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益城町寺迫付近
テクノ仮設団地

益城町役場仮設庁舎
熊本地震 平成28年4月14日16日

“2度の震度7”
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「熊本県教育委員会 学校支援チーム」発足 H.30.6.4

熊本県教育委員会

http://kyouiku.higo.ed.jp/kiji/pub/detail.p
html?mst=0&c_id=4&id=189&pg=1
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ⓒ2010熊本県くまモン

平成28年８⽉
熊本県・熊本市「⼼のケ
アサポート会議」 設置
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令和2年１⽉
熊本県・熊本市⼼のケア
サポート会議資料より

令和元年１０⽉
熊本市 446⼈
特⽀ 5⼈
県⽴中・⾼ 98⼈
公⽴⼩・中 804⼈

1,353⼈
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津森小熊本地震後心のケア取組（令和元年度）

４⽉ ⼼のサポート授業① 【実施者：校⻑・養護教諭】
「アニバーサリー反応について」
⼼とからだのチェックリスト・リラックス法

６⽉ ⼼のサポート授業② 【実施者：担任・ＳＣ・養護教諭】
「イライラや不安の対処法について」
⼼とからだのチェックリスト・リラックス法

２⽉ ⼼のサポート授業③ 【実施者：担任・ＳＣ・養護教諭】
「地震の際の様々な思いの共有」（⾃⼰回復を⾼める）
⼼とからだのチェックリスト・リラックス法

※毎⽉ こころタイム（全校集会） 15分程度
【実施者：養護教諭・ＳＣ】
ヨガ、マインドフルネス、呼吸法など
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益城町総合防災訓練に全児童が参加

町を始め、警察、消防、自衛隊、消防団、
企業、保護者及び地域の方々など24団
体、500名参加

児童の地震避難訓練と緊急時引き渡
し訓練（自助から共助）

各関係機関が用意したブースを地区ご
とのグループで回る

昼食では、炊き出しのおにぎりと豚汁

熊本県防災消防ヘリコプター（ひばり）に
よる救助訓練で、校舎屋上から防災クラ
ブの一員が４０ｍ吊り上げられて救助
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津森小 Covid-19心のケアの取組の流れ
2⽉28⽇ 学活 各学級養護教諭による⼼のサポート授業①

⼼とからだのチェックリスト①:兵庫県⽴⼤学⼤学院 冨永良喜教授

保健指導「コロナウイルスってなんだろう」：藤⽥医科⼤学感染症科
3⽉5⽇〜 児童に向けた教師からの応援動画の作成

児童へ応援メッセージ ⼿洗い指導 くまモンヨガ ラジオ体操
3⽉16⽇ 登校⽇ 朝読書の時間 各学級担任による⼼のサポート授業②

⼼とからだのチェックリスト②
予防法・休校中の⽣活の⼯夫・思いの分かち合い・くまモンヨガ

4⽉10⽇ 学活 各学級で⼼のサポート授業③
⼼とからだのチェックリスト③
コロナの最新の知識・学校⽣活での予防・⼈権的配慮・リラックス法

5⽉18⽇ 登校⽇（午前中）
⼼とからだのチェックリスト④ 回収

※その他の登校⽇：4⽉：21⽇28⽇ 5⽉：21⽇25⽇28⽇
※全家庭への家庭訪問：5⽉：7⽇14⽇ ↳健康観察、学活、授業など
※メールによる健康チェック

2⽉29⽇

休
校
・
春
休
み

4⽉14⽇

4⽉７⽇

5⽉31⽇

休
校
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令和2年1⽉ 津森⼩学校 児童会 健康委員会 ⼿洗い指導



津森小 Covid-19心のケアの取組の流れ
2⽉28⽇ 学活 各学級養護教諭による⼼のサポート授業①

⼼とからだのチェックリスト①:兵庫県⽴⼤学⼤学院 冨永良喜教授

保健指導「コロナウイルスってなんだろう」：藤⽥医科⼤学感染症科
3⽉5⽇〜 児童に向けた教師からの応援動画の作成

児童へ応援メッセージ ⼿洗い指導 くまモンヨガ ラジオ体操
3⽉16⽇ 登校⽇ 朝読書の時間 各学級担任による⼼のサポート授業②

⼼とからだのチェックリスト②
予防法・休校中の⽣活の⼯夫・思いの分かち合い・くまモンヨガ

4⽉10⽇ 学活 各学級で⼼のサポート授業③
⼼とからだのチェックリスト③
コロナの最新の知識・学校⽣活での予防・⼈権的配慮・リラックス法

5⽉18⽇ 登校⽇（午前中）
⼼とからだのチェックリスト④ 回収

※その他の登校⽇：4⽉：21⽇28⽇ 5⽉：21⽇25⽇28⽇
※全家庭への家庭訪問：5⽉：7⽇14⽇ ↳健康観察、学活、授業など
※メールによる健康チェック

2⽉29⽇
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・
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4⽉14⽇
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5⽉31⽇

休
校

１３



心のサポート授業①～③の児童の反応と変容

【授業中の様⼦】
◎予防法は？の問いに「⼿洗い・咳エチケット・3密を作らな

い」と答えられる。
◎新型コロナについて、ニュースからの情報をよく得るように

なっている。
例：熊本県では〇⼈⽬の感染者が出た

味覚・嗅覚に異常が出る
芸能⼈の感染状況 など
⇒ 意識・知識が高まっている。

【授業後の児童の感想】
「コロナウイルスのばかやろう」
「おとうさん、たばこやめろ パチンコやめろ」
「てあらいやマスクなどコロナにならないようにがんばりたい」
「私が感染しても家族や友達に移さないようにしようと思いました」
「コロナに感染している⼈を差別せずにうけいれたい」
「コロナウイルスは若い⼈も亡くなっているので、⾃分がかかったらちょっとこわい」

⼼のサポート授業①

⼼のサポート授業③
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チェックリストの結果① ※冨永先生による分析結果と児童の様子より

3⽉16⽇
学年が進むほどストレス反応は低い
2⽉28⽇（休校前）に⽐べて3⽉16⽇のストレス反応が低い
⾷事、勉強をしているほどストレス反応が低い
⼿洗い・せきエチケットをしているほどストレス反応が低い
地震後ストレス値が⾼い児童は今回の結果も⾼い
4⽉10⽇
宿題・勉強を決めた時間にやっている⼦はストレス反応が低い
せきエチケットとストレス合計得点は負の相関
せきエチケットがまもれてない⼦はストレス反応が⾼い
ストレス得点２年⽣がもっとも⾼く、５，６年で低くなる
コロナの知識は授業前後で有意に⾼くなっている
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チェックリストの結果②
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学年ごとのストレス値の推移

2年⽣ 3年⽣ 4年⽣ 5年⽣ 6年⽣ 現中学1年⽣ 全体の平均値

１回⽬と４回⽬の
ストレス値のＴ検定

（Ｎ＝６９）
平均値(標準偏差) t値(p値)

1回⽬ 4.36 (3.99) 5.437
(.000)4回⽬ 1.68 (1.74)

4回⽬チェックリスト
保健⾏動とリラックス⾏動の相関

（Ｎ＝８６）

**p<0.001 * p<0.05

⼿洗いをしてい
る

咳エチケット
を守っている

⼿洗いをしてい
る - .529 **
リラックス法を
実践している .259 * .378 **
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心とからだのチェックリストの活用

・職員間での共通理解
ストレス値が⾼い児童
家庭で⾷事が⼗分に⾷べられていない児童
ストレス値が⾼く、かつ助けを求められない児童

・スクールカウンセラーによるカウンセリングにつなげる
・ストレス値の変容をみる
・個別の家庭訪問が必要な児童の把握
・年度初めに⾏う家庭訪問での資料
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休校中の児童・保護者のストレス反応

【児童】
・早く学校でみんなと遊びたい。
・毎⽇ひまでつまらない。
【保護者】
・（低学年の）⼦どもが勉強しない。させようとすると泣く。
・スマホを使ってゲームや動画ばかり⾒ていて、ねる時間
が12時過ぎている。朝は起きない。
・どのように勉強を教えていいのか分からない。
・⾷事の準備が⼤変。
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学校再開後の課題

•熊本地震と新型コロナウイルス感染症拡⼤のストレス対処の共
通点と相違点を⾒つけ、それぞれにあった対処法の指導

•３密を避けた⽉に1回の⼼タイムの充実

•情報の変化に対応し、正確な情報をもとに安⼼・安全な環境づ
くりを⾏う

•児童の変化を⾒逃さない（⼼とからだのチェックリリストの活⽤）
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3⽉16⽇ 登校⽇ 6年⽣ 世界の⽅々を応援するオリジナル「ハカ」Web配信
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