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︵小学校中学年３︱⑴︶

ありがとう

︵小学校中学年２︱⑵︶

おばあちゃん はじめまして

本資料は︑新燃岳の
噴火によって避難所生
活を送ることになった
主人公が︑人々のため
に働く父やお年寄りを
気遣う高校生の姿を目
の当たりにし︑人との
絆の大切さ︑人を思い
やる心︑親切にするこ
との大切さについて改
めて考えるという内容
である︒主人公の心情
の変化を感じることを
通して︑相手の身にな
って考え︑親切にしよ
うとする心情を育てる
ことができる︒

︵小学校低学年２︱⑶︶

かずくん げんきをだして

本資料は︑畜産業を
営む両親から一頭の子
豚を任され育てていた
主人公が︑口蹄疫に伴
う殺処分を通して︑命
の尊さや生命のつなが
りについて考えるとい
う 内 容 で あ る ︒﹁ 二 十
九万頭の命がたくさん
の牛や豚の命を救っ
た﹂という父親の言葉
に触れた主人公の心情
を通して︑命の尊さや
多くの命に支えられて
生きていることを改め
て考えることができる
資料である︒

︵小学校低学年３︱⑴︶

しんもえだけ
本資料は︑新燃岳の
麓の町で暮らす主人公
が︑新燃岳の噴火に見
舞われながらも身を守
った野鳥﹁めじろ﹂の
行動を見つめることを
通して︑自然災害に対
し︑生命を守るために
大切にしたいことを考
えるという内容であ
る︒主人公の心情の変
化を感じることを通し
て︑生命を大切にしよ
うとする心情を育てる
ことができる︒

本資料は︑①主人公
の地域で鳥インフルエ
ン ザ が 発 生 す る ︒②﹁ 大
好きな鶏が病気にかか
るかもしれない﹂と悩
み︑学習等に身が入ら
ない︒③友達が主人公
のことを心配し︑遊び
に誘ったりする︒④友
達のやさしさにふれ︑
主人公は少しずつ元気
をとりもどすという内
容である︒
主人公の心情の変化
を通して︑友達のよさ
を感じることができる
資料となっている︒

本資料は︑自宅が畜
産農家である中学生の
恵子が︑口蹄疫によっ
て育てていたすべての
牛を殺処分で失うとい
うつらい経験から︑か
けがえのない生命の尊
さに改めて気付き︑す
べての生命を尊重する
気持ちを育んでいくと
いう内容である︒口蹄
疫を乗り越えていく過
程での主人公の心情を
通して︑生命の尊さに
ついて深く考えさせる
ことができる︒

︵中学生３︱⑴︶

口蹄疫を乗り越えて
︵小学校高学年１︱⑵︶

あかね てっぺんとったぞ

本資料は︑新燃岳の
噴火の影響を受けた地
元の町を︑どうにかし
て活性化しようと考え
た主人公が︑火山灰の
活用に着目し︑肉の灰
干しに挑戦し︑特産品
にしようと頑張る内容
である︒地元のために
様々な実践をしていく
主人公の行動や心情に
迫ることで︑郷土を愛
する心情を育てること
ができる︒

︵小学校高学年４︱⑺︶

肉の灰干し

︵小学校高学年３︱⑴︶

希望の子牛
本資料は︑中山間地
で祖父母の近くに暮ら
す主人公が︑口蹄疫で
牛を失っていった理由
を知る過程で︑口蹄疫
の悲劇に負けず力強く
生きていく祖母の決意
を手紙で知り︑命の尊
さについて考えるとい
う内容である︒主人公
の気持ちを考えること
で︑力強く生き抜こう
とする心情を育てるこ
とができる︒

本資料は︑孫の死や
口蹄疫の発生を乗り越
えた畜産農家の主人公
が︑和牛の全国審査会
で日本一をとるという
高い目標を掲げ︑それ
を有言実行していく内
容である︒仲間と協力
し︑家族に励まされな
がら苦難を乗り越え︑
目標を達成していく主
人公の行動や心情に迫
ることで︑何事にもく
じけないで努力してい
こうとする心情を育て
ることができる︒

︵中学生２︱⑶︶

ペアなんだから
本資料は︑毎日の部
活動の練習に熱心に参
加している中三の女子
生徒が主人公である︒
口蹄疫の影響で︑最後
の大会に向けて最善を
尽くすことができない
状況にある中︑友達が
家で飼っている牛を殺
処分されることで辛い
日々を過ごしているこ
とを知る︒主人公の心
情の変化を通して︑真
の友情について考えさ
せ︑励まし合える友達
のよさを実感させるこ
とができる︒

︵中学生３︱⑵︶

ミヤマキリシマ
本資料は︑新燃岳の
麓の町で暮らす祖父母
を心配し︑宮崎市で一
緒に暮らそうともちか
ける主人公が︑祖父か
ら火山灰等に負けず生
き る﹁ ミ ヤ マ キ リ シ マ ﹂
についての話を聞き︑
人間の力を超えた自然
の力について改めて考
えるという内容であ
る︒主人公の心情の変
化を感じることを通し
て︑自然への畏敬の念
を深めさせることがで
きる︒

本 資 料 は ︑主 人 公 が ︑
新燃岳噴火時に︑自ら
の意志によりボランテ
ィア活動を行い︑先輩
の助言や実際の被災者
への支援活動を通し
て︑ボランティアの意
義などを見い出すとい
う内容である︒主人公
の心情や行動の変化を
通して︑ボランティア
の意義について考え︑
奉仕の精神をもって︑
公共の福祉のために努
めようとする道徳的実
践意欲を育成すること
ができる︒

︵高校生︶

今︑あなたにできること

︵高校生︶

農業高校生奮闘記
本資料は︑農業高校
に通う高校生が︑口蹄
疫の影響で落ち込んだ
りするが︑様々な人の
励ましなどをバネに立
ち直り︑自分の在り方
生き方を見つけていく
という内容である︒主
人公が︑家畜の命や周
囲の人々との関わりの
中で成長していく姿を
読み取ったり︑話し合
ったりする活動を通
し︑命の尊さや人間と
しての在り方生き方に
ついて深く考えさせる
ことができる︒

︵中学生４ー⑸︶

共に生きるということ
本 資 料 は ︑﹁ 人 は 一
人では生きていけな
い﹂ということに反発
心をもっていた主人公
が︑見知らぬ男性が地
域奉仕をする姿を見た
ことをきっかけに︑
﹁人
は一人では生きていけ
ない﹂という言葉が大
好きになるという内容
で あ る ︒身 近 な 事 例 で ︑
奉仕の精神について考
えさせることができ
る︒

︵高校生︶

ダブルプレー
本資料は︑口蹄疫で
家畜を失った友人を心
配する主人公が︑とも
に学校生活を送る中
で︑地域を大切にし︑
地域を支える仕事に誇
りをもつ友人の姿勢に
共感し︑自らの進路に
ついて考え始めるとい
う内容である︒二人の
人物の心情を感じとる
ことを通して︑郷土の
発展に努めようとする
意識を高めさせること
ができる︒

︵中学生４ー⑻︶

父の思い

本資料は︑地域で発
生した高病原性鳥イン
フルエンザの対応に奔
走する父親に対して︑
地域のためにそこまで
する必要があるのかと
疑問を抱く主人公が︑
父親の地域に対する思
いを知り︑考え直すと
いう内容である︒自分
たちの住む地域のこと
を改めて深く考えるこ
とを通して︑地域の一
員としての自覚や郷土
に対する愛情を育むこ
とができる︒

