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幼児期における地震防災教育の実践モデル

高橋多美子・高橋敏之

|、はじめに

本論は，幼児期の地震防災教育を保育内容「健康」における安全の観点に限定することな

く，子どもの地震に対する関心を高め，表現活動や疑似体験等を通して幼児の多面的な発達

を促す1つの実践モデルを提示し，個々の実践及び全体について考察を加え，保育内容での

位置づけを検証するものである。

我が国では,1989年の『幼稚園教育要領』改訂により，それまでの系統学習や領域ごと

の指導から，総合的な保育が強調され，環境を通して行う遊び重視の保育へと大きく転換し

た(')｡1998年改訂においても，この基本方針は維持されたが，「計画的に環境を構成しなけ

ればならない」と記述され，環境を通しての教育を基本とし，子どもの自発的な活動として

の遊びを中心とすることが一層明確化された(2)。他方，青井倫子（2003）は，今日までの保

育の一部には，子どもの自発性を優先する余りに，子どもにとって必要な力を積極的に身に

付けさせることへのためらいから，「受容し見守る」だけの保育に陥りがちであると指摘し

ている(3)。子どもの主体性や自発的な遊びを中心とした保育を堅守しつつ，子どもにとって

必要な力を促すための，保育者による意図的な学びの場の構成，遊びを展開させるための積

極的なかかわりは重要である。子どもの将来を見通し，生きるために必要な力を精選し，十

分に練られた計画と環境のもと，教師が様々な役割を果たすことが期待される。

本論ではその顕著な題材として「地震」を取り上げる｡｢地震」は，最も領域「健康」の内

容として「災害時などの行動の仕方が分かり，安全に気を付けて行動する」ことと係わる(4)。

自然災害は非日常的な現象であり，子どもの側から自発的な遊びとして展開されることは，

通常考えられない。命や身体を守るための必要な知識や行動は，大人から学び継がれるべ

きものと言える。日本列島は，世界的にも地殻変動の激しい地域であり(5)，近年では,1995

年の兵庫県南部地震2004年の新潟県中越地震等，人的被害を伴う地震が多発している'61･

福岡県西方沖地震や能登半島地震などは，地震発生確率の低い地域で発生しており，日本列

島のどの場所でも地震が起こり得ることや，今後30年以内に東南海沖，南海沖を震源地と

する巨大地震の発生確率は，それぞれ64％，53％であると指摘されている(7)。

阿部恩ら(1996)は，兵庫県南部地震の被災地にあたる神戸市及び芦屋市内における公

私立幼稚園・保育所の子ども746名を対象にした調査を行っている。これによると，地震
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発生時,11%の子どもが家具や天井などの下敷きになったことや,6か月経過した時点に

おいても,41名の子どもが，「親が近くにいないと不安｣｢夜はまだ熟睡していない｣｢おこり

っぽくいらいらしている」等の後遺症が残ったことを報告している18)。

このような状況から，我が国の地震防災教育を検討する必要があるだろう。現在の地震防

災教育について，大村達夫(1989)は，防災教育が3つの段階からなり，その第1段階に

あたる関心を高めるイメージ教育が最も欠けていることを指摘している'91・南島正重(1999)

は,一般的に防災教育が避難訂''練として実施されており，その教育効果の限界を説いている('0)。

また，土木学会（2006）は，防災教育について，小学生以降の年代を対象とした取り組み

は進んでいるが，幼児を対象とした教育実績が少ないことを述べている(''1。

そこで本論では，幼児期における地震防災教育の在り方を，実践的かつ実証的に究明し’

新しい1つの実践モデルを提示することをを企図する。

Ⅱ、方法

1．保育実践計画

保育実践計画を図lに示した。先ず，保育実践前の2006年4月から5月にかけて，岡山

市内の岡山大学教育学部附属幼稚園（以下，附属幼稚園とする）や岡山市中消防署とそれぞ

れ3回に渡り，打ち合わせを行った。具体的な内容は後述の通り，子どもの実態把握実践

内容の精選及び安全への配慮などである。次に，2006年6月に，附属幼稚園の5歳児2

学級60名（男児33名，女児27名）を対象として，保育実践を各学級においてそれぞれ3

回実施した。実践者は第一著者であり，第二著者と担任保育者が補助についた。実践の様子

はビデオ・写真で撮影し，映像記録や造形作品を中心に子どもの活動等を分析した。さらに，

第3回目の保育実践後に，5歳児保護者へ地震防災教育についての調査を実施した。

本実践は，既述の通り，地震防災教育を保育内容5領域と関連させ，子どもの多面的な発

達に繋がるよう計画したものである。そこで，各領域ごとの具体的なねらいを，領域「健康」

では「自分の命を守る安全な対応の仕方を身につける｣，領域「人間関係」では「話し合い

や共同作業を通して友だちとかかわる力を養う」，領域「環境」では「生命尊重の気持ちや

自然に対する畏敬の念を養う」，領域「言葉」では「発表したり，聞いたりする態度を養う。

絵本に親しむ｣，そして領域「表現」では「図画工作によって考えを表現し，創造性を豊か
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にする」と設定した。これらのねらいを，実践を通した子どもの育ちを見る視点とした。

また，大地震の際には，瞬時の判断力が求められるが，幼児は，複数の情報を同時に対処

することや，未経験なものに対して見通しを立てて行動することが困難である(凶。このよう

な幼児の特徴を考慮して，本実践では疑似体験を取り入れた。さらに，子どもの考えやイメ

ージを深め広げるために，表現活動を取り入れた。改めて自らの思考や体験を見つめること

で，理解の深化や再構築を促すことが期待できる。そして，造形作品等は，保育実践の評価

にも活用する。

2．子どもの実態と保育実践に関わる配慮及び地域的特性

保育実践の対象となる附属幼稚園5歳児の実態を把握し，現状に沿う保育実践をするため

に，事前に附属幼稚園副園長と5歳児担任を交え，3回に渡り内容の詳細な検討を行った。

これまで，附属幼稚園では地震防災教育を年1回地震発生時の避難訓練として実施していた

が，地震防災教育に表現活動を取り入れたことはなかった。本園の子どもの特徴として，「造

形活動を苦手とする子どもが多い｣｢協同制作や想像画制作の経験がない」が挙げられ，その

対応として，「造形活動の前に，子どもの考えを引き出し，イメージを膨らませる｣｢共同制

作が行いやすい画材を用意する｣｢活動が停滞した場合は，声を掛ける等の援助を行う」こと

にした。岡山市は，南海地震の発生時に震度6弱の揺れに見舞われることが指摘されており，

1946年には昭和南海地震が発生し，岡山県南部の軟弱地盤地域を中心に死者52名の被害

があった地域である('3)。

3．起震車利用に関する事前打ち合わせ

岡山市中消防署に，地震防災教育の効果を高めるために，起震車利用を依頼した。3回に

渡り連絡を取り，どのような方法で実施するか打ち合わせをし，最終的には，「起震車の利

用願い」の書類を提出した。岡山市では，地域行事や小学校の防災教育において，起震車に

よる地震の疑似体験を実施しているが，幼稚園では初めての実施であった。これまでの疑似

体験では代表者が数名体験し，他の者は観察を通して地震の揺れや状況を認識する内容であ

った。しかし，幼児では観察による理解は困難であると考え，全員が体験できるように要請

した。また，家庭における地震に対する防災意識を高めるために，保護者も参加し，親子で

体験できるように計画した。起震車の揺れの程度は，震度7まで体験できるが，子どもの安

全を考慮して震度5の揺れで実施することにした。

Ⅲ、結果

1．第1回目の保育実践

第1回目の保育実践では，地震における防災対策に子どもが意欲的に取り組むことができ

るように，地震に関心を持たせることに主眼を置いた。さらに，子どもの思考を促し，表現

活動に導き，地震への関心や学びが深まることをねらいとした。また，実践の中で子どもの

地震に関する認識を把握した。
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表1子どもの考えた地露が起こる原因
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先ず，第一著者は子どもに地震を知っているかどうか尋ねた。子どもの考えは，第一著者

とのやり取りの中で発表された。主な発言には①「家が揺れる」②「地面が揺れる」③「箪

笥が揺れる」④「花瓶が割れる」⑤「おもちやが壊れる」⑥「皿が割れる」⑦「火事にな

る」⑧「本が倒れる」⑨「人が亡くなる」等があった。次に「どうして，家や地面が揺れる

ような地震が起こるのな」と子どもに問いかけた。先と同様にやり取りの中で子どもの既有

の考えを導き出し，イメージを言語表現させると，表lに示すように①「唄石が地球にぶつ

かる」②「マグマが動く」③「雷が降ってくる」④「恐竜の骨が土の中で動く」⑤「大声で

叫ぶ」⑥「黒色の花が咲く」と地震が起こるという意見が出された。そして，同じ意見の子

ども同士を集合させ，グループを作った。さらに，これから絵画あるいは工作で自分の意見

を表現することを伝え，子どもにいずれかを選択させた。工作による制作を希望する子ども

は，2学級で9人(15%)の割合に対し，絵画による制作を希望する子どもは,51人(85%)

であった。本論では多数の子どもが希望した絵画を中心に言及する。絵画制作では同じ意見

の子どもをlグループ°4人前後にして，グループでどのように絵画表現するかを話し合わせ，

制作にあたらせた。活動が停滞していたグループには，保育者や著者らが話を聞いたり，最

小限の助言を適宜与えたりして援助した。

2．第2回目の保育実践

第2回目の保育実践では，地震発生時における対応方法をビデオ視聴疑似体験や紙芝居

の読み聞かせを交えて習得することをねらいとした。

先ず，前回の活動を思い出させるために，子どもの作品を提示し，それらを相互に見合う

ことで,動機づけを図った。次に，地震時にどのような行動を取るべきか質問すると，①｢机

の下に潜る」②「椅子の下に潜る」③「布団の中に入る」④「外に逃げる」⑤「何かで頭を

覆う」⑥「ヘルメットをかぶる」⑦「放送を聞く」⑧「箱の中に潜り込む」⑨「じっとして

おく」という意見が出た。最初に「机の下に潜る」という意見が出たが，これは，家庭や小

学校では各自に机があり，子どもが危険を回避するためには有効である。しかし，幼稚園で

は，全員が机下に潜れる環境はほとんどなく，その場で直ぐに危険を回避する行動を取らな

ければならない｡「じっとしておく」という意見が出た後，「今のような座り方でいいかな」

と投げかけると，一人の子どもが「違う。こういう格好」といい，頭を手で覆い，体を丸め

た。子どもが，瞬時に判断し，適切な行動を取るためには経験が重要であり，子どもの意見

を取り上げながら相応しい行動を話し合い，全員で頭を手で覆い体を丸める練習をした。
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そして，大地震の恐ろしさや規模の大きさを知らせるために，兵庫県南部地震の揺れや被

災地の様子をビデオで約3分間視聴した。子どもは視聴途中や視聴後に，①「すごかった」

②「怖い」③「もう少し見たい」④「もう終わり？」⑤「地震はいつ起こるかわからない」

⑥「非常用持ち出し袋を用意するといい」⑦「地震が起きたら，家族がどこに避難するか決

めている」という言葉を発した。⑥⑦の意見を述べた子どもの家庭では，そのようなことを

地震対策として実施しているということであったが，他の子どもは反応がなかった。

さらに，卵殻をガラスの欠片に見立て，地震後の室内を歩く疑似体験を行った。大地震の

主要動後は，物が散乱し，素足で歩くと危険な状態になる。幼稚園では上履きを履き，素足

で活動することはほとんどないが，家庭においては，素足あるいは靴下を履いた状態で過ご

している。そのような時に，不用意な行動の危険性を感覚を通して経験させることをねらい

として，卵殻の上を素足で歩く活動を行った。体験後，子どもは①「足が痛かった」②「楽

しかった」③「裸足で歩いたらダメだ」④「靴下を履いていた方がいい」という内容の感想

を述べた。最後に，紙芝居「じしんがおきたら」を視聴させ，地震発生時の行動の仕方を再

確認させた。

3．第3回目の保育実践

第3回目の保育実践では，2回目に行った地震発生時における対応方法が，より実践的効

果的に行えるように，起震車を利用した地震の疑似体験を行った。1回につき子ども3人，

保護者2人ずつ，安全性に配慮し，ヘルメットを装着した状態で実施した。椅子に座った状

況で揺れが始まり，すぐに食卓の下に潜り，危険を回避する練習をした。ほとんどの子ども

が前回の体験を生かし円滑に訓練ができたが，椅子や食卓に頭をぶつけたり，ふらついたり

する子どもも存在した。最後に，保護者のみで，震度7の揺れを体験した。起震車での体験

後，保護者は解散し，子どもは教室に戻り，疑似体験を振り返った。子どもは，①「揺れが

怖かった」②「揺れは怖くなかった」③「楽しかった」④「電車に乗っているみたいだった」

⑤「食卓（椅子）に頭をぶつけたけど，ヘルメットがあったから，痛くなかった」⑥「震度

5だったから，大丈夫だった」⑦「震度7だったら怖い」という所感を述べた。①の子ども

の中には，友達の疑似体験を見ている段階で恐れを感じ，体験を拒否した子どももいた。

その後，子どもが，起震車による地震の疑似体験をどのように感じたか1人ずつ絵画表現

し，体験による学びや思いを深めた。ほとんどの子どもが，起震車を中心に描いており，そ

のうちの特徴的な絵画には，右下部にある起震車の左側には起震車の約3倍，同様に右側に

は約1.5倍の大きさで赤色の上向き矢印と，左上部に大きな黒いものが描かれてあった。こ

れらについて尋ねると，子どもは「縦に強く揺れた」ことや，「こういうものが，起震車の

上に落ちてきたような感じがした」ことを語った。

Ⅲ、考察

1子どもの地震に対する概念

1回目の保育実践から，子どもは，地震によって引き起こされる現象について既知である
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ことが分かった。さらに，男児は，マグマの動きや唄石の衝突によって地震が起こるなど，

自然現象が原因であると考える傾向にあった。それに対し，女児は「大声で叫ぶ｣｢黒色の花

が咲く」ことを地震の原因と考え，幼児の特徴的な認識の一種である人工論や空想的思考が

見られた｡｢地面の中に恐竜の骨があって，それが動いて地面が揺れる｣｢雷が降ってきて地震

が起こる」という意見は，ほとんど男女差がなかった｡｢雷が降ってきて地震が起こる」とい

う意見が60名中11名であったことは，予想外であり，それに関して保育者は「年中組の時，

保育中に大きな雷が降ってきたことを思い出したのだろう」と述べた。このように，それま

での経験が，子どもの思考や想像性に影響を与えており，保育における幼児理解の重要性を

再確認できた。

地震の原因に関しては，正確な回答を求めるのではなく，思考する姿勢が重要であり，発

達段階に応じた思考力の育成が求められる。この保育実践後に，教室内の絵本コーナーに地

震を題材にした絵本を配置すると，子どもはその絵本を自発的に見始め，友達と会話を交わ

す様子も見られた。このような子どもの行動が，自ら学ぶ姿勢の形成につながるだろう。

2．協同作業による表現様式

絵画の中には，「地震によって家が揺れる」という動的な様子を，右端に描いた家の左右

に矢印（←→）を用いて表現していた｡｢恐竜の骨が土の中で動く」という絵画を制作した

グループは，先に土を黒色で塗り，恐竜の骨を描くことができずに，長時間どうすればそれ

を表現することができるか相談していた。それを観察していた保育者が白紙を差し出すと，

子どもは，すぐに白紙に恐竜の骨を描き，切り取り，画用紙に貼り付けた。このような担任

保育者の働きかけは，子どもの活動をよく観察していなければできないものであり，子ども

の活動を促進する適切な援助であった。

2つのグループは，各自が同じような絵画を制作しており，話し合いが深められなかった

ことが窺えたが，他の13グループは，グループの意見をまとめ,1つの絵画に表現してい

た。絵画では子どもが既存の知識を基にイメージを膨らまし，友達とコミニケーションを図

りながら，表現できることが判明した。そして想像画は，子どもにとって難しいものではな

く，楽しく自己表現ができるものであり，幼児期における想像性の豊かなことが再確認でき

た。地震のように形がなく，子どもにとっては描き難いと考えられる題材であっても，協同

作業や適切な保育者のかかわりによって，5歳児の保育に組み込むことが可能と判断できる。

3．地震発生時における対応

「机の下に潜る」など地震発生時の一般的な対応方法について既知である子どもが存在す

ることが，第2回目の保育実践から判明した。しかし，「外に逃げる」という危険を伴う意

見もあった。大地震の場合，初期微動の直後に主要動が起こり，揺れを感じた後，移動する

ことは困難であり，それを試みると逆に負傷する虞がある。子どもの命や身体を守るための

必要な知識や行動は，保育者や保護者が発達段階に応じて伝える必要があるだろう。

ビデオ視聴に関して，子どもは，地震の映像に関心を示し，見入っていた｡「もう少し見た

い｣「もう終わり？」という意見からも，子どもが地震の映像に興味を持ったことが分かる。
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一方,「すごかった｣｢怖い」という意見がビデオを見ている途中や見終わった直後に多数出た。

ビデオ視聴は，大村(1989)が指摘した現在の防災教育に最も欠けているイメージ教育を

促し，地震への興味関心を高める教材であると言える041．幼児期においては間接体験より直

接体験の方が望ましいと言われ，幼稚園においてはビデオ教材は，ほとんど使用されていな

い現状がある。この点に関して,J.C・Wright&A・C.Huston(1995)は，テレビの教育番組を視

聴しない子どもより視聴する子どもの方が，小学校への適応力が高いことを報告している('51．

地震のように直接体験が困難な場合，子どもの実態に合わせて，教育的意図をもって制作さ

れた教材を厳選した上で視聴すれば，一定の効果が期待できるだろう。

4．起震車体験による子どもの反応と表現活動

起震車の揺れによって，恐怖を感じた子どもやそうでない子どもが存在し，個人差が大き

かった。また，「揺れは怖くなかった｣｢楽しかった」という反応もあった。震度をもうl段

階高めることも考えられるが，過度に怖さや危険を強調しすぎると，特定場面に対してパニ

ック状態を引き起こすことや，行動が消極的になることも予想される。子どもの安全を配慮

した上で，防災の教育効果が高まる揺れの程度や状況に応じた危険回避の仕方等に関しては，

消防署と協議する必要があり，今後の課題である。起震車体験をもとに描いた絵画の中には，

左側に大きな手，右側に起震車が描かれてるものがあり，独創的であった。それについて尋

ねると，「大きな手が起震車全体をつかんで揺らしているみたいだった」と表現した。絵画

による自由な表現活動を通して，疑似体験での感覚がより鮮明になるとともに，友だちや保

育者と共有する機会ともなった。

5．防災教育に関する保護者の見解

幼稚園における地震の防災教育に関して，5歳児の保護者に調査した。46人から回答が

あり，回収率は76.7％であった。防災教育における起震車の利用については，22人（47.8

％）が「とても役立つ｣，20人（43.5％）が「役立つ」と回答し，合計すると42人(91.3

％）が有効であることを示した。また，防災教育の実施回数については，「毎年実施するこ

とを望む」が37人（80.4％）であり，「在園中に1回実施することを望む」が9人(19.6%)

であった。調査用紙の自由記述欄には，「家の防災備品を見直す機会になった｣｢ダンスや本

棚の近くで寝ないようにした」等の意見があり，幼稚園における防災教育の効果が，家庭に

も波及したことが窺えた。幼稚園では防災に関して一般的なことを言及するに留まることや

子どもが一日の大半を家庭で過ごすことを考えると，最終的には，各家庭において，それぞ

れに応じた適切な防災が求められる。

図2は，家庭で地震に関する会話の有無に関する調査結果である。6月6日から6月下旬

までの保育実践以降に，「よく話をした」が11人(23.9%),「話をした」が31人(67.4%)

であり,91.3%の子どもが家庭で，地震に関する何らかの会話をしていた。6月5日まで

の保育実践以前と比較し，話をした割合は,21.7ポイント増加したが，保育実践以降に，「全

く話をしなかった」と回答した人は4人（8.7％）であり，全ての子どもや保護者が関心を

もつように保育内容を改善することが，課題である。会話の内容に関しては，図3に示すよ
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うに，「地震時の対応」が最も鬮よく話をした趨話をした；爵.1全く話をしなかった
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象も合わせて，より継続的な取

図3保育実践以降の地霞に関する家庭での会話内容（複数回答）り組みも不可欠であろう。例え
ば，圧倒的な自然の力を見せつける地震等の非日常的なものだけなく，冬期の日だまりや早

春の葉芽等の身近な自然から，様々な自然の側面に気付くことが大切である。そして，子ど

もの傍らで子どもの声を聞き，関心を導き，感性を引き出す保護者や保育者の役割は重要で

あると考える。

V.幼児期における防災教育の意義

1．子どもの多面的発達を促す防災教育

本論では，地震に関する防災教育をこれまでの領域「健康」における安全の観点だけでな

く，友達と共に思考したり，体験したり，表現したりすることを通して学びを深化させ，子

どもの多面的発達を促す保育実践モデルを提示した。

日本の幼児教育は，環境あるいは遊びを通しての保育を理念としているが，自然災害に関

する遊びが，子どもの側から展開されることは，通常考えられない。しかし，世界的にも自

然災害の多い我が国では，幼児期から災害に対して関心をもたせ，発達に応じた防災教育を

行う必要性は高いと考えられる。今回の実践では，教師主導あるいは知識注入に重点を置い

た防災教育では，子どもの多面的発達を促進するには適切ではないと考え，子どもに問いか

けたり小グループで会話したりする場を設定した。そして，子どもの思考を造形や言語で表

現する保育実践を展開した。このような活動は，保育内容諸領域と関連する知的好奇心，探

究心，思考力，創造力，表現力等の発達と係わる。幼児期においては，ただ単に，知識を注
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入したり，科学的な回答を求めたりするのではなく，思考する過程が大切である。思考する

ことや創造すること等の喜び・楽しさが，将来自主的に学ぶ姿勢の形成に関与するだろう。

さらに，小グループによる造形活動は，友達と対話によって，想像力を膨らませることが

できると共に，保育者の見解によると通常の個人的な造形活動と比較して意欲的な表現が行

われた。協同的学びの重要性は，近年，多く指摘されているところである。幼児期に友達と

共に活動する喜びを味わうことは，協同の大切さを感じる芽生えになり，社会生活を営む上

で重要なことである。人との関わりが希薄になりつつある社会においては，人間形成の基礎

である幼児期に，このような意図的な働きかけをして，人と関わることの楽しさや喜びを十

分に味わせることが必要である。

兵庫県南部地震のビデオ視聴は，子どもにとって衝撃的であり，自然界には怖さや恐ろし

さなどのマイナス面があること，人間や科学の力ではどうすることもできない大きな力があ

ること，自然災害に対して自分の身を守る手段の重要性を子どもに気付かせるには，効果的

であった。これらの気付きは，人間が自然と共存していかなければならないことを考える芽

生えになり，自然に対する畏敬の念の基盤形成につながることが期待される。

2．幼小連携を考慮した防災教育

今回の地震に関する防災教育を実施するにあたり，図4に示すように保育内容5領域と関

連させたねらいを立て，子どもの多面的な発達が促せるように，意図的に保育実践モデルを

計画した。小学校との連携を考慮すると，5歳児後期における保育方法は，現在の遊びを中

心とする保育に加えて，協同的な学びを取り入れた保育が望まれる06)。学校生活において必

要とされる集団で人の話を聞く態度・自分の考えや思いを表現する態度や，友達とかかわり

ながら学ぶ喜びなどを保育の中で養うことは，重要視されるべきであろう。また，図4のよ

うにそれぞれのねらいと小学校における教科との関連性を考え，見通しを持った指導が大事

であると考えた。小学校における総合的な学習の時間への継続もでき，地域に応じた学習が

可能になる。本実践では，意図的に協同的な活動を展開したが,最終的には子どもが自発的・

持続的に取り組むように促すことが大切だろう。そのためには，保育者が子どもをよく観察

しながら，興味関心が継続するような題材を予測し，適切な言葉掛けや環境設定を行い，活

動が深まり広がるように援助することが不可欠である。

さらに，教室内に設置した絵本は，子どもが自発的ににページをめくり，友達と会話を交

わすなど教育効果が見られた。幼児期は，単に知識を注入するのではなく，子どもが自分自

身や友達と発見したり，考えたり，調べたりして，知の喜びを体験することが大切である。

また，「なぜ｣「どうして」と疑問を持つ時期であり，この時期に，保育者や保護者が適切な

対応をすることや，疑問を解決するための環境設定を行うことが，子どもの学びの気持ちを

促す要因になるだろう。近年，社会的に地震に対する防災意識が高まり，幼児向けの絵本や

紙芝居も僅少ながら出版されるようになってきた。絵本は，知的好奇心を促すだけでなく，

想像力や思考力を育み，言葉を豊富にする教育効果の高い教材である。また，小学校低学年

における教科書と絵本を比較した研究からは，類似する場面が多く見られることが報告され

ている⑰。幼小連携の視点からも，地震等の自然に関する絵本の充実とそれを活用した保育
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図4保育内容と関連させた防災教育におけるねらい

の展開が望まれる。

Ⅵ、今後の課題

本論では，協同的な表現活動やビデオ視聴等を通して幼児の地震に対する関心を高め，疑

似体験等を通して身を守る手段を学ぶ地震防災教育の実践モデルを提示し，保育内容での位

置づけを提起することができた。しかしながら，次の3点は，今後の課題と考えられる。

第1に，家庭との連携強化である。特に疑似体験後における保護者のかかわりは，効果の

拡大や持続の上で重要である。今回は，園内での取り組みを行ったが，家庭を含めた実践と

してモデルを一般化することが課題である。第2に，在園中の全ての園児を対象に，それぞ

れの発達に応じた地震防災教育を計画・実施することである。さらに，幼・小・中学校に渡

る長期的な視点から，一貫性のある地震防災教育モデルを構築することが求められる。第3

に，我が国は，毎年，台風や集中豪雨などの自然災害によって，多くの命が失われおり，地

震だけでなく，自然災害全般を視野に入れた防災教育を構築することが課題である。
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