
社会科 ４学年 単元名『くらしを守る』

小単元名『火事からくらしを守る』
龍江小学校 滝澤勇一

１ 単元の目標
火災から地域の人々の安全を守る活動に関心をもち，消防署などが地域の人々と協力して火災の

防止に努めていることや，関係機関が連携して緊急に対処する体制をとっていること，火災から人
々の安全を守るための消防署の働きや地域の人々の工夫や努力を理解し，自分たちの住む地域を見
返し，自分ができることに取り組むことができる。

２ 単元追究の概要（全10時間扱い）
１次（１～３時） …毎年なぜ避難訓練が行われているのか見返すことから，学校内の火災防止に対

するに対する備えに関心をもち，学校の火災に対する備えを調べる。
２次（４～７時） …実際に火災が起きてしまった時にはどうしたらいいのか考えることから，消防

署の活動に関心をもち，消防署が火災防止のためにどんな活動をしているのかを
調べ，消防署の働きを理解する。

３次（8 ～ 10 時） …火災から地域の安全を守るために活動している消防団の活動をとり上げ，消防
署との比較から消防団の活動を理解し，現在の消防団の現状から自分たち住む地
域の安全を守るために自分ができることを考える。

３ 本時にかかわる教材研究
(1) 子どもたちの身近にあって見えていない消防団

学校のすぐ下には第12分団の本部詰所がある。毎年，操法の大会前には学校の校庭で夜遅くま
で練習が行われている。消防団活動にかかわってきた保護者も少なくない。（※学級児童21名中，
家族が消防団活動にかかわった子は10名）

ただ「消防団はどんなことをしているのか？」と問われた子どもたちは，消防署との違いやど
うして消防団があるのか自分たちが消防団について知らないことがあることに気付き，「消防団
と消防署はなにが違うのか」と問題意識をもつだろう。その問題意識を追究していくことを通し
て，子どもたちは自分たちの住む地域の安全を自分たちの手で守るために活動している消防団の
存在について見返していくことができるだろう。

(2) 見方・考え方を広げていく新たな社会的事象との出会いについて
消防団の活動について理解した子どもたちが，飯田市の消防団の団員数は定員に足りていない

こと・最近5年間の団員数は減少しているという新たな社会的事象と出会う。子どもたちは，消
防団が地域の安全を守るために大切な活動をしているのに，消防団活動にかかわる人は減ってい
るということに問題意識をもつだろう。その問題意識を追究していくことを通して，自分の仕事
をもちながら，自分たちの住む地域の安全を守るために消防団活動にかかわる人の想いに触れ，
消防団に対する見方・考え方を広げていくことができるだろう。

さらにそうした状況の中でも定員を確保している龍江地区の消防団の現状を知り，「なぜ他の
地区では減っているのに龍江地区では減っていないのか」を考えることを通して，「自分もこの
龍江を守っていきたい」という地域に住む一員として自分を見返していくことが期待できるだろう。

４ 本時案
(1) 本時の位置(全10時間扱い中 第９時）
前時…飯田市の消防団員が減っていることについて問題意識をもち，自分の見方・考え方をもった。
次時…自分たちの地域の安全を守るために自分たちができることを考える。

(2) 本時の主眼
飯田市の消防団員が定数に足りず，減っているのはどうしてか考える場面で，新たな社会的事

象（定員を満たし，増えている龍江分団の現状・消防団活動にかかわって来た新井分団長さんの話）
との出会いから，自分の見方・考え方を自己に問いかけ，自分たちの住む地域の安全がこうした地
域の人々の活動によって支えられていることに気付くことができる。

(3) 本時の構想 右欄掲載

《知る》

《わかる》

《考え広げる》
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(3) 本時の構想（修正版）
〈前時〉

○定員に足りない消防団の現状から問題
意識をもつ

・飯田市の定員は1395人だけどその →
人数より実際は少ない。 ←団員の数も毎年少しずつ減っている。

・消防団は大切な仕事なのに大丈夫な→ ←どうして消防団に入る人の数は減り続
のかな？ けているんだろう？

・

〈本時〉
①消防団に入る人が減っている理由を

考え合う(35')
・飯田市の人口が昔より減ってしまっ→

たから消防団に入る人も少なくなっ ←私も同じで今は子どもの数も減っているし，

たと思う。 消防団に入る人がいないんだと思う。

・あっ！やっぱり若い人の数は減って→
いるんだ。

←若い人も減っているし，「消防団に入り
たい」っていう人がいないんだと思う。

・消防団は命を預かる仕事だから緊張→
←今はいろんな仕事があって夜遅くまでや夜寝られないこともあるから大変

仕事があって火事の時すぐに駆けつけだと思う。
られないからじゃないかな？・僕も同じで仕事の関係で忙しくて辞→

←実際にはどうなんだろう。やっぱり大めてしまう人が多いんじゃないかと思う。

変なのかな？・消防団の活動をしてきた新井さんの→
に話を聴いてみたいな。

。

学習課題 新井分団長さんの話を聴いてみれば，どうして消防団に入る人の数が
減っているのか理由がはっきりしそうだ。

・やっぱり消防団の仕事は，大変なん→
だ。

←仕事も龍江の外で勤めている人も多い
し，やっぱりみんな忙しいんだな。

・えっ！龍江は減ってない！ → ←すごいな！龍江って。でも，どうして
・確かに…どうして龍江は減らずに増→ 若い人も減っているのに消防団の人数

えているんだろう？ が減っていないんだろう？

←「自分たちの住む龍江の安全を守りた
・よくわからないけど，お父さんが → い」っていう思いが強いからじゃない

「大変だけど誰かがやらなくちゃい かなと思う。
けない仕事」だって話していた。龍

←どうして龍江は減っていないのか，新江のことが好きだから入っていると思う。
井さんにもう一度お話を聴いてみたいな。

②本時の学習を振り返る(10')
・新井さんたち消防団の人たちが私た→ ←大変な仕事だけで，地域の安全を守る

ち龍江の安全を守ってくれているん ために活動している消防団はすごいと

だなぁって改めて思った。 思った。

・

〈次時へ〉

支援２
見方・考え方を自己に問
いかけていくことができ
るように
①新井分団長さんから消

防団に入る人が減って
いる理由について話を
聴く場を設ける。

②龍江分団の5年間の人
数の推移を提示し，龍
江分団の人数が減らず
に増えている理由につ
いてを考える場を設
ける。

消防団は安全を守る大切な仕事をしているのに，消防団に入る人の数は毎
年減っている。どんな理由があるのかな。考えてみたいな。

学習問題 どうして消防団に入る人の数は減ってしまったんだう

支援１
解決の見通しをもつこと
ができるように，
①見方・考え方の根拠を

問いかけ，視点を確認
し，視点のちがいとつ
ながりを板書で位置付
ける。

②飯田市の20～39歳の人
口の変化のグラフを提
示する。

③「実際に消防団の活
動をやってきた人に
聴けばわかりそう」
という意識をとり上
げ全体へ位置付ける。

支援
桑消防団員が定員に足り
ずに数が減っていること
に問題意識をもつことが
できるように，
①飯田市の消防団の定員

と現在の団員数，5年間
の団員数の推移を提示
し気付いたことを発表
する場を設ける。

②「なぜ？」「どうし
て？」という問題意識
への気付きをとり上
げ板書で位置付ける。

確かに若い人の数は減っているし，消防団の活動も大変そうだ。本当はどんな
理由があるんだろう。消防団の活動を続けてきた新井さんから話を聴けば理由
がわかりそうだな。

消防団の仕事は，けして楽じゃないし，自分の仕事をもちながら消防団の活動を
していくのは大変なことなんだな。それでも新井さんたちは消防団に入って活動し
ているんだ…。でも,飯田市消防団の人数は減っているけど，龍江はどうなんだろ
う？やっぱり若い人の数も減っているから，龍江も少なくなっているのかな？

消防団は自分の仕事が別にあって，その仕事をやりながらやるから，
時間がなくて大変だから消防団に入らないのかな。

消防団は地域を守るために大切な活動をしているんだ。

自己への問いかけ

飯田市消防団の人数も減っているし，龍江に住む若い人の数も減っているのに
消防団に入る人の数は減っていない。どうしてなんだろうな？

新井さんには「龍江の安全を守りたい」という強い思いがあって消防団
の活動を続けてきたんだ。そして，その想いを感じて支え合っていける仲
間が今，龍江にはたくさんいるからなんだな。

本時にかかわる評価規準
地域の安全が消防団の活動

にかかわる人たちの思いに支
えていることに気付く。
【社会的な思考・判断】
評価の方法

発言・つぶやき・学習カード
予備の支援

新井さんが消防団活動を続けて
きた理由をもう一度確かめ一緒
に考える。

支援３
地域の安全を守るために
消防団活動に取り組む人
の思いを感じていくこと
ができるように
①龍江分団の人数が減ら

ずに増えている理由と
消防団活動に取り組ん
できた新井さんの想い
について話を聞く場を
設ける。

②話を聞いて感じたこと
を発表する場を設け，
見・考え方を広げて

いったことについて共
感的に認める。

消防団に入る人が減っている理由やそれでも消防団で頑張っている新井さんたちがい
るんだなって思った。龍江の分団も今は大丈夫だけど，これから何年か先はわからない
って新井さんも話していた。僕たちも何かできることを考えていきたいなって思った。
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① 本時に至るまでの追究の様子

② 解決の見通しをもつ場面

教 師： （グラフを示しながら）飯田市消防団人数の変化，Ｒ男君が「どうしてこんなに減ったの

か，僕は知りたいです」って，今日はみんなで考えて，新井さんも来てくださったので，

考えていくなかで減ってきた理由が見えてくるかもしれないと思います。

それでは，学習カードに予想書いてあるんだけど，こんな理由じゃないかなっていうと

ころから，みんなと考え合っていきたいと思います。最初，Ｍ子さん聞かせてもらってい

いかな。

Ｍ子： 昔は飯田の人口が多かったけど，今は，人数が減ってしまったから，消防団の人数が減

ってしまったんだと思います。

教 師： 住んでる人の数が減っちゃったんじゃないか。（ﾌﾗｯｼｭｶｰﾄﾞ「人の数（人口）が減ってい

る」を貼る）Ｍ子さんも人数のことで書いてあったよね。聞かせてもらってもいい？

Ｍ子： 平成21年から25年まで99人も減っている

教 師： それで減っちゃった理由は？Ｍ子さん，どうしてって考えたんだっけ？

Ｍ子： 人口が少なくなったから。

教 師： やっぱり人口が少なくなったから。Ｈ子さんもそんなこと書いてあったよね。聞かせて

もらってもいい？

Ｈ子： 最近若い人も減ってしまったし，辞めてしまった人がいっぱいいるから。

教 師： 若い人も減ってる（板書で「若い人も 減っている」）どうかな？実際，飯田に住んで

いる人の数って減っていると思う？ 若い人も減っているんじゃないかなっていうけど，

避難訓練が毎年行われる理由を見返すことから，子どもたちは「学校には

火事に備えてどんなものがあるのだろう」と問題意識をもった(第１時）。

実際に校舎配置図を手に学校内にある消火器や消火栓の場所を調べていっ

た子どもたちは，「学校ではもしもの時に備えて命を守るためのものがたくさ

んあって，だから安全な生活ができる」と，学校が計画的に火事から守るた

めの準備をしていることに気付いていった（第２時）。

学校が火事に備えて計画的に準備をしていることが理解できたと判断した

教師は，「学校は火事に備えて安全か？」と問いかけた。子どもたちは「学校

内どこにでも火事を防ぐためのものがあるからしっかりと守られていて安全

だと思う」「でも，もしも本当に火事が起きてしまったら消せないと思う」「どんなに道具があっても安心

とは言えない」と，自分たちの調べたことを根拠にしながら自分の見方・考え方を話した。教師は，子ど

もたちの見方・考え方を確かめるために，教頭先生に話を聞く場を設けた。教頭先生から「学校では火事

に対しての備えをしていて，小さな火事なら消すことができるが，もしも大

きな火事が起きてしまったら，消防署に連絡をする」という話を聴いた子ど

もたちは，消防署の活動へと目を向けていった（第３時）。

そして，消防署がどんな仕事をしているのか確かめるために，伊賀良消防

署龍江分署への見学活動を行った（第４・５時）。

消防署の方からお話をお聴きしたり，実際に消防服に着替える様子を見せ

てもらったりした子どもたちは，「消防署は１分でも１秒でも早く現場に駆け

付けることができるように準備をしているところ」

と，消防署の働きについて確かめていった。消防

署の見学の帰り道，直樹君が「消防署と消防団ってどう違うの？」と，尋ねて

きた。教師は，地域の安全を守るために活動している消防団の活動へ目を向け

ていくことができるように，直樹君の問題意識を採り上げ，子どもたちに消防

団と消防署の違いについ問いかけた。「消防署は仕事で，消防団は他に仕事があ

る」「消防団には誰でも入れる」家族が消防団に関わっている子どもたちからは，

消防団について知っていることが語られていった（第６時）。

消防団の活動について，子どもたちがまだ見えていないことがあることを把

握した教師は，学校下にある消防団本部の見学と分団長の新井さんからお話を聴く場を設けた。分団長の

新井さんから消防団の活動について話を聴いた子どもたちは「消防署と消防団の人たちが協力して活動し

ている」「消防団の活動は大変だけど，いざという時のために備えている」と，消防団の活動について確

かめていった（第７時）。

消防団が自分たちの住む地域を守るために活動していることを

理解したことを把握した教師は，平成21年から25年までの飯田市

消防団の団員数の推移をグラフで提示した。年々減っていく人数

に「えっ！？」と，子どもたちは驚きの声を挙げた。「こんなに

少なくなったらもしも火事が起きた時に困るんじゃないか？」「な

んでこんなに減ってしまったんだろう？」「もしかして飯田に住

んでいる人が減ってるからじゃないかな？」子どもたちは減って

いる消防団の人数に驚きと問題意識をもち，そこには何か理由が

あるのではないかと考え始めた。この子どもたちの追究への意識

から学習問題「どうして消防団の人数はへってしまったんだろう」

が設定された。（第８時）。

こんなに速いんだ！

こんなところにもある！

火事ために備えはしているけど
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どうかな？ 今，Ａ子さん達，首捻ってたけど。自分も気になって調べてみたんだけど，

グラフ，見てみる？消防団に入れる人って何歳からって新井さん言ってたっけ？

子ども： 18歳。（口々につぶやく）

教 師： 高校卒業して18からって言ってたよね。それから，龍江だったら30何歳までだっけ？

子ども： 35歳（口々につぶやく）

教 師： 丁度，消防団に入れる人の人数ってこう（飯田市の20～39才までの人口の変化のグラフ

を提示する）Ｔ男君，ここからどんなことわかる？

Ｔ男： 若い人が減っている。

教 師： 若い人は，実際，減って…。

子ども： いる。（口々につぶやく）

教 師： ちょっと龍江も調べてみたんだけど，龍江は

どうだと思う？飯田市全体では減っているんだけど。

子ども： （首を捻る）

教 師： Ｒ男君，どう思う？

Ｒ男： 若い人が減っているっていうことは…，病気

で仕事ができなかったりするから，こういうふ

うに，21002人に減ったかと思う。

教 師： さらに「減った理由」も考えてみたんだね。

龍江はこうなんだって。（龍江地区の20～39才までの人口の変化のグラフを提示しながら），

同じように龍江に住む20～39才までの人の数，

みんなにも配るね。（グラフを配布する）。そう

すると，飯田に住んでいる人の数が減って，若

い人も減っているからっていうのはどう？若い

人も減っている，だから消防団に入る人も減っ

ているっていうのは，言えそうだね。Ｍ子さん，

聞かせてもらっていいかな？

Ｍ子： 20年以上続けて，みんな抜けてって入りたい

人や入る人がいなくなってしまったから。

教 師： 「入りたい」って言う人がいなくなったから。

Ｓ子さん，聞かせてもらってもいい？

Ｓ子： 年が40代以上で…

教 師： それでその人達が辞めていくよね。で…

Ｓ子： 若い人が入らない。

教 師： 若い人たちが減っているんだけど，その若い人たちが入らないんじゃないか，（ﾌﾗｯｼｭｶｰ

ﾄﾞ「若い人が入らない」を貼る），「若い人が入らない」っていうことで話つなげていける

人いる？

Ｒ男： 飯田市に住んでいる20～39才の人は，平成21年だと22663人で，平成25年だと21002人に

減ってる。龍江の20～39才までは，平成21年は575人，平成25年は，515人まで減っとる。

教 師： 確かに…，若い人はうんと減っているよね。その少なくなった人の中でも「消防団に入

らない」って言う人がいるんじゃないか，でも，若い人が入らない理由って何かな？ Ｒ

男君，つなげてもらってもいい？

Ｍ子： 消防団の練習がいっぱいあって，とても忙しいから若い人も入りたくないと思います。

教 師： 練習ね…。（「練習がある」を板書する）

Ｔ男： 若い人が東京とか行ったりとか，旅立つから，消防団入ってもあんまり学べないという

か…だから。

教 師： そうか…。そういうことってありそうだなぁ。

Ｋ男： 若い人達は自分の仕事もあって大変だから。

教 師： あぁそうか。消防団っていうのは新井さんもそうだけど，消防署とは…

子ども： ちがう。

教 師： 仕事があるんだよね。確かに。（ﾌﾗｯｼｭｶｰﾄﾞ「自分の仕事のこと」を貼る）。で，Ｋ男君，

この仕事が？

Ｋ男： あるから大変。

Ｒ子： いろいろな仕事があって，夜遅くまでやっている仕事もあったり，火事の時直ぐ駆けつ

けられる所で仕事をやっている人が少ないから。

教 師： そうかぁ…。夜まで。（「夜までの仕事」を板書）Ｒ子さんからつながる人，いる？

確かにこういう理由があって，若い人が入らないのかもしれない。Ｎ子さん，ちょっと聞

かせてもらってもいい？

Ｎ子： 人の命を預かる仕事だから，緊張や夜眠れないことがあるから減ったんだと私は思います。

教 師： 聞いた？消防団に入ると，消防団の人たちっていうのは，人の命を預かる仕事だから，だ

からＮ子さん？

Ｎ子： 緊張して，夜眠れないことがあるから。
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教 師： そういうことがある，だから簡単には入れない。Ｒ男君，お父さんに聞いてみたことある？

お父さん，分団長さんやっていたじゃん。あのサイレンとか鳴ると，パッと起きちゃうん

だって。それがずぅっとしばらく続いてたって。「だからすごく緊張するんですよ」って

Ｒ男君のお父さん，言ってた。

Ｒ男： うん。確か…僕のお父さん，消防団の分団長を12年間やっとったって。

教 師： お父さん，10 何年もやっとったんだなぁ。きっと命を預かる仕事って，そうなんだよね。

（ﾌﾗｯｼｭｶｰﾄﾞで「消防団の大変さ」「命を預かる仕事」を貼る）Ｒ子さん，ちょっとちがう

考え方してたよね，聞かせてもらってもいい？

Ｒ子： 昔は，消防団がいっぱいいて，人を助ける人がいっぱいいたけど，今は人を助ける消防

団が昔よりも減ってしまった。

教 師： 消防団の仕事ってみてきたよね。「みんなのため」って。でも，こうやって「みんなの

ために働こう」っていう考え方が，ちょっと今，変わってきたのかもしれないってＲ子さ

ん考えてくれたんだよね。（ﾌﾗｯｼｭｶｰﾄﾞ「人のためにはたらく」を貼る）。Ｒ子さん，お父

さんに聞いてみたんだよね。お父さんは，どんなこと言ってたのかな？

Ｒ子： 団員が減った理由。数十年前，農家の人や自分の家で仕事をする人が多かったのですが，

会社で働く人が増えて，消防団活動に参加できない青年が多くなったから。人と人の付き

合いを避ける人が増えたから。人との付き合いが苦手な若者が増えたから。地元に残る若

者の数が減ったから。若者が地域の仕事をしたがらなくなったから。若者に消防団に入る

のを誘っても，その母親が反対することが多くなったから。

教 師： Ｒ子さんのお父さんは，ずっと消防，やっていたんだよね。さっきＴ男君が言っていた

ことと重なりそうだよね。地元にいない，働く場所が龍江の外だったり。さて，どうでし

ょう？大分『減ってきた理由』って見えてきた感じがする？

子ども： （頷く）

教 師： でも，実際，私だけじゃこのこと分からないよね？このことを確かめようと思ったら…

どうしましょう？それでは，今，分団長さんをされている新井さんに，みんなの考えたこ

とがどうか，お話をお聞きしてもよろしいですか？

前時，学習問題「どうして消防団の人数はへってしまったんだろう」に対して，子どもたちは「飯

田市の人口が減っている」「消防団に入る若い人の数が減っている」「消防団の仕事の大変さ」「自

分の仕事と消防団の仕事の両立の難しさ」「消防団活動に対する考え方の変化」を視点に自分の考え

をもった。

学習カードから子どもたちの考え方を把握していた教師は，子どもたちの考え方が関連して追究

していくことができるように，先ず「飯田市の人口が減っているからではないか」と考えているＭ

子を指名した。そして同じように「人口の減少」「若い人の数が減っている」と考えているＭ子・Ｈ

子を指名した。そして，その予想を確かめることができるように，飯田市に住む20～39歳までの人

数の推移をグラフで提示した。グラフから消防団に入る年代の人が実際に減っていることを確かめ

た子どもたちに，そこからつなげてつなげて「消防団の仕事の大変さ」からその理由を考えていく

ことができるように，「入りたいっていう人がいないから」と考えているＭ子・Ｓ子指名し，「どう

して若い人は，入らないのか？」子どもたちに問いかけた。それに対してＫ男は，今まで見てきた

《新井分団長さんのお話》

皆さん，本当に消防団のことについて考えてくれてありがとうございます。今，皆さんがいろんな意見を挙げて下ったこと，本当にズ

バッと正解っていうか，本当にその通りだなぁって思っております。今，若い人が入らないっていうこと，仕事のこと，消防団の大変さ，

まさしくその通りです。若い人が入らないって言うのは，皆さんが勉強した通り，人が少なくなってしまっております。私も小学校の時，

同じクラスに男の子が20人近くおりました。でも，今，ここ龍江に住んでいるのは，10人いません。あと，仕事で遠くの方へ行ってしま

ったりとか，僕も一回大学と勉強で県外で働きました。私は戻ってくることができましたが，ずっと戻ってこない人もおり，消防団をこ

こでできない人もいっぱいいます。そういったなかで人が少ないから，なかなか消防団に入ってもらえないというのも１つの理由であり

ます。

それと自分の仕事のこと，やはり私たちは消防団の活動をするだけでなく，昼間は仕事をしております。さっき意見がありましたが，

昔は，龍江だったらりんご園だったり農家をやっている方，そういう龍江におって自分で時間をつくって活動できる人がいっぱいいたん

ですが，今は，皆さんのお父さん，お母さん結構多いと思いますが，サラリーマン，会社勤めをされている人がいっぱいおります。また，

会社勤めでも朝の8時から夕方の5時まではなく，例えばおじいさん・おばあさんの介護をする方っていうのは，夜勤があったり，日曜日

が休みじゃなくて違う日が休みだったりとなかなか定期的に日曜日に休む，朝から晩まで働くというような形で仕事ができないという皆

さんもいます。そうするとやはりどうしても消防団の活動がしずらい，そうすると活動に参加できない，入れないということになってし

まいます。

あともう１つ。「命を預かる仕事」っていうことで大変さを挙げてもらいましたが，正直，私たち，今もそうですけど結構多くの訓練

や行事に参加しております。それはどうしてかといいますと，皆さんも運動会やるために上手にできるように練習をすると思います。私

たちも一緒で，火事があったりいろんな災害があった時に，私たちは集まってやるんですが，そのためには私たちも訓練，練習をしない

と命を助けることが，火事が起きた時鎮火であったり，水害が起きた時，水を逃がすとかそういうような活動をするには，やはり訓練が

必要です。そうするとどうしても私たちも多くの活動のために練習をしないといけません。でも，そういうのを見ている人たちのなかで，

入る前の人で「大変だなぁ」「僕はえらいな」って思う人も増えてきていると思います。

それがさっき「人のために働く」っていう話があったけど，人のｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝを苦手とする人や，そういうふうに考える若者が増えてき

たと，そういうところでやはり消防団の人数っていうのは，だんだん減ってきているという現状にあると思います。
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消防団の活動を根拠に「自分の仕事もあって大変だから」と，自分の考えを話す。Ｒ子もいろいろ

な仕事があって，夜遅くまでやっている仕事もあったり，火事の時，直ぐ駆けつけられる所で仕事

をやっている人が少ないから」と，消防団の仕事の大変さと仕事との関係を関連させて自分の考え

を話した。

教師は，それらの発言を「自分の仕事のこと」「夜までの仕事」と板書で位置付けた。そして，消

防団の活動の大変さから考えていくことができるように，「消防団の大変さ」に目を向けているＮ子

を指名した。Ｎ子は「人の命を預かる仕事だから，緊張や夜眠れないことがあるから減ったんだと私は

思います」と，自分の考えを話す。さらに，「人を助ける消防団」という視点から消防団を捉えてい

るＲ子を指名し，消防団活動に対する考え方の変化を位置付けた。

そして，こうした子どもたちの考えを確かめていくために，家で消防団活動に関わってきた父親

から話を聴いてきたＲ子を指名し，調べてきたことを発表するよう促し，さらに授業に参加されて

いる新井分団長さんから話を聴く場を設けた。

子どもたちは，新井分団長さんの話を聴き，自分たちの予想を確かめ，飯田市の消防団の人数が

減っている理由を確かめていくことができた。

③ 新たな社会的事象との出会いから自己に問いかけていく場面

教 師： ありがとうございました。今，みんなの考えたことについて話してもらいました。この

ことで新井さんにお聞きしたいことある？

子ども： （黙って聞いている）

教 師： そうすると，飯田市の消防団に入る人の数が減ってきた理由っていうのは，みんなの考

えたこういうこと（板書を指しながら）が…，ありそうだよね。Ｍ子さん，学習カードに

龍江のことについて書いてくれたよね。

Ｍ子： 97人もいるのに，足りないんだなぁと思いました。

教 師： 「97」っていう数字は何だっけ？

子ども： 龍江の消防団の数。

教 師： 龍江の消防団の数は，新井さん，何人っておしゃってたっけ？

子ども： 97人。

教 師： 97名だよね。もこさんは，「龍江に97人もいるのに減ってるんだ」って思ったけど，龍江は

どうだと思う？飯田市の消防団は（グラフで減っていることを確かめながら），龍江は？

子ども： （グラフを見ながら考える）

教 師： Ｇ男君，どう？龍江の消防団の数は。

Ｇ男： えぇと…，わからない。

教 師： そうだよなぁ…。わからないよなぁ。増えていると思う人？

子ども： (挙手なし)

教 師： やっぱり，減ってるって思う人？

子ども： （全員挙手）

教 師： そうだよね。飯田市も減っているし，龍江の若い人も減

っているんだよね。私も気になって新井さんや市役所の人

に聞いて調べてみたので，見てもらっていいですか？

（龍江の消防団の人数の推移のグラフを提示する）

子ども： （提示されるグラフをじっと見ている。）

教 師： 今年が97だよね。去年。

子ども： えっ！？

教 師： その前。

子ども： ８８。

教 師： これが龍江の消防団の人数。

Ｇ男： 増えてる…。

教 師： 増えてるよね。もう１つ飯田市の定員って何人だっけ？

子ども： （まとめの模造紙を見ながら確かめる）

教 師： 1395人だよね。龍江の消防団にこれだけの人数っていうのは…，龍江の消防団の定員は，

78で，龍江の人数は，定員よりも…

子ども： 多い。

教 師： 超えてるよね。飯田市は（グラフを示しながら）

子ども： 下がってる。

教 師： 龍江は？

子ども： 上がってる。

教 師： 若い人は？
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子ども： 減ってる。

教 師： でも，消防団は？

子ども： 上がってる。増えてる（口々につぶやく）

教 師： あれ？って言った人，いたよね。Ｒ男君，飯田市も減っています。若い人も減っていま

す。でも，龍江の消防団は？

子ども： 減らない…。

教 師： さて，ここに何か理由は…。

子ども： ある（口々につぶやく）

教 師： ちょっと難しいかもしれないけど，学習カードの２のところに，ちょっと時間とるので，

龍江の消防団は減ってないのはどうしてか。

（学習カードに記入を始める。ただ，鉛筆を手に動かせない子の姿も見られる）

Ｔ男君，ちょっと素直に感じたこと言ってもらってもいい？

Ｔ男： 意味がわからん。

教 師： どうして意味がわからんのか，ちょっとその意味を話してもらってもいい？

Ｔ男： 飯田消防団の人数は減っていて，飯田市の20～39才の人も減っていて，龍江に住む20～

39才の人も減っているのに，龍江の消防団は増えている。

教 師： （「意味がわからない」と板書）減ってる，減ってるっていうのに，ここは…っていうの

は，意味がわからない。Ｈ子さん，最初にこのグラフ見て感じたこと，しっかり書いてく

れたよね。どんなことを感じたんだっけ？

Ｈ子： 飯田市の人たちは減っているけど，なんで龍江消防団は，なんで増えているのか不思議

だなって思いました。それには，なにかヒミツがあるんだなぁと思いました。

子どもたちは，飯田市消防団の人数が減っている理由について，友の考えや新井分団長さんのお話

を聴いて確かめていくことができた。そうした子どもたちが，見方・考え方を自己に問いかけてい

くことができるように，教師は，平成21年から平成26年までの龍江の消防団の人数はどうなってい

るかを子どもたちに問いかけた。飯田市消防団全体の人数が減っていること，そして龍江に住む20

～39歳までの人数も減っているという事実から子どもたちは「龍江も減っている」と予想した。

そんな予想をした子どもたちに今年度，97名の団員がいる龍江消防団の団員数がどう変わってき

たのか，グラフを平成26年から逆に提示していった。平成21年から増えている団員数に子どもたち

は，「えっ！？」と驚きの声を挙げた。Ｔ男は「意味がわからん…」とつぶやく。そのつぶやきを採

り上げると，Ｔ男は「飯田消防団の人数は減っていて，飯田市の20～39才の人も減っていて，龍江

に住む20～39才の人も減っているのに，龍江の消防団は増えている」と，他のグラフと重ねた時「な

ぜ龍江だけが増えているのか？」が説明できないことを話す。Ｇ男も提示されたグラフを何度も指

さし，「増えている，増えている…」とつぶやく。子どもたちにとって「龍江の消防団の人数は減ら

ずに増えている」という新たな社会的事象との出会いは，今の自分ではすぐに説明することのでき

ない大きなズレを感じ，その事実には何か理由があるのではないかと，見方・考え方を自己に問い

かけ，考え始めていった。

④ 見方・考え方を広げていこうと追究する場面

教 師： （「「ふしぎ！」と板書）なにかヒミツがありそうだね。こうじゃないかなって考えた人，

Ｈ子さんからつながるかな？

Ｒ男： 龍江には若い人がいっぱいいるから。

教 師： （グラフを示しながら）まだこれだけいるから。

Ｍ子： 支え合ってみんなで増やしたんだと思います。

Ｍ子： 龍江に住む若い人は減っているけど，若いうちに入った人がずっと続け

ているから，龍江の消防団の人数が減らないんだと思いました。

Ｍ子： わけは，川路とか泰阜とか他の地区から来て，そのまま龍江に住んで増えていったから

だと思います。

教 師： なるほどね。龍江に住んでいないけども。

Ｋ男： 龍江に住む人は少なくなったというけど，消防団をやりたい人が増えているから。

教 師： 若い人は減ったけど，「やりたい」っていう人は，増えているんだ。

Ａ子： お金はもらえないけど，龍江の人のおかげで消防団をできているから。

Ｈ子： 龍江の人たちが消防団がいないと，龍江で火事が起きた時，一番近いから，龍江の人が

出動するから，やっぱり入らなくちゃと思ってるんじゃないかなと思いました。

教 師： 「いざ」っていう時に龍江の人が困らないように…だから入る。大変なんだけど。

Ｒ男： 昔は，家のことで精一杯だけど，今の龍江は，１日中仕事をすることが，機械ができてきて簡単

になって，入れるようになり，友人から誘われたり，興味をもって入っていると思います。

教 師： いろんな理由を考えたんだね。友達とか。まだ，こんなふうにって考えて，つながる人，

いるかな？なぜ，龍江は増えているのか？この話ができる人は…この龍江の消防団で活動

してきた新井さんに，遥香さんが言っていた「ヒミツ」っていうのをお聞きしてみましょ

う。新井さん，いいですか？
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教 師： やっぱりみんなが考えたことって，確かに龍江にあるんですね。龍江に住んでいる人は，

龍江の消防団のことをどう思っているっていったら，「地域の大事な活動をしている人」

って思っているんでしょうね。新井さんにもうちょっとお聞きしたいこと，ありますか？

新井さん，今はこうなんですか，「この先」って考えたら，どうなんでしょう？

子どもたちは，新たな社会的事象との出会いから立ち止まり，悩みながら「なぜ龍江は減ってい

ないのか？」について追究し，学習カードに自分の考えを記していった。Ｒ男は，昨年の『かわっ

てきた人々のくらし』の学習や新井分団長さんからお聞きした話をつなげながら，仕事の変化と人

とのかかわりを根拠に自分の考えを話した。

この追究の場面でＧ男は，新たな社会的事象との出会いでグラフを

見て「増えてるじゃん！すっげぇ増えているじゃん！」と驚きの声を

挙げた。そして，隣のＭ子に「どうしてかな？」と，話しかける。し

かし，学習カードに，自分の考えをなかなか記すことができなかった。

そんなＧ男がＫ男の「龍江に住む人は少なくなったというけど，消防

団をやりたい人が増えているから」という発言を聞き，鉛筆を持った

手をギュッと握りしめ，学習カードに「若い人も減っているけど，人

の命を助けたいから」と記入していった。

このように子どもたちは、友の見方・考え方に触れながら，この新たな問題に対して，なんとか

説明していこうと、それまでもっている自分の見方・考え方をつなげて前向きに追究を続けていっ

た。

《新井分団長さんのお話》

今，飯田市の消防団と比べて龍江の消防団は反対に増えていますというグラフを先生が見せてくれて，皆さん，

いろいろと考えてくれましたけど，ありがとうございます。皆さんの意見，聞いていて多くのところがその通り

だなぁと思いました。このグラフっていうのは，これをやったから確実にこうなったとかいうのでなくて，地道

な活動をした結果だと考えています。

今，私がこうなったのはなぜかと思うところは，やはり入っている消防団員の人が，龍江におって「自分たち

の地区を守ろう」という意識を強くもってくれている，そういう人たちがいっぱいいる，また，そういう人たち

が一生懸命誘い合っています。だいたい年が明けて12月ぐらいになってから，他のところはお家を回って「入っ

てください」っていう活動をしておるんですけども，龍江の場合は，年間とおしてやりましょうと，特に人が集

まる市民運動会，あそこでは一緒に競技をするとか，消防団に入っていない方々も集まります。そういうところ

から「一緒にやろうよ」「龍江の地域を守っていこうよ」と「一生懸命やると楽しいよ」と誘っています。その

結果，その人が呼びかけていってくれてだんだん，だんだん1年目はちょっと大変だけど…って言っていたけど，

２年目は入ってくれたり，そういう形で増えてきました。

あと，そういう活動を一生懸命やっていたところ，地域の皆さんが本当に協力してくれます。地域の皆さんが私たちの活動を理

解して，バックアップ，助けてくれています。例えば，私たちが人に頼みに行っても断られちゃうとかあるんですけど，今は龍江

の区長さん，地域の偉い方が一緒に行ってくれて，家族と一緒に説得してくれる，そういうこともしてくれています。そのくらい

龍江の皆さんは，消防団の活動を助けて見守ってくれています。

そんななかで私たちも地域の人が一生懸命やってくれるということで，一生懸命やっています。今，練習していますが，操法の

大会，それもここ数年，いい成績を残させてもらっています。飯田市でも１番を取ったりとか，２番を取ったりとか，時には県大

会行けたりとか，そういう結果を残すと，また地域の皆さんが喜んでくれます。そうして私たちは一生懸命活動してきた結果，こ

ういうふうに他の地区とは別に増えている，ただ，龍江でも同じように人が少なくなっていったりとか，そういう環境とかはあり

ますので，大変厳しい状況ではあるんですが，今言ったような地道な声がけであったり地域の皆さんと協力することで， こういう

ふうに21年からだんだん増えていって，今97人の団員が今，一緒に活動をしてくれている，そういう状況になります。

今日も4年生の皆さんがこうやって消防団のことを一緒に勉強してくれた，そういうことも私たちにとってはありがたいことです

ので，家に帰ったら消防団をやっているお父さんやお母さんがおったり，またそうじゃない人も「勉強してきたよ」って言っても

らえることで，またお父さんやお母さんが頑張ってくれると思いますのでよろしくお願いします。

《新井分団長さんのお話》

今，だんだん右肩上がりで増えてきておりますが，来年，再来年っていった時に，それがどうなっているか正直私もわかりま

せん。ですが，消防団，火事が起きた時に火を消す，人がおらないと話にならないんです。一人や二人では火は消えないし，

いっぱいの人が多く集まれば，それだけ大きな火事にならずに消すことができますので，とにかく一生懸命，人に入ってもら

えるように呼びかけをして，活動をしていくということでやっていくしかないんですが，本当に飯田市の状況が厳しい中です

が，龍江も同じような状況にありますので，この先，もしかしたらだんだん減っていってしまうかもしれません。やはり努力

を惜しまず頑張っていかなくてはいけないと思っています。
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⑤ 本時追究していったよさを振り返る場面

教 師： これが（龍江の消防団員数）この先，ずっとこうなっていくかは…新井さんでもわから

ないわけですよね。でも，そうならないように…。今日は，消防団の入る人が減っている

ことから，最後は「龍江は」っていうところで考えてきました。それでは，今日の学習を

ふり返りたいと思います。学習カードの一番下のところ，題名付ける人は題名付けて，今

日の学習を振り返ってみましょう。

教 師： それじゃぁ，自分の思ったこと・感じたこと話してみましょうか。

Ｓ子： 題名は『消防団すごい！』で，私は消防団がすごいと思います。訳は，平成21年から今

の平成25年まで頑張ってやっている人がすごいなと思います。

教 師： すごさを感じたんだ。つなげてもらっていいですか？

Ｍ子： 題名は『へぇ～そうなんだ』，私は，若い人が減っていてすごくびっくりしまし

た。私は600人ぐらいいると思ったけど，いないのにとってもびっくりしました。

Ｈ子： 題名は『ふしぎ』で，消防団のことがだいたいわかってきたし，不思議なこともいっぱ

いあったと思いました。

教 師： どんなことが不思議だった？

Ｈ子： 龍江の消防団の人数が増えてきたこと。

教 師： やっぱりここ。ヒミツは見えてきた？

遥 香： （頷く）

Ｒ子： 題名は『龍江の消防団は増えている！』で，私は減っていると思ったけど，増えている

と聞いてビックリしました。最初にわからなかったけど，新井さんの話を聞いて，増えて

いる理由は，地域の皆さんのおかげだと初めて知りました。

教 師： その言葉が印象に残ったんだね。

Ｒ子： 題名は『龍江はすごいな！』で，飯田市はグーンと減っちゃって，消防団の人が減って

しまったけど，龍江は平成21年から平成26年まで消防団の人が多くなった。

教 師： それは…だから，すごいなって思ったんだね。私たち，すごいところに住んでいるんです

ね。

Ｎ男： 龍江はいっぱい入っているけど，飯田市にとっては少ないんだなぁ～と思いました。

Ｍ子： 今日の社会で飯田市内の人数は減っているのに，なんで龍江だけ増えているのか，やっ

ぱり不思議なので，次の時間にその不思議を出したいです。

教 師： だいぶ見えてきた？

Ｍ子： （頷く）

教 師： どんなヒミツがあると思う？Ｍ子さんなら。

Ｍ子： さっきと同じ。

教 師： 最後に何かありましたら…。

教 師： 今日の授業，最後に素敵なお話，なぜ新井さんが消防団に入ったのかというお話をお聞

きしました。もしかするとここで聞いた新井さんの話が，何十年後かに想い出されるのか

な。

それでは，終わりにしましょう。

授業の終末に，本時追究していったことのよさを感じることができるように，教師は振り返りを

記入する場を設けた。Ｈ子は「題名は『ふしぎ』で，消防団のことがだいたいわかってきたし，不

思議なこともいっぱいあったと思いました」と，本時，追究してきて「？」だったことが少しずつ

見えてきたことを話す。Ｒ子は，「題名は『龍江の消防団は増えている！』で，私は減っていると思

ったけど，増えていると聞いてビックリしました。最初にわからなかったけど，新井さんの話を聞

《新井分団長さんのお話》

今日は，消防団のことを一生懸命勉強してくれてありがとうございます。

消防団一同，地区を守っていくためにこれからも頑張っていきたいと思いますので，もし皆さん，活動してい

る人がいたら声をかけてやってください。実は，私，最後になりますが，なぜ私が消防団に入ったかと言うこと

を話させてもらって終わりにしたいと思います。

私が丁度皆さんの頃，小学校4年生，3年生くらいの時，家で大雨で，土手が崩れちゃったんです。本当に大き

な土砂崩れで，怖いと思った時，この法被を着たお兄さん，おじさんたちがみんな来てくれて，30人くらいの人

が来てくれて，みんなで協力して助けてくれました。今でも，私37歳ですけど，その記憶は鮮明に残っています。

私が30歳の時に龍江に戻って来た時に，ここにおる友達のお父さん，同級生がずっと「一緒にやろうよ」と，声

をかけてくれたので，もうギリギリだけどそういう思い出もあるなかで，ひとつでも地域に貢献したいなぁと思

って消防団をやらせいていただき，今はこうして分団長という立場で活動をさせてもらっています。

いろいろ大変なことはありますが，こうやって皆さんが理解してくれること，やりがいがあってできることは，本当に素晴らし

いことだと思います。皆さんも大きくなったら是非，消防団の方に入って，地域の皆さんのために頑張って欲しいと思います。今

日は本当にありがとうございました。
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いて，増えている理由は，地域の皆さんのおかげだと初めて知りました」と，龍江の分団が減らず

に増えていったことに驚きを感じ，その背景にあるものについて新井さんのお話お聞きして見えて

きたことを話す。Ｒ子は「題名は『龍江はすごいな！』で，飯田市はグーンと減っちゃって，消防

団の人が減ってしまったけど，龍江は平成21年から平成26年まで消防団の人が多くなった」と，自

分が住む龍江に寄せて，そのよさを感じ，話した。しかし，振り返りの視点が焦点化されていなか

ったため「本時，何がわかったのか」ということが，一人ひとりによってちがい，「本時の評価」と

しては，はっきりしないものとなってしまった。「何について振り返るのか」という視点を明確にす

ることの大切さを改めて感じさせられた。

⑥ 単元の終末から

次時では，前の時間の最後に新井分団長さんが話してくださった「なぜ消防団活動に参加したのか」

というお話をもう一度採り上げ，子どもたちに話の要旨を資料として配布した。

また，Ｒ子，Ａ子が家で聞いてきた「龍江の消防団が減らずに増えている理由」を聞き，新井分団

長さんへの手紙を書く場を設けた。

新井分団長さんが「地域のためにできることはないか」と考え，消防団活動に取り組んでいるこ

とを確かめ，最後に「今，自分ができるることはなにか？」を考え，それを新井分団長さんに伝え

る手紙の形で書く場を設けてみた。

Ｒ男は「消防署と消防団は力を合わせて災害に立ち向かってください」と記した。この学習の目

標に示されている「関係機関は地域の人々と協力して災害や事故の防止に努めていること」を実際

に活動に関わりる人の姿を通して「協力していること」を実感していった姿を感じさせられた。，

また，Ｒ子は，消防団活動にかかわってきた父親の姿や，実際に自分の家の近くにあった土砂崩れ

の場面をこの学習に重ねて振り返っている。Ｎ男は「消防団に入るかわかりません」と記している。

消防団活動について学習してくる中で見えてきた「消防団の大変さ」をしっかりと見つめ，「自分

にはできるのか？」と，問いかけているなＮ男がいる。Ｒ男の手紙には「今，僕は消防団に入ろう

か迷っています。もし入れたら，きっと分団長になって，新井さんのようになりたいです」と，記

さていた。今回の学習で，消防団活動に取り組まれてきた新井さんにお話をお聞きし，その生き方

に触れた。その「出会い」がらＲ男は「消防団とはなにか？」を考えていった。小学校の社会科の

学習を展開し，構想していく中で，こうした「人の姿を通して学ぶ場」をやはり大切に考えていき

たい。
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② 研究の成果と残された問題点

○「地域に生きる人の姿」に触れその生きる姿に学んでいった子どもたち

子どもたちは，

「ひと（自分たちの住む地域を自分たちの手で守ることに思いをもってとりくんでいる消防団長さん）」

「もの（学校の防火施設）・（消防署）・（消防団）」

「こと（飯田市では若年者の人口が減り，消防団に入る人の数が減っているが，龍江地区では減らずに

増えている）」

との出会いから素直な問題意識をもち，その問題意識を追究していくことを通して，自分たちの周りの

安全がどのように守られているのかということについて見方・考え方を広げていくことができた。

本小単元では，消防団の活動を取り上げた。実際に消防団活動に取り組む新井分団長さんの話を聴く

ことを通して，子どもたちは，その姿を通して「消防団とはどんなものなのか」を考えていくことがで

きた。こうした「出会いの場」を創っていくことの大切さと重要性を改めて感じさせられた。

○ 学びの場をどのように構成していったらよいのか。

教師が意図した枠のなかでの追究になってしまい，子どもたちが自分たちで「もしかしたら～んなじ

ゃないかな？」「あっ，そうか，わかった！」といった学びを広げていく場面を充分に創ることができな

かった。子どもたち自らが学ぶ場をどのように位置付けていったらよいのか考えていきたい。
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