
回収数 有効回答数 有効回答率

201 186 92.5%

201 174 86.6%
問2.砂防堰堤探検隊で楽しかった、
つまらなかったことを書いてください。

（回収率100%）

使用した設問
回収状況

問1.ブロック実習について、街づくり
で工夫した点を教えてください。

時間

① グループで相談して、街
づくりの方針を立てる。

5分 ・
・
作るものをどんどん紙に書いてもらう。
発想の起点となるように、「市役所」「学校」「病院」を必
ず作るよう指示する。

② 実際に手を動かして
ブロックで街を作る。

45分 ・ 「どうすれば土石流やがけ崩れから街を守れるか」「ど
んなところに建物を建てるのがいいか」など、児童が
自分で答えを見つけるよう問いかける。

③ どんな街を作ったか、班
ごとに発表する。

10分 ・ 班内で意見を引き出し、まとめるよう指示する。それを
画用紙に書いて発表してもらう。

（パターンＡやＢの場合）

ブロック実習の手順 補助を行う際の留意点

資機材 用途

A4普通紙、筆記用具 作業前の街づくり構想用

爪楊枝、付箋、テープなど 施設名を記す旗の材料

マジックセット、画用紙 班発表用

土砂災害の恐れのある崖
や谷が描かれた簡易地図

街づくりの土台として
（図－1参照）

ブロックや模型 建物などを作り、配置する

トレー ブロックを入れる容器として

実施日 参加小学校 学年 児童数 実施順序

6月14日 滝沢東 4年 39 B
6月15日 上長山 3～4年 13 A

柳沢 3～4年 11 A
姥屋敷 3～4年 5 A
一本木 4年 21 B
寄木 6年 17 A

6月28日 滝沢第二 3年 90 C
7月4日 西根 4年 5 A

パターンＡ パターンＣ

実験順序 ①→②→③ ②⇔③
参加児童/回 5～20人 45人程度
実験時間/回 約60分 約30分
補助人員 一班に一人 やや不足

約60分

6月24日

6月27日

パターンＢ

①→③→②
20人程度

一班に一人
（①：土砂災害DVD，②：キッチン火山実験，③：ブロックで街づくり実習）

（パターンＣは半数ずつに分かれ，②→③あるいは③→②の順序で進行した）

時間 スケジュール 実施の目的

9:20～ 出発式

火山局館内実習

9:25～ 　①土砂災害ＤＶＤ 映像を通して土砂災害の脅威を学ぶ

9:30～ 　②キッチン火山実験
火山噴火の模擬的実験（アイスの融雪泥流実験、
コーラの噴火実験など）を通して、噴火現象を知る

10:20～ 　③ブロックで街づくり実習 防災に強い街を作るための工夫を知る

11:10～ 現地見学 砂防施設を見学してその役割を学ぶ

13:40～ 閉会式

設問 分析内容 分析対象 比較項目 分析手法 図番号

ブロック実習の防災学習効果 全体 - 共起ネットワーク 図－2

プログラムパターンの違いと
ブロック実習の理解度

３～４年生 パターン間 対応分析 図－3

問2
学年の違いによる
学習理解度の差異

パターンＡ 学年 共起ネットワーク 図－4

問1

岩手県砂防堰堤探検隊 
―ブロックを用いた街づくりとその効果分析― 

 
                 岩手県立大学 総合政策学部  伊藤英之 

国土交通省東北地方整備局岩手河川国道事務所  岩沢博章 渡辺学 
アジア航測株式会社  ○牧野陽一 新井瑞穂 滝澤雅之 岸本博志 

 

1.はじめに 

岩手河川国道事務所では，岩手県立大学などの関

係機関と協力し，岩手山周辺に住む小学生に火山災

害や土砂災害の脅威から人命と財産を守る「砂防」

について正しい知識を普及することを目的とする防

災学習（砂防堰堤探検隊）を毎年実施している． 

その一環として実施された『ブロックで街づくり

実習』（以降，ブロック実習）は，土砂災害の脅威か

ら生活圏を守る街づくりの工夫を学習することを目

的とするもので，伊藤ら 1)により，主に小中学生向

けの防災学習の場面で導入され始めている． 

本稿はブロック実習の防災学習効果を確認するた

め，実習風景の観察と分析の２つの側面からの考察

を行うものである． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.砂防堰堤探検隊の流れとブロック実習概要 

 砂防堰堤探検隊では，イーハトーブ火山局館内実

習と現地見学を以下の内容で実施した（表－1）．館

内実習の順序は参加学校の人数や時間の関係により

適宜変更した（表－2）． 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ブロック実習につ

いては，班ごとに表－

3 のものを準備し，表

－4 の手順で行った．

班は４～５人構成と

して，一班に一人補助員を配置し，児童に助言など

を行いながら進行した． 
 
 
 
 
 

 
実習風景の観察から，ブロック実習の学習効果に

ついて以下のことがわかった． 
 学年を問わず街づくりに集中して取り組める． 
 教材として児童に受け入れられやすい． 
 手を動かして作ることで能動的に学習できる． 
 他の児童や補助員と話し合い協業することで，

より深い理解につながる． 
 街並みを観察することで，防災に対する児童の

意識レベルを読み図ることができる． 
 

3.分析方針・分析手法 

 参加児童を対象としたアンケート記述項目結果

（表－5）を用いて，ブロック実習の防災学習効果

と学年や実習順序の違いによる学習理解度への影響

を調べた． 
 具体的には，共起ネットワーク分析（抽出した特

徴的な言葉同士の関係をネットワーク図にする手法）

及び対応分析（着目する要素と特徴的な言葉との相

関関係を２次元同一マップ上に表現する手法）を表

－6 の分析内容について行った．なお，分析には

KHCoder2)を使用した．それぞれの分析結果を図－2
～図－4 に示した． 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表-3 ブロック実習で準備したもの 

表-4 ブロック実習の手順と補助の際の留意点 

図-1 ブロックで街づくりをする様子 

表-5 分析に使用した設問とアンケートの回収状況 

表-1 砂防堰堤探検隊のスケジュールと目的 

表-2 砂防堰堤探検隊の概要 

表-6 設問ごとの分析内容と分析手法 

Pb-110
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パターンＡ パターンＣ

特徴的な語
「高台」「建てる」
「砂防堰堤」

「避難場所」「砂防」
「安全な場所」

「壁」「塀」「ガード」

土砂災害へ
の意識傾向

土砂を防ぐ考えや
危険から遠ざかる考え

土砂を防ぐ考えや
危険から遠ざかる考え

土砂を防ぐ考えのみ

実験順序
パターンＢ

4.分析結果と考察 

4.1 ブロック実習の防災学習効果 

 図－2 の共起ネットワーク分析は，より重要なキ

ーワードほど中心に，より中心媒介性（他の語同士

を結び付ける性質）の高い言葉ほど赤くなるように

表示した．図より，「建物」「場所」「災害」「守る」

等の言葉が赤く中心に来ていることから，多くの児

童が災害に強い街づくりを意識して実験に取り組ん

でいたことがわかった． 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 実験順序の違いとブロック学習の理解度 

 対応分析では，原点から離れていて且つ要素（こ

こではパターンＡ～Ｃ）と同じ方向にある言葉がそ

の要素の特徴を表す語となる．図－3 のパターン間

の特徴語の比較から，パターンＡとＢの学校の児童

は，土砂を防ぐという考えに加えて危険箇所から離

れるという側面からも考える傾向にあった（表－7）． 
 一方パターンＣは授業時間の短さ，児童数の多さ，

事前学習の省略などの問題点が，ＡやＢとの傾向の

違いを生む要因となっていると考えられる． 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

4.3 学年の違いによる学習理解度の差異 

 図－4 は，語の円の大きさは回答数の多さを表し

ている．６年生の分析結果を見ると，「噴火」「砂防」

などの砂防堰堤探検隊のキーワードとなる語が大き

く中心に表示されており，実習内容ともよく結びつ

けられている．学年が高くなるほど，実習内容を火

山現象や砂防事業を学ぶものと理解して取り組む傾

向が見られた． 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5.まとめ 

分析結果から，ブロック実習の防災学習効果につ

いて以下のことがわかった． 
1） ブロック実習の防災学習効果 
 ブロック実習は砂防事業の重要性を学ぶ学

習教材として機能していた． 

2） 実験順序の違いとブロック実習の理解度 
 十分な授業時間の確保は，児童の理解度を向

上させる要因となりうる． 
 補助員との対話も理解度に影響すると考え

られるため，一班一人員体制で行うことが望

ましい． 
 土砂災害 DVD の映像は，児童に土砂災害の

脅威を強く感じさせ，生活圏を安全な場所に

移動させるという防災意識をも与えた可能

性がある．このことからも，土砂災害の脅威

を事前に学習する順序は重要である． 
3） 学年の違いによる学習理解度の差異 
 学年が高くなるにつれ，実験内容と学習意図

の結びつけをより深く意識する傾向にあっ

た． 
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図-2 ブロック実習の工夫点についての共起ネットワーク 

図-3 ブロック実習の工夫点についての対応分析 

図-4 学年ごとの共起ネットワークの比較 

表-7 項目ごとの分析手法 
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