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プロジェクトＭ（MINAMIASO） 
～守ろう！自分の命・みんなの命～ 

熊本県南阿蘇村立南阿蘇中学校 
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地域
防災 

公助 

共助 自助 
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地域
防災 

公助 

共助 自助 



被災、復興をテーマにした学習 

避難所を体験した生徒が行う避
難所運営訓練 

避難所での運動不足を解消する
「くまモン体操」 
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南阿蘇中のチャレンジ 



音楽の教科書より 

大地を愛し、感謝…できないかもしれない。 

母なる大地の懐に 我ら人の子の喜びはある 
 
大地を愛せよ 大地に生きる 

被災・復興をテーマにした学習 



被災したからこそ 

学び、備え、伝えていきたい 

被災・復興をテーマにした学習 
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被災・復興をテーマにした学習 
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被災・復興をテーマにした学習 
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被災・復興をテーマにした学習 
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被災・復興をテーマにした学習 
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被災・復興をテーマにした学習 

国土交通省 九州地方整備局 熊本復興事務所  
担当職員による新阿蘇大橋建設についての説明 
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被災・復興をテーマにした学習 

長陽大橋復旧工事現場にて 
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被災・復興をテーマにした学習 
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被災・復興をテーマにした学習 



18 

被災・復興をテーマにした学習 
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経験した
からこそ 

分かるこ
とがある 
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避難所運営訓練を中心とした学習  ～基礎講座～ 

1 2 3
防災意識を高めよう 数学パズルを考えよう Let's try 英会話 in an emergency

社会 数学 英語
小島・土田 北原・池田・廣島 井・中村・酒井・四海・ベンジャミン

東日本大震災で岩手県釜石市の小中学生の
とった行動は、「釜石の奇跡」と呼ばれて
います。どんな意識を持ち、どんな行動を
したのでしょう。学んでいきましょう。

数学パズルを解いたり、つくったりして、
脳のトレーニングを行います。
例）１本動かして式を完成させよう。

避難所には多くの人が集まります。しか
し、その中には多くはなくとも諸外国の
方々もおられます。出会った人に声を掛け
られるように、非常時に役立つ英語や他の
国の言葉を学んでいきましょう。

4 5 6
リラクゼーション 音楽で心と体をリラックス ストレスケアマネジメント

保健体育 音楽 国語
境・中野・廣津・荒牧 西村 前川・髙宗・坂口

○「ストレスマネジメント」って何？について学
習しながら、イライラしたり、何も手につかな
かったり、ストレスを感じたときにいつでもどこ
でも自分１人やペアでできる簡単リラックス法を
身につけます。

歌を歌ったり、手遊び歌をしてみたり体を
ほぐしましょう。体を使って音楽を楽しみ
ましょう。

避難所にいる人たちの不安やストレスを軽
減するためのスキルを学びます。

（例）読み聞かせ・手遊び・クイズ…

7 8 9
身近な日用品で、簡単な防災グッズを作ろう プライベートスペース作り 阿蘇の成り立ちを知ろう

技術・家庭 美術 理科
古賀 後藤 緒方山下

身近なもので簡単にできる防災アイテムを
作ります。事前に備えておくもの、いざと
いうときに作れるもの、様々あると思いま
す。実際に作ってみてホントに使える
か！？検証してみましょう。

頭部がすっぽり入るくらいのミニテント
（ティピー）を作ります。災害時にちょっ
としたプライベート空間になり、応用も利
きます。新聞紙とテープのみで作ります。

いろいろな実験を通して、身近な阿蘇火山
についてもっと詳しく学びます。火山の成
り立ちや火砕流の仕組みなど、実験を行い
ながら学びましょう。

総合的な学習の時間（防災学習）　基礎講座（案）

A
グ
ル
ー

プ

B
グ
ル
ー

プ

C
グ
ル
ー

プ

防災教育基礎講座 
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避難所運営訓練を中心とした学習  ～基礎講座～ 

1 2 3
防災意識を高めよう 数学パズルを考えよう Let's try 英会話 in an emergency

社会 数学 英語
小島・土田 北原・池田・廣島 井・中村・酒井・四海・ベンジャミン
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とった行動は、「釜石の奇跡」と呼ばれて
います。どんな意識を持ち、どんな行動を
したのでしょう。学んでいきましょう。

数学パズルを解いたり、つくったりして、
脳のトレーニングを行います。
例）１本動かして式を完成させよう。

避難所には多くの人が集まります。しか
し、その中には多くはなくとも諸外国の
方々もおられます。出会った人に声を掛け
られるように、非常時に役立つ英語や他の
国の言葉を学んでいきましょう。

4 5 6
リラクゼーション 音楽で心と体をリラックス ストレスケアマネジメント

保健体育 音楽 国語
境・中野・廣津・荒牧 西村 前川・髙宗・坂口

○「ストレスマネジメント」って何？について学
習しながら、イライラしたり、何も手につかな
かったり、ストレスを感じたときにいつでもどこ
でも自分１人やペアでできる簡単リラックス法を
身につけます。

歌を歌ったり、手遊び歌をしてみたり体を
ほぐしましょう。体を使って音楽を楽しみ
ましょう。

避難所にいる人たちの不安やストレスを軽
減するためのスキルを学びます。

（例）読み聞かせ・手遊び・クイズ…

7 8 9
身近な日用品で、簡単な防災グッズを作ろう プライベートスペース作り 阿蘇の成り立ちを知ろう

技術・家庭 美術 理科
古賀 後藤 緒方山下

身近なもので簡単にできる防災アイテムを
作ります。事前に備えておくもの、いざと
いうときに作れるもの、様々あると思いま
す。実際に作ってみてホントに使える
か！？検証してみましょう。

頭部がすっぽり入るくらいのミニテント
（ティピー）を作ります。災害時にちょっ
としたプライベート空間になり、応用も利
きます。新聞紙とテープのみで作ります。

いろいろな実験を通して、身近な阿蘇火山
についてもっと詳しく学びます。火山の成
り立ちや火砕流の仕組みなど、実験を行い
ながら学びましょう。
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1 2 3
防災意識を高めよう 数学パズルを考えよう Let's try 英会話 in an emergency

社会 数学 英語
小島・土田 北原・池田・廣島 井・中村・酒井・四海・ベンジャミン

東日本大震災で岩手県釜石市の小中学生の
とった行動は、「釜石の奇跡」と呼ばれて
います。どんな意識を持ち、どんな行動を
したのでしょう。学んでいきましょう。

数学パズルを解いたり、つくったりして、
脳のトレーニングを行います。
例）１本動かして式を完成させよう。

避難所には多くの人が集まります。しか
し、その中には多くはなくとも諸外国の
方々もおられます。出会った人に声を掛け
られるように、非常時に役立つ英語や他の
国の言葉を学んでいきましょう。

4 5 6
リラクゼーション 音楽で心と体をリラックス ストレスケアマネジメント

保健体育 音楽 国語
境・中野・廣津・荒牧 西村 前川・髙宗・坂口

○「ストレスマネジメント」って何？について学
習しながら、イライラしたり、何も手につかな
かったり、ストレスを感じたときにいつでもどこ
でも自分１人やペアでできる簡単リラックス法を
身につけます。

歌を歌ったり、手遊び歌をしてみたり体を
ほぐしましょう。体を使って音楽を楽しみ
ましょう。

避難所にいる人たちの不安やストレスを軽
減するためのスキルを学びます。

（例）読み聞かせ・手遊び・クイズ…

7 8 9
身近な日用品で、簡単な防災グッズを作ろう プライベートスペース作り 阿蘇の成り立ちを知ろう

技術・家庭 美術 理科
古賀 後藤 緒方山下

身近なもので簡単にできる防災アイテムを
作ります。事前に備えておくもの、いざと
いうときに作れるもの、様々あると思いま
す。実際に作ってみてホントに使える
か！？検証してみましょう。

頭部がすっぽり入るくらいのミニテント
（ティピー）を作ります。災害時にちょっ
としたプライベート空間になり、応用も利
きます。新聞紙とテープのみで作ります。

いろいろな実験を通して、身近な阿蘇火山
についてもっと詳しく学びます。火山の成
り立ちや火砕流の仕組みなど、実験を行い
ながら学びましょう。

総合的な学習の時間（防災学習）　基礎講座（案）
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避難所運営訓練を中心とした学習  ～基礎講座～ 
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1 2 3
防災意識を高めよう 数学パズルを考えよう Let's try 英会話 in an emergency

社会 数学 英語
小島・土田 北原・池田・廣島 井・中村・酒井・四海・ベンジャミン

東日本大震災で岩手県釜石市の小中学生の
とった行動は、「釜石の奇跡」と呼ばれて
います。どんな意識を持ち、どんな行動を
したのでしょう。学んでいきましょう。

数学パズルを解いたり、つくったりして、
脳のトレーニングを行います。
例）１本動かして式を完成させよう。
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○「ストレスマネジメント」って何？について学
習しながら、イライラしたり、何も手につかな
かったり、ストレスを感じたときにいつでもどこ
でも自分１人やペアでできる簡単リラックス法を
身につけます。

歌を歌ったり、手遊び歌をしてみたり体を
ほぐしましょう。体を使って音楽を楽しみ
ましょう。

避難所にいる人たちの不安やストレスを軽
減するためのスキルを学びます。

（例）読み聞かせ・手遊び・クイズ…

7 8 9
身近な日用品で、簡単な防災グッズを作ろう プライベートスペース作り 阿蘇の成り立ちを知ろう

技術・家庭 美術 理科
古賀 後藤 緒方山下

身近なもので簡単にできる防災アイテムを
作ります。事前に備えておくもの、いざと
いうときに作れるもの、様々あると思いま
す。実際に作ってみてホントに使える
か！？検証してみましょう。

頭部がすっぽり入るくらいのミニテント
（ティピー）を作ります。災害時にちょっ
としたプライベート空間になり、応用も利
きます。新聞紙とテープのみで作ります。

いろいろな実験を通して、身近な阿蘇火山
についてもっと詳しく学びます。火山の成
り立ちや火砕流の仕組みなど、実験を行い
ながら学びましょう。
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避難所運営訓練を中心とした学習  ～避難所運営ゲーム（HUG)～ 
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避難所運営訓練を中心とした学習～避難所運営訓練（リアルHUG)～ 
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避難所運営訓練を中心とした学習～避難所運営訓練（リアルHUG)～ 
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避難所運営訓練を中心とした学習～避難所運営訓練（リアルHUG)～ 
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避難所運営訓練を中心とした学習～避難所運営訓練（リアルHUG)～ 
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避難所運営訓練を中心とした学習～避難所運営訓練（リアルHUG)～ 
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避難所運営訓練を中心とした学習～避難所運営訓練（リアルHUG)～ 
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 避難所での運動不足を解消する「くまモン体操」 
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 避難所での運動不足を解消する「くまモン体操」 
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道徳 
・自然への畏敬 
・自然との共生 

 

社会 
・変動する大地 ・変化に富む日本列島の地形 
・四季のある気候 ・人口分布と課題 
・食文化と水産業 など 

英語 
・To Our Future Generations 
 （避難訓練） 

 

理科 
・火山 ・地震  
・大地の変動・気象 

家庭分野 
・安全な住まい方 

技術分野 
・丈夫な構造 
・材料の性質 

数学 
・方程式 
・確率 

保体 
・傷害の防止 

防災教育は特別な学習なの？ 

全ての学習に繋がる    防災・減災の木 
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