらなくても備えができることを理解するために，実際に担

当学生の自宅にあったもので簡易的な持ち出し袋 8)を作成し紹介した。また，参加小学生には持ち出し

袋を実際に背負ってもらい（4 年生男女 1 名ずつ），重さを実感してもらった。これらの作業や体験は，

イベント終了後にすぐにでも家庭において実践するように，紹介する際に強調した。 
 

  
写真 5 大分市から借り受けた指定避難所における備蓄を紹介している様子（左，右） 

 
６．自宅や学校周辺の災害リスクとハザードマップの確認 

（１）内容の詳細 

 ここまでの活動は，参加者全員に共通する防災対策が中心であったため，親子単位での話し合いや学

びが少なかった。そこで，イベントの最後の活動として，自宅や学校周辺の災害リスクを知ることを目

的として，自宅周辺のハザードマップの確認を行い避難経路等について話し合ってもらった。ここでは，

スライド資料を使ってハザードマップの種類や見方を解説したのち，各親子にタブレット端末（iPad）
を 1 台配布して「国土交通省ハザードマップポータルサイト」の「重ねるハザードマップ」を操作して

もらった（写真 6）。「重ねるハザードマップ」のツールである「リスクをまとめて調べる」機能を使い，

参加者の自宅周辺がどのような地形的特徴を持ち，どのような災害リスクがあるのかを調べてもらった。 
（２）資料や進行上の工夫 

iPad の操作手順が分かりやすくなるよう，「重ねるハザードマップ」の画面を画像として取り込み，

スライド資料に貼り付けて，実際の手順通りに説明を行った。 
参加者にはイベント申込時に，氏名以外に住所と通学している小学校名の記入を求めた。この資料を

もとにして，あらかじめ各参加者の居住地区に対応するハザードマップを準備して，当日配布した。ま

た，大分市防災危機管理課から提供された『わが家の防災マニュアル』9)を，各親子に 1 部配布した。
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さらに，イベント終了後も自宅で簡単にハザードマップを確認できるように，インターネット上で閲覧

可能なハザードマップや防災マップの URL を掲載した資料を配布した。 
 進行にあたっては，午前中に学んだ内容を説明の中に適宜取り入れることで，参加小学生に興味を持

ってもらえるよう工夫した。また，タブレット端末は扱う小学生によって操作の慣れに差があるため，

一つ一つの手順が終わったかどうかを随時確認しながら進行することに努めた。 
 

  
写真 6 自宅や学校周辺の災害リスクとハザードマップを確認している様子 

ハザードマップ解説の様子（左）と実際に iPadで自宅周辺のハザードマップを確認している様子（右） 

 
Ⅳ．参加者および実践者の効果 

 
ここでは，参加小学生がイベント終了時に感想や今後の課題等を記した「編集後記」と，イベントを

実践した教員志望学生の事後報告レポートを分析し，本イベントの効果について双方の視点で検証する。 

 
１．小学生への効果－参加者－ 

 参加小学生には，全ての活動終了後に「印象に残ったこと」と「今後調べてみたいこと」の 2 点につ

いて「編集後記」というかたちで自由に記してもらった。これを基に参加小学生に対する本イベントの

効果について検討する。ただし，このような自由記述については，分析する者の恣意的あるいは主観的

な解釈が入ってしまう恐れがあるため，客観的に全体的な傾向や特徴を把握することが難しい。そこで，

自由記述における理由付けの分析（計量テキスト分析）に関しては，樋口（2004）を参考に，フリーソ

フトである KH Coder（2.X）を使用して分析した。これにより，テキストから自動的に語を抽出し，頻

出語を確認したうえでそれらの語の出現パターンの組み合わせなどを分析した。 
KH Coder の共起ネットワークのコマンドを用いて，参加小学生の編集後記の自由記述の中から，出

現パターンの似通った語を抽出した（図 2）。共起ネットワークとは，文章から語句を抽出し，出現パタ

ーンの似通った語，すなわち共起の程度が強い語を線で結んだものである。とくに共起の程度が強い語

は太線で示し，出現数の多い語ほど大きな円で示している。また，「印象に残っていること」・「調べてみ
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さらに，イベント終了後も自宅で簡単にハザードマップを確認できるように，インターネット上で閲覧

可能なハザードマップや防災マップの URL を掲載した資料を配布した。 
 進行にあたっては，午前中に学んだ内容を説明の中に適宜取り入れることで，参加小学生に興味を持

ってもらえるよう工夫した。また，タブレット端末は扱う小学生によって操作の慣れに差があるため，

一つ一つの手順が終わったかどうかを随時確認しながら進行することに努めた。 
 

  
写真 6 自宅や学校周辺の災害リスクとハザードマップを確認している様子 

ハザードマップ解説の様子（左）と実際に iPadで自宅周辺のハザードマップを確認している様子（右） 

 
Ⅳ．参加者および実践者の効果 

 
ここでは，参加小学生がイベント終了時に感想や今後の課題等を記した「編集後記」と，イベントを

実践した教員志望学生の事後報告レポートを分析し，本イベントの効果について双方の視点で検証する。 

 
１．小学生への効果－参加者－ 

 参加小学生には，全ての活動終了後に「印象に残ったこと」と「今後調べてみたいこと」の 2 点につ

いて「編集後記」というかたちで自由に記してもらった。これを基に参加小学生に対する本イベントの

効果について検討する。ただし，このような自由記述については，分析する者の恣意的あるいは主観的

な解釈が入ってしまう恐れがあるため，客観的に全体的な傾向や特徴を把握することが難しい。そこで，

自由記述における理由付けの分析（計量テキスト分析）に関しては，樋口（2004）を参考に，フリーソ

フトである KH Coder（2.X）を使用して分析した。これにより，テキストから自動的に語を抽出し，頻

出語を確認したうえでそれらの語の出現パターンの組み合わせなどを分析した。 
KH Coder の共起ネットワークのコマンドを用いて，参加小学生の編集後記の自由記述の中から，出

現パターンの似通った語を抽出した（図 2）。共起ネットワークとは，文章から語句を抽出し，出現パタ

ーンの似通った語，すなわち共起の程度が強い語を線で結んだものである。とくに共起の程度が強い語

は太線で示し，出現数の多い語ほど大きな円で示している。また，「印象に残っていること」・「調べてみ

たいこと」を外部変数として設定することで（図 2 中赤い四角），両者に共通している語やどちらかの

記述にしかみられない語を抽出した。図 2 中のオレンジの円で示された語は，「印象に残っていること」・

「調べてみたいこと」のどちらかの記述にのみ出現した語であり，黄緑の円で示された語は，両者に共

通して出現した語である。なお，編集後記の自由記述は，全文章数が 55，総抽出語数 1141 で，最低頻

出語は 3 に設定した。 
図 2 を見ると，「編集後記」の「印

象に残っていること」の文章は，「楽

しい」，「帰る」，「思う」といった語

句と非常に強く結びついているこ

とが示されている（太線）。その他

に，「印象に残っていること」のみに

出現した語句として，「持ち出し」，

「備え」，「マップ」という語句が挙

げられ，それぞれ共起関係がみられ

る。このことから，参加小学生が本

イベントで強く印象に残ったこと

は，「持ち出し袋」や「災害への備

え」，「ハザードマップ」であったと

みなすことができる（下線は抽出語
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自由記述で該当箇所を抜粋すると

（以下，抜粋箇所は全て原文ママ），

「（前略）家に帰ったら非常用持ち

出し袋をつくって備えていたいと
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の時に備えておくと良い持ち物を

知って，帰ってから準備しようと思

います。（後略）」などが挙げられる。

つまり，参加小学生に強い印象を残

したものは，イベント内で実際に触

れたものや視覚的な情報などであ

るため，イベント内でそれらを積極的に活用したことは，非常に効果的だったと推測される。 
また，「楽しい」という語句と強い共起関係にあるのは，「イベントが楽しかった」という記述が多か

ったことが示されており，「帰る」という語句が多かった理由は，前述の抜粋箇所にも示されているよう

に，「家に帰ったら」，「家に帰ってから」という表現が多かったことに起因する。たとえば，「（前略）帰

図 2 「編集後記（自由記述）」の共起ネットワーク 

共起の程度が強い語は太線で示し，出現数の多い語ほど大きな円

で示している。「印象に残っていること」・「調べてみたいこと」を

外部変数として設定することで（赤い四角），両者に共通している

語やどちらかの記述にしかみられない語を抽出している。オレン

ジの円で示された語は，「印象に残っていること」・「調べてみたい

こと」のどちらかの記述にのみ出現した語であり，黄緑の円で示

された語は両者に共通して出現した語である。 
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ってからもネットでかさねるマップをチェックしたいです」というように，帰宅後も本イベントで学ん

だ内容を実践したり確認したりしたいとの記述が多くみられた。 
「調べてみたいこと」にのみ出現した語句は，「調べる」，「秘密」，「被害」の 3語のみであった。これ

らの該当箇所を抜粋すると，「過去に大分市に被害をもたらした災害をくわしく調べてみたい」や「非常

食はなぜ普通の食品と違って保存期間が長いのか，その秘密を知りたい！」といったような，イベント

内で学んだことを生かして持続的に学習したいという気持ちが表現されていた。 
 他方で，「印象に残ったこと」・「調べてみたいこと」の両者に出現した語句（黄緑の円）は，まさに本

イベントの内容やポイントを忠実に表現している。たとえば，「災害」や「非常」，「自分」といった語句

は共起関係にあるだけでなく，文章内での出現回数も多い。つまり，「自然災害」，「非常時・非常食」，

「自分（自助）」といった本イベントの大きなテーマや，「津波」，「地震」，「避難」，「防災」といった学

習内容，あるいは担当学生が意識的に組み込んだ内容は，参加小学生の印象に強く残り，かつ今後の学

習意欲へと発展したようである。 
 以上の結果を踏まえ，参加者に対する防災・減災対策を考える「きっかけ」作りと，防災・減災意識

の持続性維持という本イベントの大きな目的は，概ね果たせたといえよう。 
 
２．教員志望学生への効果－実践者－ 

 本イベント終了後に，イベントに携わった学生に事後報告レポートを提出してもらった。ここでは，

そのレポートの「反省・課題」，「今後に生かせそうなこと」，「全体の感想」の項目に書かれた内容を基

に，イベントがもたらした教員志望学生に対する教育的効果について検証する。 
 まず，「反省・課題」の項目には，「説明や実際に防災グッズを使った活動をする時間が長くなってし

まい（中略）取材シートをまとめる時間を十分に設けることが出来なかった」や，「時間が予定よりも長

くなってしまった（中略）子どもたちの進度を確認しながら進めるため，もう少し余裕をもっておくこ

とが重要だと思った」，「（前略）まだメモを取っている人がいるにも関わらず，先に進んでしまった場面

が何度もあった」といった内容が記されていた。これらに共通していることは，進行の速度，すなわち

「時間の使い方」である。また，「今回のイベントではどうしても恥ずかしさが残ってしまい，うまく話

せなかった（中略）今後は声のトーン，表情なども意識して元気よく話せるようにしたい」といった，

自分自身の能力や技術的な反省も挙げられた。 
 一方，本イベントの企画・準備・実践などを通じて，「今後に生かせそうなこと」を記してもらった項

目には，「（前略）子どもの意欲を高めるための工夫やアイデアを出すという経験は，学校現場において

学力の差や障がいに対応した指導に生かせると思う」や，「企画の段階でどうすれば子どもたちが楽し

く活動できるか，というアイデアを出すのが大変だった（中略）限られた時間のなかでも災害について

もう一度学び直し，考え直すことができ自分のためにもなった」といった内容が記されていた。 
 また，「全体の感想」の項目には，「イベント当日は全体の前での話し方，注目の集め方，指示の出し

方などについて，教育実習で得た技能を活用することができた」や「iPadを使用したことで，子どもが
興味関心をもって自宅周辺の災害リスクを知ることができたという点が良かった」，「しっかりと準備し，

− 110 −



ってからもネットでかさねるマップをチェックしたいです」というように，帰宅後も本イベントで学ん

だ内容を実践したり確認したりしたいとの記述が多くみられた。 
「調べてみたいこと」にのみ出現した語句は，「調べる」，「秘密」，「被害」の 3語のみであった。これ

らの該当箇所を抜粋すると，「過去に大分市に被害をもたらした災害をくわしく調べてみたい」や「非常

食はなぜ普通の食品と違って保存期間が長いのか，その秘密を知りたい！」といったような，イベント

内で学んだことを生かして持続的に学習したいという気持ちが表現されていた。 
 他方で，「印象に残ったこと」・「調べてみたいこと」の両者に出現した語句（黄緑の円）は，まさに本

イベントの内容やポイントを忠実に表現している。たとえば，「災害」や「非常」，「自分」といった語句

は共起関係にあるだけでなく，文章内での出現回数も多い。つまり，「自然災害」，「非常時・非常食」，

「自分（自助）」といった本イベントの大きなテーマや，「津波」，「地震」，「避難」，「防災」といった学

習内容，あるいは担当学生が意識的に組み込んだ内容は，参加小学生の印象に強く残り，かつ今後の学

習意欲へと発展したようである。 
 以上の結果を踏まえ，参加者に対する防災・減災対策を考える「きっかけ」作りと，防災・減災意識

の持続性維持という本イベントの大きな目的は，概ね果たせたといえよう。 
 
２．教員志望学生への効果－実践者－ 

 本イベント終了後に，イベントに携わった学生に事後報告レポートを提出してもらった。ここでは，

そのレポートの「反省・課題」，「今後に生かせそうなこと」，「全体の感想」の項目に書かれた内容を基

に，イベントがもたらした教員志望学生に対する教育的効果について検証する。 
 まず，「反省・課題」の項目には，「説明や実際に防災グッズを使った活動をする時間が長くなってし

まい（中略）取材シートをまとめる時間を十分に設けることが出来なかった」や，「時間が予定よりも長

くなってしまった（中略）子どもたちの進度を確認しながら進めるため，もう少し余裕をもっておくこ

とが重要だと思った」，「（前略）まだメモを取っている人がいるにも関わらず，先に進んでしまった場面

が何度もあった」といった内容が記されていた。これらに共通していることは，進行の速度，すなわち

「時間の使い方」である。また，「今回のイベントではどうしても恥ずかしさが残ってしまい，うまく話

せなかった（中略）今後は声のトーン，表情なども意識して元気よく話せるようにしたい」といった，

自分自身の能力や技術的な反省も挙げられた。 
 一方，本イベントの企画・準備・実践などを通じて，「今後に生かせそうなこと」を記してもらった項

目には，「（前略）子どもの意欲を高めるための工夫やアイデアを出すという経験は，学校現場において

学力の差や障がいに対応した指導に生かせると思う」や，「企画の段階でどうすれば子どもたちが楽し

く活動できるか，というアイデアを出すのが大変だった（中略）限られた時間のなかでも災害について

もう一度学び直し，考え直すことができ自分のためにもなった」といった内容が記されていた。 
 また，「全体の感想」の項目には，「イベント当日は全体の前での話し方，注目の集め方，指示の出し

方などについて，教育実習で得た技能を活用することができた」や「iPadを使用したことで，子どもが
興味関心をもって自宅周辺の災害リスクを知ることができたという点が良かった」，「しっかりと準備し，

練れば練るほど自分に自信がついてうまくいくということを改めて気づかされたので，今後授業づくり

を行ったりこのようなイベントを企画したりする際には，できる限りの準備をして臨みたい」という内

容が示されていた。 
 以上を踏まえ考察すると，本イベントは教員志望学生に対して，教員になるための資質能力といった

点で大きな効果を与えたようである。たとえば，進行の速度や方法，あるいは声量や口調（トーン）な

どは学校現場における「授業」に直結するものであるし，子供たちが楽しめるような工夫やアイデアを

出すといった作業は，教育現場でもきわめて重要な作業といえる。また，iPadやパワーポイントの活用
および技術の習得は，「学校教育における ICTの利活用」といった点で大きな経験になったであろう。
とくに，企画・準備の段階から学生が主体的に関わったことは，日常的な大学教育の中ではあまり経験

することのない深い学びになったと評価できる。 
 
Ⅴ．まとめ 

 
 大分大学地理学教室では，大分市内の小学校に通う 4～6 年生親子を対象として，防災・減災に関す
るイベントを実施した。イベントの目的は，①防災・減災を考えるきっかけ作りと防災・減災意識の持

続性維持，②教員志望学生の教員として資質能力の向上とし，教員志望学生が主体となって企画・準備・

実践を行った。 
 全ての活動終了後に参加した小学生が記した「編集後記」をテキストマイニングで解析した結果，本

イベントのテーマともいえる，「自然災害」，「非常時・非常食」，「自分（自助）」といった点や，「津波」，

「地震」，「避難」，「防災」といった学習内容，あるいは担当学生が意識的に組み込んだ内容が，参加小

学生の印象に強く残り，かつ今後の学習意欲へと発展していったことが明らかとなった。このことから，

参加者に対する防災・減災対策を考える「きっかけ」作りと，防災・減災意識の持続性維持という本イ

ベントの大きな目的は，概ね果たせたと評価できる。 
また，イベントを企画・準備・実践した教員志望学生への教育的効果に関しては，イベント終了後の

事後報告レポートで計った。その結果，たとえば学校現場における「授業」に直結するような能力や技

能の習得，あるいは重要性の認知といった点で，教員になるための資質能力の向上がみられた。また，

iPadやパワーポイントを積極的に活用したことで，ICTに関する技能も習得することができた。したが
って，本イベントは，教員志望学生の教員としての資質能力向上に寄与できた点として評価できる。 
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 最後に，本イベントを支えてくれた，梶川和志，藏原優貴，清水智史，田中慎一，中山真理子，福山

藍子，宮地 翼，渡邊絵人の学生諸氏に心から感謝致します。 
 

【注】 
１．気象庁（2016）：報道発表資料 平成 28年 4月 14日 21時 26分頃の熊本県熊本地方の地震につい
て（第 4報）（http://www.jma.go.jp/jma/press/1604/15e/kaisetsu201604151030.pdf）最終取得日
2016/05/04 

２．気象庁（2017）：報道発表資料 平成 29年 7月 5日から 6日に九州北部地方で発生した豪雨の命
名について（http://www.jma.go.jp/jma/press/1707/19a/20170719_gouumeimei.pdf）最終取得日
2018/02/05 

３．大分大学地理学教室では，これまでに延べ 56人（今回のイベントも含む）の小学生に対して「ジ
ュニア防災マスター認定証」を交付している。 

４．国土交通省が公開している「国土交通省ハザードマップポータルサイト～身のまわりの災害リス

クを調べる～」は，関係各機関が作成した防災情報をまとめて閲覧できるサイトで，「重ねるハザ

ードマップ～防災に役立つ情報を地図に重ねて表示～」と「わがまちハザードマップ～地域のハ

ザードマップを入手する～」の二つがある。本イベントでは，浸水想定区域や道路情報，危険箇所

などを地図や写真に重ねてシームレスに閲覧できる「重ねるハザードマップ」を活用した。

（https://disaportal.gsi.go.jp/）。 
５．イベント実施年（2017年）が，東日本大震災から 6年経過していることもあって，震災のニュー
スを覚えていない小学生が多かった。 

６．「 紙 ぶ る る 」 は 名 古 屋 大 学 福 和 研 究 室 が 作 成 し た 振 動 実 験 教 材 で あ る 。

（http://www.sharaku.nuac.nagoya-u.ac.jp/data/laboFT/bururu/index.htm）。 
７．「扮して」と記述したが，このブースを担当した学生は実際に消防団に所属しているため，当日は

特別な許可を得て実際に消防団で使用している制服とヘルメットを着用した。 
８．担当学生が自宅にあるもので作成した簡易持ち出し袋の中身は，水 2本，使い捨てマスク，上着・
下着，非常食，絆創膏，帽子，懐中電灯，ビニール袋，軍手，使い捨てカイロ，薬，タオル，ポケ

ットティッシュ，通帳・小銭入れ，レインコートである。 
９．大分市（2015）：『わが家の防災マニュアル』，73p．配布したのは，増刷版（2017年）である。
なお，同マニュアルは大分市ホームページ（https://www.city.oita.oita.jp/o009/kurashi/ 
volunteer/1366191989138.html）から入手することが可能である。 

 
【引用文献】 
１．牛山素行（2012）：『豪雨の災害情報学 増補版』，古今書院，8-11． 
２．小山拓志（2017）：高校生の防災・減災意識と熊本地震における被害・避難行動に関する調査－質
問紙調査単純集計編－．平成２８年度大分大学長戦略経費重点領域研究推進プロジェクト成果報告
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下着，非常食，絆創膏，帽子，懐中電灯，ビニール袋，軍手，使い捨てカイロ，薬，タオル，ポケ

ットティッシュ，通帳・小銭入れ，レインコートである。 
９．大分市（2015）：『わが家の防災マニュアル』，73p．配布したのは，増刷版（2017年）である。
なお，同マニュアルは大分市ホームページ（https://www.city.oita.oita.jp/o009/kurashi/ 
volunteer/1366191989138.html）から入手することが可能である。 
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