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１．ご挨拶

「防災世界子ども会議２００５in ひょうご」国際会議
実行委員会代表

岡本

和子

春風とともに、各地のさくら便りが届けられ、日本列島が一番美しい季節の到来です。
阪神・淡路大震災から 10 年となる 2005 年 1 月の機会をとらえ、国連防災世界会議がここ兵庫
県で開催されました。スマトラ沖地震による大きな津波被害の直後に開かれ、世界中の注目を集
めました。
時を同じくして、淡路夢舞台国際会議場では、国連防災世界会議パブリックフォーラムとして
「防災教育」の実践発表と言える「防災世界子ども会議」の「復興への思いが世界を包む」が開
催され、世界中にライブ配信されました。テレビ会議から飛び出した台湾、イラン、アルメニア
の子どもたちの顔、声と日本の会場とが一体となりインターネットの威力と効果を実証すること
が出来ました。
3 月、同じ夢舞台国際会議場において、参加国から子ども達の代表を迎え、日本の子ども達と
ともに、「防災世界子ども会議２００５ in ひょうご」国際会議の宣言発表会をもちます。
阪神・淡路大震災を起点として、世界のさまざまな自然災害の教訓をつなぎ、インターネット
を活用することにより、言語や国境を超えて、世界の子ども達が協働しながら、
「命の尊さを考え
る」ことによって、世界の防災の未来について話し合う初めての試みです。2005 年は、「国連持
続可能な開発のための教育の 10 年」の最初の年であり、本プロジェクトにおける「防災教育」と
は、一般に言われる防災教育だけでなく、環境教育、文化教育など多方面に渡っています。
2004 年 9 月、この iEARN プロジェクト「防災世界子ども会議」がスタートしました。大地震
などの自然災害を蒙った海外 15 ヶ国 300 人と、国内 750 人の子ども達がプロジェクトに参加し
ています。そのまとめとして、アメリカ、アルゼンチン、アルメニア・イラン・インドネシア・
エジプト・スロバキア・セネガル・台湾・ネパール・ロシア１１カ国から約 50 名が、阪神・淡路
大震災の震源地、兵庫に集まります。
国際会議のプログラムとして、3 月 25 日・26 日は「ユニセフパークプロジェクト、２００５
国際キャンプ：自然からの癒しと学び」に参加し、神戸の里山で、あったかくて気持ちのいい場
所つくりをします。27 日は、人と防災未来センター見学、JICA 兵庫国際センターで、JICA 隊員
や被災地で支援活動を行った方々のお話を聞くとともに、フォーラム「私たちにできること」で
グループ討論をもちます。最終日 28 日には、半年間の取り組みをポスターセッションやステージ
上でプレゼンテーション発表をします。記憶も生々しいインドネシア・アチェの子ども達の発表
があります。 最後に参加者全員で「宣言文」を採択し、世界に向けて発信します。
「防災世界子ども会議２００５ in ひょうご」は、さまざまな問題を抱え、世界規模での協力
が必要とされるこの地球において、命の尊さや助け合いのすばらしさなど、共生社会における人
間としての在り方・生き方を、ＩＣＴ（情報通信技術）を使いともに考える、これからの「防災
教育」の実践の方向性を示す機会になることが期待されます。

１．GREETINGS
In commemoration of the 10th anniversary of the Great Hanshin-Awaji Earthquake, “The
United Nations World Conference on Disaster Reduction” was held here in Hyogo in January,
2005. The conference was held immediately after the massive damage caused by the killer
tsunami wave in the aftermath of the earthquake off Sumatra, drawing the world's attention.
"Disaster reduction education" was claimed as one the world's disaster reduction policies in
the conference.
Concurrently, the event "Hopes for revival prevail in earth" was held at the Awaji
Yumebutai International Conference Center and was broadcasted by the Internet live
streaming, which was the pre-conference for "The Natural Disaster Youth Summit 2005.”
Appearances of Iranian, Armenian and Taiwanese students.
In this March, we will present declaration of "Natural Disaster Youth Summit 2005 in
Hyogo" with representatives from participating countries, together with Japanese students,
at Awaji Yumebutai International Conference Center.
This is our first attempt to let students discuss disaster reduction for the future. We will
achieve our goal “think about the importance of human life” by regarding the Great
Hanshin-Awaji Earthquake as our starting point, learning lessons from various natural
disasters occurring all over the world, working together with students the world over through
the Internet.
This iEARN project, "Natural Disaster Youth Summit", was kicked off in September 2004.
300 students from 15 countries and 750 students from Japan, most of them having suffered
from natural disasters such as big earthquakes have participated in the project. To make
presentations, about 50 participants from 11 countries, - Argentina, Armenia, Egypt,
Indonesia, Iran, Nepal, Russia, Senegal, Slovakia, Taiwan, and the United States of America
-will come to Awaji in Hyogo, where the epicenter and hardest hit area of the Great
Hanshin-Awaji Earthquake was.
This international conference includes joining the "UNICEF PARK PROJECT 2005
International camp: Healing and Study from Nature" on March 25 and 26. On the 27th, we
will visit the Disaster Reduction and Human Renovation Institution, and the JICA Hyogo
International Center, where we listen to reports by JICA personnel engaged in support
operations in disaster-stricken area. We will also have a forum of discussion on "What can we
do for possible disasters?" there. On the 28th, the last day of our program, students will
present their 6-month-long studies at the poster session on the corridor, and on the stage in
the main hall. Students from Aceh in Indonesia who have vivid memories of the devastated
earthquake will also present their studies. Finally, the declaration will be adopted by all the
participants and released throughout the world.
Now that world is filled with various troubles which should be tackled by people in the
world working together, "Natural Disaster Youth Summit 2005 in Hyogo” is expected to show
the way to practice future "disaster reduction education", in which we ponder the importance
of human life, the wonderfulness of helping each other, and "what we should do" or "how we
live" as a member of a community by utilizing the ICT (Information Communication
Technology).
Kazuko Okamoto, Executive Director
NDYS 2005 in Hyogo Conference

２．防災世界子ども会議へのメッセージ

「防災世界子ども会議」参加の皆様へ
ユネスコ

パリ

防災セクション部長

バダウィー・ルーバーン
「防災世界子ども会議」に参加されて皆様にご挨拶できることを光栄に思っています。
皆様方の中には、すでに若くして、地震や洪水や暴風雨、その他の災害を体験している方々が
おられると聞いています。そして皆様方全員が非常に災害が起こりやすい地域に住んでいらっし
ゃると言うことも理解しています。
私自身イランや日本で起こった悲劇について表現されている絵画や写真を見て、胸を打たれま
した。また被災者の方々に対しての子ども達のメッセージを読み、そして「春一番の丘」での記
念植樹の企画などを知り、心を打たれました。あなた達若者がやったことそしてやろうとしてい
ることは大切なことで、ユネスコにとっても価値のあることです。私は心からの感謝をお送りし
ます。
２１世紀に生きる子ども達は、どこにいようと、またどんなに困難であろうと、あなた達は少
なくともひとつのことを共有しています。それは私たちが未来に望んでいることを具現化するの
はあなた達だということです。事務局長、松浦晃一郎氏の言葉を借りると、あなた達のご先祖（ご
両親、ご祖父母、その前のご先祖）が成し遂げられたこと、さらにそれ以上のことを皆様が実行
してくださると確信します。また私たちよりもっと素晴らしく成し遂げられることを望みます。
「国連防災世界会議」は、現在も頻発し、常に話題となっている自然災害について、国際社会の
関心を今一度、呼びおこす機会となります。地域社会や政府や国際的な組織の努力にも関わらず、
自然災害は人的、経済的、環境的な意味において、世界的に甚大な被害をもたらし続けています。
皆様方の大部分は最近の新潟中越地震の惨状をご覧になったでしょう。避難所で生活されてお
られる方々、またその避難所から登校されている子ども達がたくさんいらっしゃると聞いていま
す。私も新潟中越地震を放映しているテレビを見ましたが、その中でももっとも印象に残ったの
が子ども達の笑顔でした。地方自治体がヘリコプターを用意して、空から被災地域の様子を見せ
る企画をしていましたが、たくさんの子どもたちは涙でいっぱいの顔をしていました。しかし、
家族や地域の方々のご努力で故郷に戻れることになり、この災害を克服しようとするけなげな表
情で帰郷していました。
最近数ヶ月、そのような大災害が目立ちました。洪水や暴風雨はハイチ、ジャマイカ、その他
のカリブ海地方の国々を襲いました。またラテンアメリカ、インド、バングラデッシュでも同様
のことが起こりました。強烈な地震はアルジェリア、イランイスラム共和国、モロッコなどを襲
いました。イナゴの大襲来や干ばつはアフリカで起こり続けています。ヨーロッパのあちこちで
山火事の被害も起きています。さらに問題なのはこれらの自然災害の一番の犠牲者は貧しい人々
やハンディキャップを持った人達だということです。
しかし、私はそれでも未来にたいして楽観的です。コミュニケーションの形態が急速に
進化した時代において、今日の子どもたちは今まで以上の知識にアクセスできるチャンスがあり、
国際交流への可能性もかってないほど高まっています。あなた達若者は今日危機と共に生活して
いるけれども、学ぶことで、明日の危機を減らせるし、ともすれば場合によってはそれをなくす
ことができるかもしれないと考えています。

Message to the Natural Disaster Youth Summit Process
From
Badaoui Rouhban
Chief, Section for Disaster Reduction, UNESCO, Paris

First of all, let me say how pleased and honoured I am to address the process of the Natural
Disaster Youth Summit. Some of you brave youngsters have already lived through earthquakes,
floods, violent storms and other ravages of nature. And all of you live in places that are
vulnerable. I would like to tell you how touched I am by the paintings and photos I have seen
describing the tragedies in Iran and Japan, and how very moved I am by the messages of
condolence I have read by children to victims of disasters and the acts of commemoration, like
the planting of trees at Haruichiban-no-oka. What you youngsters have done, and are doing, is
precious and valuable and on behalf of UNESCO, I would like to offer you a heartfelt thank you.
As children of the 21st century, no matter where you are and how different you may be, you
have at least one thing in common: you all embody our hope for the future. To quote the
Director-General of UNESCO, Mr Koïchiro Matsuura, it is our hope that you will carry on
doing what the preceding generations (your parents, grandparents and other ancestors) have
done well; more than this, we hope that you will do even better, far better, than us.
The United Nations World Conference on Disaster Reduction is an opportunity to once again
focus the attention of the international community on the vital and ever-topical question of
natural disasters. Despite the efforts of local communities, governments and international
organizations, natural disasters continue to exact a terrible toll worldwide in human, economic
and environmental terms.
Many of you must have seen the devastation of the recent Niigata Earthquake. People there are
living in temporary shelters, and children are going to schools from their temporary shelters. I
had a chance to see the TV coverage on Niigata earthquake, and the most impressive thing was
the smiling face of the children. When the local government arranged a helicopter trip to see
their hometown from the air, many of the children were full of tears, but they came back with
the determination to overcome the disaster, and to return to their hometown with combined
efforts of their families and communities.
Recent months have also witnessed several such disasters: floods and storms have ravaged Haïti,
Jamaica and other countries of the Caribbean as well as parts of Latin America, India,
Bangladesh and China; powerful earthquakes have struck Algeria, the Islamic Republic of Iran,
Morocco; locusts and drought have continued to plague Africa; and wildfires have wrought
devastation in several parts of Europe. Moreover, it is the poor and disadvantaged who tend to
suffer the most as a consequence of these natural calamities.
But I would like to express my optimism about the future. In this age of rapidly evolving forms
of communication, the children of today have greater access to more knowledge, and greater
possibilities for inter-cultural exchange, than ever before. You young people, who are learning
to live with risk today will help to diminish, perhaps, in some cases, even to abolish, the risks of
tomorrow.

親愛なる iEARN の皆さんとその友人たちへ
iEARN 創設者
Peter Copen（ピーター・コーペン）
防災世界子ども会議 2005 へようこそ。
皆さんのような方だからこそ本会議を開催することができるのです。
私は時折考えます。誰かに答えを求めるよりも、自ら疑問を探求するほうが、格段に楽しく、
また刺激的ではないかと。なぜでしょう。それは、自分の手で答えを発見するからです。自ら
探求することで、あなたの学びはあなたのものになります。そのような学習は、生き生きとし
ていて価値があります。そう思いませんか？
さて、ここで私から皆さんへいくつかの問いかけをします。きっと何かを得られるはずです。
私たちは、ある信念を共有しています。ですから、私たちは友達であり仲間同士である、
と言えませんか？
では、その共有する信念とは何でしょう？
それは、私たちが世界中に渦巻く、自分のあるいは仲間の抱える困難や苦難を和らげる手
助けをしたいと願っていることです。他にありますか？
世界の主な宗教には全て、一つの共通したテーマがあります。それは“自分が人にしても
らいたいと願うことを、人にしてあげる”ことです。
宗教とは、あらゆるものの存在意義を解明しようと試みたり、人生に意義をもたらそうと
するものですね？
人を助けることが、人生に意義をもたらすという考えは理にかなっていると思いません
か？
たとえ、宗教を信仰していなくても、人は誰かを助けたいと望むものだと思いませんか？
このサミットがあなたの人生の意義を見出すきっかけとなりませんか。もしあなたが、苦
難の渦中にある人を本当に救えるとしたらどうでしょう？
iEARN は、みなさんが世界をより良く変えるために、どんなお手伝いができるのでしょ
う？ それがあなたの人生にどんな変化をもたらすでしょう？
参加者の皆さんにとって、実りある会議となりますように。
“若者や教育者が、世界にまことの変化をもたらすように力づけるためには、何が必要なのだ
ろう？”この課題を考える場 iEARN を創設したことにこの上ない喜びを感じています。
あなたの友人 iEARN 創設者

Peter Copen より
（日本語訳：本家未央）

My Dear Fellow Human Beings and Friends of the iEARN Community:
iEARN Founder
Peter Copen
Thank you for coming to the Natural Disaster Youth Summit 2005.

It takes a special

kind of person to do that.
Sometimes it is more fun and exciting to investigate a question than to have someone
give you the answers.

Why?

So that you can discover your own answers.

way your learning is yours, and it is alive and it is relevant.

In this

Do you agree?

Here are some questions to consider that might be fun and meaningful for you:
♦ Are we not friends and a community because we share a common belief?
♦ What is that belief?
♦ Is it not the belief that we want to help relieve suffering in the world of our fellow

human beings and ourselves? Are there other beliefs we share?
♦ Is it true that all of the major religions share a common theme of "doing unto others

as you would have them do unto you"?
♦ Do religions try to make sense out of existence and give meaning to life?
♦ Does it make sense that helping others gives meaning to life?
♦ Do you think people want to help others even if they do not follow a certain religion?
♦ Will this summit help give meaning to your life? How will that feel if you can really

help another person who is in pain and suffering?
♦ How can iEARN help you make a bigger difference in the world? What difference

will that make to you in your life?
I wish you a most fruitful conference.
From your friend, Peter, who had a lot of fun founding iEARN because of investigating
the following question:

"What needs to happen to empower young people and their

teachers to really make a meaningful difference in the world."

３．「防災世界子ども会議 2005 in ひょうご」概要
大会名称：

防災世界子ども会議 2005 in ひょうご

テ ー マ： 大震災の教訓を未来へ
期

間：

命の尊さを考えよう！

2005 年 3 月 25 日（金）～ 3 月 28 日（月）

参 加 者： 3 月 25～28 日
参加国

全日程参加

アメリカ、アルゼンチン、アルメニア、イラン、インドネシア、
エジプト、スロバキア、セネガル、台湾、ネパール、ロシア、
海外 11 カ国から

子ども、教師

約 50 名

日本から

子ども、教師

約 50 名

3 月 28 日

宣言発表会

一般参加

350 名

主

催：

JEARN 防災世界子ども会議 2005 実行委員会

共

催：

兵庫県、神戸市、財団法人兵庫県国際交流協会、国土交通省近畿地方整備局、
非営利任意団体ユニセフパークプロジェクトファシリテーターグループ、
独立行政法人国際協力機構兵庫国際センター（JICA 兵庫）、
財団法人公園緑地管理財団、
特定非営利活動法人グローバルプロジェクト推進機構（JEARN）、
International Education and Resource Network（iEARN）

活動場所：

国営明石海峡公園

神戸地区

人と防災未来センター、国際協力機構兵庫国際センター（JICA 兵庫）
兵庫県立淡路夢舞台国際会議場
宿泊場所：

神戸市しあわせの村
〒651-1002 神戸市北区山田町下谷上字中一里山 14-1
電話

後

援：

078-743-8000

内閣府、外務省、文部科学省、兵庫県教育委員会、神戸市教育委員会、
明石市教育委員会、淡路町教育委員会、東浦町教育委員会
ひょうごｅ-スクールコンソーシアム、（財）阪神・淡路大震災記念協会、
兵庫県こころのケアセンター、国際連合教育科学文化機構（ユネスコ）本部
兵庫県私立中学校高等学校連合会、兵庫県外国人学校協議会
京都大学 学院地球環境学堂 国際環境防災マネイジメント
（特活）はりまスマートスクールプロジェクト、兵庫ニューメディア推進協議会
（社）日本教育工学振興会（JAPET）、
（財）コンピュータ教育開発センター（CEC）

協賛団体：

神戸須磨ライオンズクラブ、国際教育センター、コミュニカ学院、

協賛企業：

アクティインターナショナル
（有）
、
（株）
ECC、インフォミーム
（株）、江崎グリコ
（株）、
NTT コミュニケーションズ
（株）、NTT 西日本
（株）、王子製紙
（株）、大阪ガス
（株）、
加藤産業（株）、川崎重工業（株）、（株）教育芸術社、公文教育研究会、
（株）神戸デジタル・ラボ、（株）国際サービス・エージェンシー、
サイレックス・テクノロジー
（株）
、サクラインターナショナル
（株）、サントリー
（株）、
三洋電機（株）、（株）GC コーポレーション、シャープ（株）、（株）鈴木楽器製作所、
スズキ教育ソフト（株）、住友ゴム工業（株）、武田薬品工業（株）、
（株）竹中工務店、
（株）兵衛、富士通
（株）、
（株）プランナーズインターナショナル、
松下電器産業（株）、（株）リコー

25 日（金）

26 日（土）

27 日（日）

7:30

集合（三宮）

7:00

起床

7:00

起床

9:00

全体会

8:00

朝食

8:00

朝食

10:00

9:00

移動

9:00

移動

ユニセフパークプ

10:00

午

ロジェクト２００

遊び場づくりⅡ

５国際キャンプ

隣の班とつなげていく

28 日（月）
7:00

起床

帰る用意・清掃
8:00

朝食

10:00

9:00

移動

阪神・淡路大震災

9：30

から学ぶ

国営明石海峡公園見学

前

10:30 発表準備

自然からの癒し、学び
里山にあいさつ

リハーサル

10：30

ポスターセッション

人と防災
未来センター見学

12:00

昼食

14:00

12:00

昼食

12:00

昼食

12:00

13:00

13:00

13:15

JICA 兵庫プログラム

遊び場づくりⅠ

遊び場で遊ぶ

昼食

災害緊急支援と
国際協力

（ビデオ撮）

オープニングセレモニ
ー
13:30

「防災世界子ども会議

テーマ：あったかい
14:00

２００５in ひょうご」

遊び場をつくる

NDYS フォーラム 2005

宣言発表会

【ご挨拶】

【ご挨拶】

兵庫県教育委員会

兵庫県副知事 斉藤富雄 様

午

場所

企画調整担当課長

後

16:00

ユニセフの集い
交流会「防災世界子ども会

16:00

宿舎へ移動

議 2005 in ひょうご」に参
加の世界 11 カ国の子ども

滝波

実行委員会顧問

泰 様

15:00

（ビデオレター）

フォーラム発表会
・コメンテーター
ユニセフ本部：

ケン・マスカル様

達と交流しませんか

兵庫県教育長 武田政義 様

○ グループディスカッショ
ン・プレゼンテーション・
宣言文作り

アイアーン台湾代表

Mr.Chen, Shan-zen

プロジェクト発表
・ステージ発表
・ポスターセッション

宣言文発表
17:00

夕食・入浴

19:00

夕

開会式

方
就寝準備

22:00

就寝

移動

17:00

終了

夕食・入浴

17:30

移動・解散

19:30

移動

17:00

20:00

入浴

18:30

NDYS パーティー

21:00

振り返り
21:30

16:30

22:00

就寝

チャリティーバザー

21:30

就寝準備

22:00

就寝

３．Natural Disaster Youth Summit 2005 in Hyogo Outline
Event

： Natural Disaster Youth Summit 2005 in Hyogo

Theme

： Think about the importance of human life!

Dates

： March 25・ 2005(Friday) – March 28・ 2005(Monday)

Host

： Executive Committee of the Natural Disaster Youth Summit 2005

Co-Host ： Hyogo Prefecture ・ Kobe City ・ Hyogo International Association ・
The Ministry of Land Infrastructure and Transport Regional Development Office ・
UNICEF Park Project Facilitator Group (UPP) ・
Japan International Cooperation Agency (JICA) Hyogo International Center ・
Parks and Recreation Foundation ・ Japan Education and Resource Network (JEARN) ・
International Education and Resource Network (iEARN)
Facility

： Akashi Kaikyo National Government Park
Disaster Prevention and Human Renovation Institution
JICA Hyogo International Center
Awaji Yumebutai International Conference Center

Sponsors ： Cabinet Office ・ The Ministry of Foreign Affairs (Mofa) ・
The Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) ・
Hyogo Prefectural Board of Education ・ Kobe City Board of Education ・
Akashi City Board of Education ・ Awaji Town Board of Education ・
Higashiura Town Board of Education ・Hyogo e-School Consortium ・
The Great Hanshin-Awaji Earthquake Memorial Research Institute ・
Hyogo Institute for Traumatic Stress (HITS) ・ UNESCO・
Kyoto University Graduate School of Global Environment Studies Hall of Global
Environment Research ・
The Association of Private High Schools in Hyogo ・
The Association of Foreign Schools in Hyogo Prefecture ・
Japan Association for Promotion of Educational Technology (JAPET) ・
Harima Smart School Project(HSSP)・
Center for Educational Computing (CEC)
Friendship Partner (Foundation, Association, School) ：
Communica Institute ・ Kobe Suma Lions Club ・
The Center of International Education
Friendship Partner (Company) ：
Acty International ・ ECC Foreign Language Institute ・ EZAKI GLICO Co. ・
FUJITSU ・ GC Corporation ・ Hyoe Co. ・ InfoMeMe ・ KATO SANGYO Co. ・
Kawasaki Heavy Industries ・ Kobe Digital Labo Inc ・Kokusai Service Agency ・
KUMON Institute of Education Co. ・ KYO-GEI Co. ・
Matsushita Electric Industrial Co. (Panasonic) ・ NTT Communications ・NTT WEST・
Oji paper Co. ・ Osaka GAS Co. ・ Planners International ・Ricoh Company ・
Sakura International Inc ・ SANYO Electric Co. ・ SHARP Corporation ・
Silex Technology ・ SUMITOMO Rubber Industries ・SUNTORY ・
Suzuki Educational Software Co. ・ Suzuki Musical Inst.MFG. Co. ・
Takeda Chemical Industries ・TAKENAKA Corporation

3 / 25 (Fri)
7:30 Meet
(@ Sannomiya)
9:00

UNICEF PARK

PROJECT 2005
AM

International Camp Whole
Session

3 / 26 (Sat)

3 / 27 (Sun)

3 / 28 (Mon)

7:00 Get up

7:00 Get up

7:00 Get up

8:00 Breakfast

8:00 Breakfast

8:00 Breakfast

9:00

9:00 Leave

9:00 Leave & Move to the

Leave & Move to the park
10:00
Make a Playground

10:00

9:30

conference center

Disaster Reduction and

Enjoy cherry trees Haru ichiban

Human Renovation

no oka in Akashi National Park

Institution

10:00

Get to know SATOYAMA

Prep for presentation

12:00 Lunch

12:00 Lunch

12:00 Lunch

12:00 Lunch

14:00

13:00

13:00

13:15

Make a Playground

Play @ the Playground

Report on Sumatra
JICA Hyogo

JICA Hyogo

14:00

Opening Ceremony

【Greetings】
Dupty of Hyogo Governor

Tomio Saito

NDYS FORUM ２００５

Advirory of Executive Committee

PM

15:00 Move to Cope Kobe

【Greetings】

Culture Center

Project adjustment

Superintendent of Education

16:00 Move to the lodge

Hyogo Prefectural

in Hyogo

(Shiawase-no-mura)

Board of Education

Masayoshi Takeda

charge section chief

(video letter)

16:00 UNICEF Meeting

Yasuishi Takinami

Chairman of iEARN-Taiwan

Chen Shan-zen

Dinner & Cultural
13:30

Exchange

17:00 Dinner & Bathing

19:30 Move to the lodge

19:00

20:30 Bathing

Opening Session

21:00

EVENING

Looking Back Session

16:00 Move to the lodge

Presentation of the Declaration

17:00 Dinner & Bathing

17:30 Leave the site
*Domestic participants- 18:30

18:30
NDYS Party

Wrap up
(@ Sannomiya)
*Participants from abroad19:00 Dinner & Bathing

22:00 Bedtime ☺

22:00 Bedtime ☺

22:00 Bedtime ☺

22:00 Bedtime ☺

４．各団体の活動概要
世界の子どもと遊びます。里山が元気になります。
日本 ユニセフパークプロジェクト（UPP）
http://www.kokueiakashi.go.jp/upp.html
山田 智也
E-mail: upp_jimukyoku@yahoo.co.jp
１．活動経緯
2000/12

ユニセフパークプロジェクトを立ち上げる。

2001/12 「UPP2001 子ども国際ワークショップ」を開催。
2002/03 「UPP2002 プレキャンプ」を開催。
2003/08 「UPP2003 子ども国際ワークショップ」を開催。
2004/08 「UPP2004 サマーキャンプ」を開催。
２．活動内容
２-１．自然の中での遊び場づくり
UPP では、2001 年から国営明石海峡公園神戸地区にて、世界の子どもたちとテーマを決めて遊び場づくり
をおこなってきました。今までのキャンプでは「動ける場所」
「休む場所」などをテーマに活動してきました。
今回は、自然からの癒し、学びを得ることを目的として、
「あったかい場所」をテーマにして、遊び場をつく
っていきます。
２-２．世界の子どもたちの現状を知る
今までのキャンプの中では、ユニセフの講師の方を招いて、世界の子どもたちの現状について、学んできま
した。防災を含めて、紛争や貧困など世界で起きている現状をまなび、その中での子どもたちの生活につい
て聞いたり、それらを体験できるようなワークショップを開催しました。
２-３．世界、人、自然とのふれあい
UPP の目的は、世界、人、自然とのふれあいを通して、子どもたちが「地球規模で物事を判断できる人間」
という地球市民として育つことです。UPP では、UNICEF、JEARN などの国際的なネットワークを通じた
団体との連携、様々な世代や分野から参加しているファシリテーター、国営明石海峡公園神戸地区の自然環
境を活かして、子どもたちが地球市民として育っていくのにふさわしい場をつくっていきます。
３．活動場所
UPP は、国営明石海峡公園神戸地区を主な活動場所としています。国営明石海峡公園神戸地区は、明治時代の
伐採を免れた、神戸でもめずらしい昔の里山の風景を残している地区です。子どもたちが里山から材料を切り
出し遊具を作ることは、里山に過剰に生えている木を切り、里山の環境を改善するのに役立っています。
４．これからの取り組み
これからも、里山の中での公園づくりの活動をとおして人と自
然との関わりについて学びます。
また、子どもたちの参画について継続的に取り組んでいきます。
そして、世界の子どもたちが、世界の子どもたちについて学びな
がら遊べる、
「子どもたちの子どもたちによる子どもたちのための
公園づくり」を目指します。

４. Outline of activity of each group
Playing with children from all over the world will revitalize mountains near community.
Japan
UNICEF PARK PROJECT（UPP）
http://www.kokueiakashi.go.jp/upp.html
Tomoya Yamada
E-mail: upp_jimukyoku@yahoo.co.jp
1. Details of activities
2000/12

UNICEF PARK PROJECT was started up.

2001/12

"UPP2001Chidren's international workshop" was held.

2003/03

"UPP2002 Pre-camp" was held.

2004/08

"UPP2003 Chidren's international workshop" was held.

2004/08

UPP2004 Summer Camp" was held.

2. Activities
2-1 To create playground in the Nature
Since 2001, UPP has created playgrounds with chidren from all over the world with certain subject at
National Akashi Strait Park , Kobe Area, "Place for activity" "Place for rest" have been the subjects selected
for the activity. This time, we are to create another playground "Warm place" with a view to receiving
healing and learning from the nature.
2-2 To know the present state of children the world over.
During the camps, participants have studied about the present state of children the world over through the
lectures by UNICEF speakers. We held workshop in which participants have studied about conflicts and
poverty including disaster prevention facing the international community at present,then they have had a
chance to listen to other children's daily lives and to experience them.
2-3 Contact with the World, people and nature
UPP's goal is to help children grow up to be global citizens, "men who can judge things globally" through
contact with the world, people and nature. UPP is to create suitable sites for children to grow up to be global
citizens by utilizing the relation with the groups as UNICEF, JEARN which have international networks,
facilitators ofvarious generation or with various background and natural environment at National Akashi
Strait Park , Kobe Area.
3. Place for activity
UPP uses National Akashi Strait Park , Kobe Area as our main site for our activity. National Akashi Strait
Park , Kobe Area is the site remaining mountains near community, almost of such mountains were destroyed
during the Meiji era (1868-1912), it is rare site in Kobe city. At there children cut down trees and make tools.
Cutting dowm surplus trees helps the mountains to be improved environmentally.
4. Activities in the future
We are to study about the relation between people and the nature
through the activity of creating parks in mountains near
community. At the same time, we will continuously work on
children's participation. And we aim to create " Parks of children,
by children and for children" where children the world over can
play while learning about children from other part of the world.

淡路島国営明石海峡公園
１．国営公園事業とは
国営公園とは、国（国土交通省）が広域的なレクリエーシ
ョンに答えるために計画、整備を行う大規模な（計画面積
が約 300ha 超）都市公園を指し、現在、全国で 17 箇所が
事業中（うち 16 箇所が開園）です。地域特性に応じたオ
ートキャンプ場、運動広場、展示施設、大規模な水族館な
どの施設整備だけでなく、良好な自然環境や貴重な歴史的
資産の保全・活用の場としても整備が進められています。
図－1 全国の国営公園

２．国営明石海峡公園
国営明石海峡公園は「自然と人との共生」
「人と人との交流」
をテーマにした環境に優しい未来型公園として平成５年に事業
化し、現在、整備を進めているところです。当公園では明石海
峡を挟んで淡路島と神戸市に二つの公園（淡路地区、神戸地区）
が計画されており、このうち淡路地区（通称：淡路島国営明石
海峡公園）ではすでに公園の一部が開園しています。
淡路島国営明石海峡公園には、かつては灘山という標高約
図－2 国営明石海峡公園の位置

160m の山がありましたが、関西国際空港などの造成、埋め立
て用に大量の土砂が運び出された結果、当地区は広大な岩盤が

露出した状態となってしまいました。運び出された土量は約１億ｍ３、甲子園球場をバケツにすると約 170
杯分にもなります。この広大な土取り場跡地の自然をできるだけ早く回復させるため、数多くの木々を植栽
しながら整備を進めています。園内には、現在までに約７万本の中高木と数え切れないほどの草花が植栽さ
れており、一年を通じて四季折々の草花を楽しむことが出来ます。また、当公園ではサクラを重要な日本文
化のひとつとして位置づけた「サクラの名所づくり事業」を展開し
ており、今後、園内に 350 種、約 1,000 本のサクラの木を植える予
定です。
園内の各施設や遊具にはユニバーサルデザインの考え方を取り入
れており、体の不自由な方々、高齢者の方々、誰でもみんなが快適
で楽しく利用できる公園作りに取り組んでいます。特にビジター棟
などの施設はバリアフリーへの配慮を徹底し、また、屋上緑化や自
然エネルギーの積極的な活用など「人」と「環境」に対して優しく
あるよういろいろと工夫を凝らしています。

写真－1 淡路島国営明石海峡公園

３．淡路花祭 2005 春
3 月 19 日から 5 月 29 日までの間、
「淡路花祭 2005 春」を開催し
ており、花をテーマとしたたくさんの体験プログラムや大道芸など
様々なイベントを展開しています。また、50 万球のチューリップや
ムスカリの大花壇（関西最大級）
、リビングストーンデージーの色と
りどりの花絨毯など、みんなに楽しんで頂けるような花壇の整備も
進めています。春の週末には是非一度淡路島国営明石海峡公園へお
越し頂きたいと思います。
国営明石海峡公園
写真－2 チューリップ大花壇

URL: http://www.kokueiakashi.go.jp

Awaji Island National Akahi Strait Park
1. National Park Project
The National parks are the large-scale (over 300 ha.) city
parks which the Ministry of Land Infrastructure and
Transport have been planning and maintaining in response to
the needs of broad recreation. At present, 17 locations (16 of
Figure1 National Park
the locations opened) have been developed nationally.
According to characteristics of a region, the parks provide facilities such as auto campsites, playgrounds,
exhibition space, and aquariums. In addition, the parks serve to preserve and utilize natural environment
and historical resources.
2. Akashi Strait National Park
The Akashi Strait National Park has been developed since
1993 as the future model park which is environment-friendly,
under the themes of “co-existence of nature and human
beings” and “human to human relationships.” The park project
consists of two parks with the Akashi strait between (Awaji area
and Kobe area). One of the planned parks, Awaji Island Akashi
Figure2 Akashi Strait National Park
Strait National Park, was partly opened to the public.
There used to be a mountain called Nada mountain (the altitude of 1600 m) in the area of Awaji
Island Akashi Strait National Park. However, with the result that a large amount of earth and sand was
taken for the development of the Kansai international airport, the mountain area cropped out its bedrock.
In order to promote the recovery of nature in this huge damaged area, a great number of trees have been
planted, which include about 70,000 trees and innumerable flowers that represent the four seasons.
Moreover, the park has set the project titled “founding
the sights of the cherry blossoms” regarding cherry
blossoms as one of the significant Japanese culture.
Approximately 1,000 cherry trees with 350 different
kinds hereafter will be planted in the park.
Concerning the facilities and playground
equipment in the park, the concept of the universal
design is adopted so that everybody, including persons
with physical challenges or the elderly, can make
pleasant use of the park. For example, the guesthouse
especially takes into account the barrier-free design. In
Picture1 Awaji Island Akashi Strait National Park
addition, various ideas have been employed in
consideration of “people” and “environment” such as applying a roof garden and utilizing natural energy.
3. Awaji Flower Festival 2005 Spring
From March 19th to May 29th, “Awaji Flower Festival 2005
Spring” is taken place, where lots of trial programs about flower and a
variety of events have been offered. The highlight would be the large
flower garden with 500,000 tulips and the colorful flower carpet of
living-stone daisy. We would love for you to come to the Awaji Island
Akashi Strait National Park on a nice day in spring.

Picture２ Tulips Garden

Akashi Strait National Park
URL: http://www.kokueiakashi.go.jp

コモンビートは、創造活動を通じて互いに学びあう『共育（共に育む）』活動を行う、特定非営利活動
法人（NPO 法人：東京都認定）です。
国や性別、環境や年齢などの異なるお互いを理解し合い、創造活動により自主性や協調性を学びながら
コミュニケーションの大切さに気づき、ひとりひとりの感受性を豊かにし、それぞれの社会や生活で生
かせることを目的としています。
コモンビートは「チャレンジの場」「成長の場」であり、それを支える仲間がたくさんいます。
日常生活ではなかなか経験できないテーマにチャレンジしながら自分の可能性を伸ばし、しなやかなコ
ミュニケーション、目標達成力、自主性、リーダーシップなど「人間性」を高めることを目的とした創
造活動を行っています。
そして、それぞれの生活や社会でこの体験を活かしてゆくことが、個人の生活はもちろん、社会全体が
心の通じ合う楽しいものとなってゆくような活動を行っていきます。

あなたもコモンビートの活動に参加しませんか？
共通の鼓動（コモンビート）を感じたい人！…ぜひ、私たちの活動に参加してください。
初めて舞台に立った、自分たちで企画したイベントを実現した、コミュニケーションやリーダーシップの
スキルを自然に磨けた、新しい分野にチャレンジするパワーが出た、普段は出会えない人とも仲間になれ
た、など、コモンビートにはちょっと違う体験があります。活動の見学は自由です。
詳細は、以下のホームページをご覧ください。
コモンビート ホームページ

http://www.commonbeat.org/

５．「防災世界子ども会議」プロジェクト参加校
参加国

アメリカ合衆国

アルゼンチン共和国

活動報告

参加校（所在地）
ホームページアドレス

ファシリテータ

（敬称略）

American Museum of Natural History（ニューヨーク）
http://www.amnh.org/

Jay Holmes

Stevens Institute of Technology / CIESE Dept
（ニュージャージー州）
http://njnie.dl.stevens-tech.edu/askanexpert.html

Joshua Koen

Federal Way Public Academy（ワシントン州）
http://schools.fwps.org/pa/

Derek Van Dyke

St. Joseph Catholic School（ワシントン州）
http://www.stjosephsea.org/index.html

Chuck Woletz

IPPI Institute,iEARN-Argentina
（ブエノス・アイレス）

Rosy Aguila

Escuela de Educsacion Tecnica 5138 "Alberto Einstein"
（ブエノス・アイレス）

Julia Gutierrez

Secondary School N 22 Malvinas Argentinas
（ブエノス・アイレス）

Lucrecia
Santiago

IPPI Institute
（ブエノス・アイレス）

Maria Lucrecia

I.P.A.J.Matulaitis
（ブエノス・アイレス）

Silvana
Carnicero
Nunik
Nahapetyan
Gayane
Alaverdyan

アルメニア共和国

Project Harmony Armenia （エレバン）

Susanna
Hakobyan

http://www.projectharmony.am/

Servenik
Musician
Margarit
Petrosyan
Marmar
Khachatryan

イラン･イスラム共和国

Kherad high school（テヘラン）
http://www.youthcanworld.org/hikes/tehran/
tehrankheradhs.html#top

Mariam
Mokhtari

Farzanegan high school（テヘラン）
http://zanjan.schoolnet.ir/farzanegan/index.htm

Maryam
Behnoodi

iEARN Iran、 SAF（テヘラン）
http://iearn.saf.ir/

Mojgan Momeni

参加国

インドネシア共和国

参加校（所在地）
ホームページアドレス

ファシリテータ

（敬称略）

SMK Palangkaraya, Kalimantan（カリマンタン）
http://www.smkn3-plk.sch.id/

Esa
Sukmawijaya

SMU Negeri 4 Denpasar（バリ）
http://www.smansa-bali.net/

Wayan Rika

SMU Taruna Nusantara（ジャバ）
http://www.tn11.com/

Eddy Kusnadi

Muhammad Nawfal Senior High School（バリ）
Hafez Ibrahim School（カイロ）
http://www.iearnegypt.org/schools.htm

Wafaa Taleb

tarek ibn ziad School（カイロ）
http://www.schoolsonline.org/whatwedo/egypt.htm#

lamia mohamed

iEARN Cameroon.

Francois
Donfack

IHS KUMBO CAMEROON

CHIN IDIRISU
MEDORNI

グルジア

International Education Center "Zari"
Rustavi

Pavle
Tvaliashvili

シエラレオネ共和国

Federation Islamic Secondary School（フリータウン）

Saidu Kargbo

スロバキア共和国

SOU-hutnicke, Šaca, 040 15 Košice（コツシエ）

Daria Dudova

セネガル共和国

Secondary school Martin Luther King（ダカール）

Salimata Sene

台湾

National Fenghsin Senior High School（高雄）
http://www.fcsh.khc.edu.tw/

Doris Wu
Faye Yu-fen Wu

Min-chyuan Elementary School（高雄）

Tsui-chien Wu

兵庫県立舞子高等学校
http://www.hyogo-c.ed.jp/~maiko-hs/

諏訪
三浦
小川

エジプト･アラブ共和国

カメルーン共和国

兵庫県立明石西高等学校
http://www.hyogo-c.ed.jp/~meisei-hs/

工

清二
巡
敬介
義尚

兵庫県明石市立野々池中学校

山口浩一郎
奥内 正浩

兵庫県立川西高等学校宝塚良元校

納谷 淑恵
Noel Bradshaw

日本
愛知県名古屋市立柳小学校
http://www.yanagi-e.nagoya-c.ed.jp/

廣田

兵庫県神戸大学発達科学部附属住吉中学校
http://fsm.h.kobe-u.ac.jp/sumityu/S-fuchutop.htm

和田

兵庫県啓明学院中学校・女学院高等学校
http://www.keimei.ed.jp/

斉藤

利枝

高木

浩志

兵庫県宝塚市立高司中学校

元子
憲明

参加国

日本

参加校（所在地）
ホームページアドレス

ファシリテータ

（敬称略）

兵庫県神戸国際大学附属高等学校
http://ns.kobe-michael.ac.jp/

大木

兵庫県神戸市立湊中学校
http://www.kobe-c.ed.jp/mnt-ms/

長田寿和子

兵庫県甲南女子高等学校
http://www.konan-gs.ed.jp/

池本

兵庫県神戸市立葺合高等学校
http://www.kobe-c.ed.jp/fki-hs/

桝井 伸司
茶本 卓子
Rose Sabanal

兵庫県神戸市公文式有野中町教室
http://www.kumon.ne.jp/

福井

兵庫県神戸市立樫野台小学校
http://www.kobe-c.ed.jp/ksd-es/

山本光比古

兵庫県明石市立衣川中学校

松本

誠一

康代

良子

尚之

大阪府高槻市立第一中学校
http://www.takatsuki-osk.ed.jp/icchu/

岡崎あかね

兵庫県赤穂市 Sherry Kids English School
http://www.ako-info.jp/sherry/

塩飽

隆子

東京都墨田区立鐘淵中学校
http://www6.ocn.ne.jp/~kanechu/

渡部

昭

滋賀県 ECC ジュニア BS 鴨川平教室
http://minnanowa.seesaa.net/

伊藤

文

ネパール王国

Bal Bikash SecondarySchool （カトマンズ）

アモッド・ディキ
シッド

ロシア連邦

National No.1129 School（モスクワ）

Olga
Prokhorenko

５．Activity Reports of“Natural Disaster youth Summit 2005” Participation school
Participation
country

The United States of
America

Participation school

Facilitator

American Museum of Natural History（New York）
http://www.amnh.org/

Jay Holmes

Stevens Institute of Technology / CIESE Dept
（New Jersey state）
http://njnie.dl.stevens-tech.edu/askanexpert.html

Joshua Koen

Federal Way Public Academy（Federal Way）
http://schools.fwps.org/pa/

Derek Van Dyke

St. Joseph Catholic School（Seattle）
http://www.stjosephsea.org/index.html

Chuck Woletz

IPPI Institute,iEARN-Argentina
（Buenos Aires）

Rosy Aguila

Escuela de Educsacion Tecnica 5138 "Alberto Einstein"
Julia Gutierrez
（Buenos Aires）
Republic of Argentina

Secondary School N 22 Malvinas Argentinas
（Buenos Aires）

Lucrecia
Santiago

IPPI Institute
（Buenos Aires）

Maria Lucrecia

I.P.A.J.Matulaitis
（Buenos Aires）

Silvana
Carnicero
Nunik
Nahapetyan
Gayane
Alaverdyan

Republic of

Armenian

Project Harmony Armenia （Yerevan）

Susanna
Hakobyan

http://www.projectharmony.am/

Servenik
Musician
Margarit
Petrosyan
Marmar
Khachatryan

Islamic Republic of Iran

Kherad high school（Tehran）
http://www.youthcanworld.org/hikes/tehran/
tehrankheradhs.html#top

Mariam
Mokhtari

Farzanegan high school（Tehran）
http://zanjan.schoolnet.ir/farzanegan/index.htm

Maryam
Behnoodi

iEARN Iran、 SAF（Tehran）
http://iearn.saf.ir/

Mojgan Momeni

Participation country

Participation school

Facilitator

SMK Palangkaraya, Kalimantan（Kalium man tongue）Esa
http://www.smkn3-plk.sch.id/
Sukmawijaya

Republic of Indonesia

SMU Negeri 4 Denpasar（Bali）
http://www.smansa-bali.net/

Wayan Rika

SMU Taruna Nusantara（Java）
http://www.tn11.com/

Eddy Kusnadi

Muhammad Nawfal Senior High School（Bali）
State board of education Sumatra(Banda ache)

Hasnah Gasim
Anwar
Muhammad

Hafez Ibrahim School（Cairo）
http://www.iearnegypt.org/schools.htm

Wafaa Taleb

tarek ibn ziad School（Cairo）
http://www.schoolsonline.org/whatwedo/egypt.htm#

lamia mohamed

iEARN Cameroon.

Francois
Donfack

IHS KUMBO CAMEROON

CHIN IDIRISU
MEDORNI

Georgian

International Education Center "Zari"
Rustavi

Pavle
Tvaliashvili

Republic of Sierra
Leone

Federation Islamic Secondary School（Free town）

Saidu Kargbo

Slovakia

SOU-hutnicke, Šaca, 040 15 Košice

Daria Dudova

Republic of Senegal

Secondary school Martin Luther King（Dakar）

Salimata Sene

Taiwan

National Fenghsin Senior High School(Gaoxing)
http://www.fcsh.khc.edu.tw/

Doris Wu
Faye Yu-fen Wu

Min-chyuan Elementary School（Gaoxing）

Tsui-chien Wu

Hyogo prefectural Maiko high school
http://www.hyogo-c.ed.jp/~maiko-hs/

Seiji Suwa
Jun Miura
Keisuke Ogawa

Hyogo prefectural Akashi west high school
http://www.hyogo-c.ed.jp/~meisei-hs/

Yoshinao
Takumi

Akashi municipal Nonoike junior high school

Koichiro Yamaguchi

Arab Republic of Egypt

Cameroon

Masahiro Okuuchi

Japan
Hyogo Prefectural Kawanishi Takarazuka Ryogen SHS

Yoshie Naya
Noel Bradshaw

Yanagi Elementary School (Nagoya public school)
http://www.yanagi-e.nagoya-c.ed.jp/

Motko Hirota

Sumiyoshi junior-high school Attached to the
Department of Human Development,KOBE University Noriaki Wada
http://fsm.h.kobe-u.ac.jp/sumityu/S-fuchutop.htm

Participation country

Participation school
Keimei-Gakuin Junior High scool
http://www.keimei.ed.jp/

Facilitator

Rie Saito

Takarazuka Municipal Takatsukasa Junior High School Hiroshi Tkagi
St.Michael's High School
http://ns.kobe-michael.ac.jp/

Seiichi Ooki

Kobe Municipal Minato Junior High School
http://www.kobe-c.ed.jp/mnt-ms/

Suwako Nagata

Konan Girls'High School
http://www.konan-gs.ed.jp/

Yasuyo Ikemoto

Kobe Municipal Fukiai High School
http://www.kobe-c.ed.jp/fki-hs/
Japan

Shinji Masui
Takako Chamoto

Rose Sabanal

Kumon Institute of Education
http://www.kumon.ne.jp/

Yoshiio Fukui

Kobe Municipal Kashinodai Elementary school
http://www.kobe-c.ed.jp/ksd-es/

Mitsuhiko
Yamamoto

Akashi Municipal Kinugawa Junior High School

Naoyuki
Matsumoto

Takatsuki Daiichi Junior High School (Osaka public
school)
http://www.takatsuki-osk.ed.jp/icchu/

Akane Okazaki

Sherry Kids English School(Ako,Hyogo)
http://www.ako-info.jp/sherry/

Atsuko Siwaku

Kanebo JHS (Tokyo public school)
http://www6.ocn.ne.jp/~kanechu/

Akira Watabe

ECC (Foreign Language Institute
http://minnanowa.seesaa.net/

Fumi Itou

Kingdom of Nepal

Bal Bikash SecondarySchool （Katmandu）

アモッド・ディキシッド

Russian Federation

National No.1129 School（Moscow）

Olga Prokhorenko

地震：その原因・影響・防災
アメリカ合衆国

ワシントン州

シアトル

セントジョゼフスクール５年生
ホームページ

http://www.stjosephsea.org

チャールズ・A・ウォレッツ
E-mail: cwoletz@stjosephsea.org
自然災害について：「なぜ起こるの？」（原因を探る）
「これからどうしたらいいの？」（防災を考える）
教師と生徒が一緒に地震のカリキュラムを通して、教科書、図書館の蔵書を使い、インターネットを駆
使して、ビデオ（”これが地球を変える" "大地震" ”地震””机の下は狭すぎるよ！”）を見たり、ワ
シントン大学のパシフィックノースウエスト地震ネットワーク研究所の見学をし、４年ー６年の生徒の
家庭での地震の備えと安全対策について調査を実施し、セントジョゼフスクールの地震対策について学
習し、これらの学習成果をポスターにまとめあげ、パワーポイントを使ったプレゼンテーションにしま
した。

生徒たちは地球の内部構造、地殻プレートや大陸移動の理論、地震の規模の測り方、陸地、生物、人類
への地震の影響、地震が起こった際の学校や家での対処策について学習をしました。

生徒たちはワシントン大学のパシフィックノースウエスト地震ネットワーク研究所への校外見学をし
ました。そこの研究者の方がインドネシアで起こったマグニチュード９の地震のあとで地震波が地球上
をどのように広がったのか、そしてこの地震波がどのようにして地球を振動させたのかを何日も加圧さ
れたビーチボールを例にして説明してくださいました。研究所の地震計はセントヘレンズ山で起こって
いる地震をリアルタイムで記録していました。レーニエ山が噴火したら火山灰泥流がどこまで及ぶかを
示した表もありました。なかでも印象に残ったのは、地震計が研究室の床に設置されていたので、生徒
たちが飛び跳ねると発生する振動を捉えて、コンピューターの画面に「地震波」として記録されるのを
目の当たりにしたことです。生徒たちはマグニチュード”微弱”の地震を発生させたのでした。
４年ー６年の生徒には「家庭内危険度チェックリスト」を使って調査を実施してもらいました。生徒と
ご両親が地震時の危険度を自覚し、願わくばその対策を立ててくれるようにと、自己診断をすることに
なったのです。調査によると我々の学校の生徒の家庭では地震に対しての備えは全くもって充分でない
ということがわかりました。表を見ていただければ、何パーセントの家庭が備えをしているかお分かり
になることでしょう。

問題点

３年生

４年生

５年生

６年生

52%

50%

50%

48%

2%

21%

12%

44%

28%

33%

43%

40%

57%

52%

56%

68%

寝室には大きな物は置かないこと

86%

88%

43%

88%

湯沸しポットは倒れないように壁に固定すること

86%

96%

62%

76%

煙突のブロックが崩れ落ちないように固定すること

81%

88%

68%

92%

建物は基礎にしっかりボルト留めをすること

48%

50%

50%

52%

家庭に非常持ち出し袋を用意すること

28%

41%

47%

60%

背の高い棚や遊戯設備などは壁にしっかりと固定す
ること。
棚やテーブルの上にあるものはしっかりと付けてお
くこと。
天井つりの植木鉢は落ちないように固定しておくこ
と。
食器棚やキャビネットはしっかりとした掛け金を付
けておくこと。

私たちの目標は、私たちが学習を通して得た情報と「防災ユースサミット｣参加の学生たちから出され
ている意見を使って、生徒がセントジョゼフスクールのそれぞれの学年、クラスに行って、他の生徒や
そのご家族に地震の備えについて教えることをするということです。私達が常に意識しているべき事柄
は「シアトルに大地震が起こるだろうか」ではなく、「シアトルに大地震が起こった場合の備えはでき
ているだろうか」ということなのです。
私たちの市はシアトル断層の上にあります。専門家によると、コンピューターの試算とこの地方特有の
揺れ方、建築物からの分析結果では、大地震が起こると１６００人の死者、２４０００人の負傷者、３
３０億ドルの損害、そして経済、交通機関に壊滅的な被害をもたらすということです。今すぐに備えが
必要なのですよ！

“Quakes: Causes, Effects, Survival”

United States of America
St. Joseph’s School 5th grade
Seattle, Washington
http://www.stjosephsea.org
Charles A. Woletz
E-mail: cwoletz@stjosephsea.org

Natural Disasters: “How Do They Happen?” (Causes), “What Shall We Do For Tomorrow?”
(Survival)
“Teacher and students researched earthquake curriculums, textbooks, library books and the
Internet; videos (This Changing Earth, Killer Quake, The Tremblies, I’m Too Big to Fit Under this
Desk!), toured the Pacific Northwest Seismograph Network at the University of Washington,
surveyed classes in grades 4-6 in regards to earthquake preparedness/safety at home, learned of St.
Joseph’s school’s earthquake plans and then incorporated all of this learning into a poster board
and power point presentation.
Students learned the internal structure of the planet Earth; the theory of plate
tectonics/continental drift; how earthquakes are measured; the effects of earthquakes on the land,
life forms and people; and earthquake survival strategies at school and at home.
Students took a field trip to the Pacific Northwest Seismograph Network located at the
University of Washington. The scientists explained the spread of waves around the globe following
the 9.0 Indonesian quake and how these waves made the earth oscillate like a compressed beach
ball for days. Seismographs showed real-time earthquakes occurring at Mt. St. Helens, posters
indicated where lahars (mud flows) will reach when Mt. Rainier erupts, and the most fascinating
experience was the seismograph located on the lab floor. It picked up the vibrations created by
students jumping up-and-down and allowed them to see “earthquake waves” registering on the
computer monitor. They created minor tremors on the Richter Scale!
We asked students in grades 4-6 to take the “Home Hazards Checklist” survey.

Children

and parents were to evaluate their homes to identify and hopefully remedy the earthquake hazards.
Our results indicate that much work needs to be done in terms of preparing our school families for
an earthquake. The table indicates what percentage of families are prepared.

Question

3rd Grade

4th Grade

5th Grade

6th Grade

52%

50%

50%

48%

Items on shelves and tables attached.

2%

21%

12%

44%

Hanging plants secured from ceiling.

28%

33%

43%

40%

57%

52%

56%

68%

Large objects moved from sleeping areas.

86%

88%

43%

88%

Hot water heater secured to wall.

86%

96%

62%

76%

Chimney bricks secured.

81%

88%

68%

92%

House bolted to foundation.

48%

50%

50%

52%

Family has earthquake kit supplied.

28%

41%

47%

60%

Tall shelves and entertainment centers
secured to walls.

Sturdy latches installed on cupboards and
cabinets.

With the information we’ve learned and the ideas we obtain from fellow students at the
NDYS our goal is to visit each class/grade in St. Joseph’s School to educate our schoolmates and
their families in earthquake preparedness. The question we must keep in mind is not, “Will a major
earthquake strike Seattle?” but, “Will we be prepared for the major earthquake that strikes
Seattle?”
Our city is on the Seattle Fault. Experts predict that based on computer models and local
analysis of ground-shaking and building types a major earthquake will cause 1600 deaths, 24,000
injured, $33 billion in damage and an economy and transportation system devastated. We must
prepare now!

地球に関心を！
国：アルゼンチン
学校：アルゾビスポ・ホルヘ・マチュライティス
学年：１年、２年（中学校）
先生：シルバナ・カルニセロ、

ミリアム・ボルゴニョーニ、マリエラ・シリカ

トピック：自然災害はどうしておこるのか
１．プロジェクトの経過
最初、インターネットや地理の本で自然
災害についての情報を調べた。集まった
情報を３段階に分けた。
（１）紹介
（２）発展
（３）結果
写
真１：プロジェクト参加の生徒たち
紹介では環境問題と自然災害のふたつを
定義した。
発展ではその特徴、原因、結果とこれらの問題がおきやすい場所とその防災方法を検討した。
結果ではそれぞれのトピックごとに結論を出した。
その後要約をし、それぞれの生徒がマインドマップをつくり、その中の何人かがパワーポイントを含
むプレゼンテーターに選ばれた。
２．関連した活動
自然災害に関連したいろいろな新聞の記事を読み、プロジェクトの違った面をお互い共有するために
e グループを作り、研究しあった。
この間、新潟で地震が起こり、地震の被災者の方たちにメッセージを送った。また１２月の津波のと
きも同様な活動をした。
９月２１日には国際平和デーにちなんで、１年生のグループはこのプロジェクトの推進者の先生の提
案で、植樹をした。２年生のグループはアルセンチンのテレフで進められている遠隔共同学習に参加
した。

写真２

校庭での植樹のようす

ついに私たちの学校が日本行きに選ばれ、私たちの経験を共有できる機会を持つことができるという知
らせを受け、大変うれしかった。今回の発表はすばらしいものになるでしょう。
内容：
トピックは地球温暖化や地震、ハリケーン、洪水、旱魃を含む、自然災害に分けた。最後のふたつがア
ルゼンチンで最も起こりやすい災害です。
３．将来の活動：
トピックに大変こだわったため、もうひとつのアイアーンのプロジェクトである、環境とその保護に関
係する ENO にも参加する予定である。また６月に我が国で開かれる第２回ピースフォーラムにも招待
されている。そこでも私たちは共通のゴールをもって協働したこのすばらしい経験をほかの人に伝えた
いと思う。
平和は戦争と相対する言葉ではなく、世界がよりよく生きるために追い求める価値のあるものと覚えて
おきたい。
４．感想：
これを機会にヤフーアカウントを持っている皆様に私たちの e-グループの活動に加わっていたくよう
ご招待したい。natural_disaster@yahoo.com.ar をクリックすると私たちの作品が見れます。見ていた
だけたらうれしく思います。

Becoming aware of our planet
Country: Argentina
School: Arzobispo Jorge Matulaitis
Grades: 1st and 2nd polimodal (secondary school)
Teachers’ names: Silvana Carnicero, Miriam Borgognoni, Mariela Sirica
Topic: Why do they happen?

Picture 1: Students participating in the
project
Process of the project:
First, we have searched information
about natural disasters on the net and
in Geography books. All the information
collected was divided into 3 stages:
1. Introduction
2. Development
3. Conclusion
In the introduction, we provided the definition of both environmental problems and natural
disasters.
In the development, we have written about their features, causes and consequences, the places
where these problems are likely to occur and we have also thought about prevention and possible
solutions.
In the conclusion, we have concluded about the different topics.
After that, we wrote a summary. Then each student made a mind map and some of them were
selected to be included in a Power Point presentation that would be the final product of the project.
Related activities:
We have also read different newspapers looking for articles which were related to natural disasters.
As a way of sharing how the project was going among the participants at our school, we created an
e-group to share the results of the different faces of the project.
As during the process there was an earthquake in Nigata, we posted messages of support in the
forum to be given to people who suffered it and after December’s tsunami we did likewise.
On 21st September, which is the International Day of Peace, the first year group took part in
planting a tree following the idea suggested by one of the teachers in the project whereas the
second year group was able to connect the content covered in this project with that worked in
another telecolaborative project facilitated by Telefónica Argentina.

Picture 2: Tree planting at the school yard
Finally, we were very glad to receive the news that our school had been selected to travel to Japan
to share with you our experience, but this time, the meeting would be in the flesh.
Contents:
The topics covered were divided into environmental problems such as global warming and natural
disasters including earthquakes, hurricanes, floods and droughts. Being the last two the most
typical natural disasters in Argentina
Future activities:
As we got really caught by the topic, we are going to take part in another IEARN project called
ENO online which is also related to environmental problems and their prevention. We were also
invited to take part in the Second Forum for Peace education to be held in our country in June.
There we would like to transmit others this wonderful experience of working together for a
common goal. It is worth remembering that peace is no longer understood as the opposite of war
but as a pursuit of a better world to live in.
Remarks:
We take this opportunity to invite all the people who have or would like to open a yahoo account to
join us in our e-group by sending a request for invitation to natural_disaster@yahoo.com.ar and we
will be pleased to let you in for you to see all our work.

アルメニア プロジェクトハーモニー
『絵を通して地震について語ろう』という絵画展
http://www.projectharmony.am/

Nunik Nahapetyan
E-mail:nunik@projectharmony.am
おそらく知っている方もいらっしゃるかと思いますが、
1988 年にアルメニアでは Spitak 地震が起こり、大変な被害
を受けました。12 月７日を地震被災者への記念日としていま
す。これがわたしたちが各国間をつなぐ NDYS へ参加してい
る理由のひとつです。わたしたちは次世代の若者たちに、常
にこのような災害に注意を配っていて欲しいのです。
ハーモニー

アルメニア

プロジェクトは、アルメニアのこ

どもたちに、 1 月 18 日に JEARN によって開かれるイベントに彼らの絵を出展することにしました。
そして、出展する絵を選ぶため、私たちは『絵を通して地震について語ろう』という絵画展を開催しま
した。アルメニア全土に及ぶ絵画展です。その計画はハーモニープロジェクトによって運営され、11
月に始まりました。アルメニア学校連合プログラムの協力もありました。USA の教育省は自由支援条
約を通して寄付をしてくれました。
この計画に関して重要な点が二点挙げられます。
ひとつめは、この絵画展にアルメニアの 11 の地区のすべてが参加したことです。700 校以上の学校か
ら寄せられた 1988 年 12 月 7 日の地震を描いた 1500 点もの絵が 11 か所の地方展示会にて発表されま
した。この絵画展の開催中、地方審査委員会はそれぞれの都市から 10～15 点の絵を代表作品として選
び、国立展示場での全国絵画展への出展作品としました。このように各都市で選ばれた 150 点が 12 月
7 日の全国大会へ集まりました。
Yerevan（地名）の国立展示場で開かれた全国大会では、日本への出展作品として 15 点が選ばれまし
た。
参加者の興奮は大変なものでした。なぜなら多くの者にとってそれは始めての絵画展でしたから。
彼らの絵はたくさんの人に見られただけでなく、プロの才能ある画家たちに認められ、評価されること
によって、多くの生徒がこのイベントのもっとも重要なことは彼らがこのプロジェクトに参加すること
そのものであることを感じました。
このように、このプロジェクトによって生徒たちは人の生命の営みや協力し合うことを学びました。
私たちはウェブ上にわたしたちのページを作ることにしました。
そこにはこの絵画展のことすべても掲載します。
まだ情報は完成されてはいませんが、このリンクに飛ぶことによって、あなたも二次元世界での絵画展
に参加することができます。
あなたがたにとって一年がすばらしい年になりますように！

Project Harmony Armenia
http://www.projectharmony.am/

Nunik Nahapetyan
E-mail:nunik@projectharmony.am
As some of you probably know in 1988 people in Armenia
experienced the Spitak Earthquake and suffered much
damage, and 7th of December was the Memorial Day of the Earthquake victims.
This was one of the reasons why we are in the list of NDYS participant countries; we want our
young generation be morally prepared to the such disasters.
Project Harmony Armenia decided to give Armenian students the opportunity to present their
paintings in the January 18th Exhibition organized by JEARN.
And to select a collection of the best painting, we initiated a big national exhibition "Talk about
the Earthquake Through our Paintings".
The whole project started in November and was coordinated by Project Harmony, within the scope
of the Armenia School Connectivity Program, a program of the US Department of State Bureau of
Educational and Cultural Affairs, funded through the FREEDOM Support Act. The project had 2
phases:
The first phase of contest was implemented in all 11 regions of Armenia. A collection of 1500
paintings depicting the "88 December 07 Earthquake" from more than 700 schools were exposed at
the 11 local exhibitions.
During these exhibition the local jury choose 10-15 of best pictures from each region which were
later to be exposed at the final exhibition at the National Gallery. The 150 finalists selected in the
result of local exhibitions were invited to take part in the final national exhibition on December
17th.
At the final exhibition at the National Gallery in Yerevan 15 paintings were to be selected for the
Japanese exhibition.
The excitement of the participants was overwhelming, because for the many of them it was their
first exhibition. Many students felt that the most important part of the event was their
participation in this project, since their paintings were observed and evaluated not only by a large
audience but also by professional and talented painters.
Thus, this was a project to allow students learn about the importance of human lives and
cooperation and empower them against natural disasters.
We decided to create a web page, which would contain all information about the Exhibition.
Information is not completed yet, but you can visit the virtual version of the exhibition through
the link:
http://www.projectharmony.am/gallery/

そして命は続いていく
イラン
ファザネガル高等学校
http://www.schoolnet.ir/~farzanegan/farzanegan2/index.php
マリアム・ベフヌーディー
behnoudi@schoolnet.ir
バム市の 70％が、地震により破壊された。
何千人もの罪のない子供たちが孤児とな
り、家や身を寄せる場所のない状態です。
世界最大の（アルゲ・バムの）城塞は、
形のない丘と化した。
その津波の影響は 11 カ国にも及んだ。
私たちにとって、なじみのある文章がいく
つかありますね。私たちは、幾度もその文
に述べられていることを聞いたり、見たり、読んだりしてきました。
生き残られた方たちの悲しみを感じ、亡くなられた方たちのために、祈りをささげ、おそらく声を上げ
て泣いたでしょう。
しかし・・・私たちは、そんな方々について、どれだけ多く考えてきたでしょう?
どれだけ自然災害に負けない道を見つけようと試みてきたでしょうか?
自然の中にいることは、とても楽しいことです。
でも、決して忘れてはいけないこともあるのです。
海は、平和とシンボルであり、安らぎを与えてくれるものですけれども、何百人の人々に被害を与える
可能性のあるものでもあるのです。
そして大地は、美しい花を育てるものでありますが、ひとつの町全体をのみ込んでしまうこともできる
ものなのです。
でも忘れてはならないのは、自然は私たちの敵ではないということです。
もしも私たちが、自然といかに友達になるか（共存する方法）ということを知れば、いかに自然災害の
ときに生き残る方法を知れば、自然は敵ではなくなるのです。
2003 年 12 月、バムで壊滅的な地震が起こり、バムはイランにおいて、歴史的な場所となりました。
他の地震と同様に、たくさんの人々がダメージを受け、ほとんど全ての物が破壊されました。地震は大
地を揺るがしたばかりではなく、私たちの心にも大きなショックを与えました。
今、私たちは、地震に対する準備ができているでしょうか?
地震の後、2004 年 9 月、次の学年の初めから、私達、ファザネガル高校の 2 先生の 4 クラスの生徒た
ちは、 １つのチームを組み、数学・コンピューターのマリアム・ベフヌーディー先生の指導の下、自
然災害についての、特に地震と津波災害についての調査を始めたのです。
平日は、それぞれが課題に取り組み、週末の学校が休みになっている間を利用して、学校に行って情報
交換し、先生と共にそのチェックをしました。

調査の途中で、政府機関や他の研究所を訪問することもありました。（例えば、イランの地質情報のデ
ーターベース、イラン産業資源省,イラン地質学調査機関など）私たちの国で自然災害について、どんな
指導がされてきたのかを調査するためにです。
私たちが助けを求めると、彼らは他の関連ウェブサイト（ホームページ）や情報源をおしえてくれまし
た。
私たちは私たちのの情報をアップデート（更新）し、調査を完成させるために、ウェブサイトでたくさ
んの時間を費やしました。（例えば、アメリカ地質調査、ナショナル・ジオグラフィックなど）。
私たちは、安全性の高い建物を作る方法を調査し、そのような建物を参考にした、ひとつのモデルもデ
ザインしました。
たくさんの学校について調査をし、生徒のみなさんに災害が起こったときにどう対処するのかをおしえ
ました。様々な災害のビデオも用意しました。バムへも行き、バムの子供たちのレポートも書きました。
私たちの調査とその結果の取り組みのすべてをホームページ化し、それは、今後私たちの学校のホーム
ページに掲載される予定です。

古代のバムの城塞は、今はもうありません。
津波で行方不明なった方々は 2 度と見つからないかもしれない。幼い孤児たちは、自分たちの両親を見
つけることができないでしょう。
でも、確かなことは、大切にしていかねばならない歴史遺産が、たくさんあり、たくさんの子供たちが
いて、その子達は家族を持つことができているということなのです。
もちろん、自然災害を避けて通ることはできません。
でも、それに備えて、立ち向かうことはできるのです。

And life continues ...
IRAN
Farzanegan highschool
http://www.schoolnet.ir/~farzanegan/farzanegan2/index.php
Behnoodi Maryam
behnoudi@schoolnet.ir
70% of Bam city was destroyed by the earthquake …
Thousands of sinless children are orphan, homeless and shelterless…
The biggest muddy building in the world changed into a shapeless hill…
The tsunami damaged to 11 countries…
These are some familiar sentences, for all
of us. We‘ve heard them, watched them
and read them several times, we’ve felt
sorry for survivors, we’ve prayed for dead
people, and perhaps we’ve cried for them ,
but

how much have we thought about

them? How much we’ve tried to find ways
to challenge to these disasters?
We all enjoy being in nature, but we
should never forget that: although the
sea is the symbol of peace and mercifully,
it can also damage to millions of people; and although the earth causes to grow lovely flowers, it
can also devour a whole town …But we should never forget that the nature’s not our enemy, if we
know how to be its friend, and how to survive the Natural Disasters…
In December 2003, there was a destructive earthquake in Bam, one of the historical places in Iran,
and like all other earthquakes, it damaged to lots of people, and destroyed almost every thing, but
the earth was not the one thing which was vibrated by this earthquake, it also shocked us: Are we

prepared?
After that, at the beginning of the next school year (in September 2004), we, 4 second grade
students of Farzanegan high school, made a team under supervision of our math & computer
teacher, Ms Maryam Behnoodi. And we began researching about the natural disasters, specially
earthquake and tsunami. We worked on our subjects alone during the week, and on the weekends,
while the school was off, we went to school to interchange our information, and check them up with
our teacher. On the way of this research, we went to some of the governmental organizations, and
other institutes (e.g.Geoscience information database of Iran & Ministry of industries and mines &
Geologic survey of Iran &…) to find out what have they done for educating people about the
natural disasters, in our country. We asked for their help and they introduced us different web
sites and information sources.

We’ve spent plenty of time in World Wide Web to update our information and complete the
research. (e.g. U.S. geographical survey, National Geographic, & …etc web sites). We researched
about how we should build our building to be safe and designed a model for buildings. We
researched about how many schools taught to students to care themselves when a disaster
occurred .We prepared movies from different disasters. We went to Bam and had a report of
children of Bam.
After all we made the web pages of all researches and results, which are going to be on the school’s
web site.
The ancient Bam citadel does not exist any more; the missed people of the tsunami may be never
found again, and little orphans won’t be able to find their parents. But, for sure, there are lots of
historical monuments which need to be cared; there are lots of children, who can have families…
Of course we can’t prevent the natural disasters, but we can face them prepared.

イランの地震プロジェクト
イラン
Kherad 高校、２年
http://www.Manzoumeh-kherad.org
(http://mkherad.ir new site under construction)
マリアム・モクタリ
E-mail: mariam_mokhtari@yahoo.com
トピック：明日のために何が出来るか。
１．手順
2004 年 9 月 各トピックについて校内に NDYS チームを結成
2004 年 10 月 5 つのトピックすべてについて勉強し、最初のパワーポイン
ト作成
2004 年 10 月 他学年のための活動を練り、実行する

図 1

2004 年 10 月 日本との第一回テレビ会議
2004 年 11 月 ウェブサイトを作る
(http://eq.schoolnet.ir) （図１）
2004 年 12 月 日本との第二回テレビ会議
2004 年 12 月 日本と台湾に大使として猫とプレゼントを贈る（図２）
2005 年 1 月 テヘランの地震の現状についてドクターハッサニ

図 2

（イラン自然災害機構）にインタビュー
2005 年 1 月 イラン地震前後のラドンガスのモニタリング （図３）
2005 年 1 月 1 月 18 日に桜の木を植樹
2005 年 2 月 学校にて団結の歌を練習
2005 年 2 月 イランの洪水予防についてトモコ・ショーにインタビュー
2005 年 2 月 プレゼンのための最終的なパワーポイントとパンフレットの
準備

図 3

２．プロジェクトの内容
２－１

第一段階

自然災害とは何かを学ぶ：嵐、ハリケーン、竜巻の違い。地震と津波の
違い。洪水。個々の災害の発生メカニズム。予知の方法。災害発生の前後、
発生中に何をすべきか。
テヘラン北部近郊の断層面についても学習。
（図４）
２－２

図 4

日本との最初のテレビ会議

テレビ会議により、他の国々とコンタクトを取る方法を学習。友人の声が聞け顔も見られるのは実に
感動的だが、ディスカッションには向かない。
２－３

ウェブサイトのデザイン

本活動の到達点は、学生を登録し、学生のための活動を明確にし、コンペを立案し、地震について学
習し、地震を怖れ、命を気遣いながら生活する文化を徐々に作り上げるための、バイリンガル地震サイ

トの構築であった。
２－４

大使として猫を送る

低学年では、日本と台湾の学生のために葉書を作り、ささやかなプレゼントを贈ることによって、彼
らと友達になることを学んだ。
（図５）
２－５

ドクターハッサニの講演

講演とインタビューはウェブサイトでにて公開。この活動を通じ、わが国
で対処しなければならない最も重要で、基本的なことは、文化的意識と人命
への気遣いであることを学んだ。また、地震から人々を守るために政府が取
っている予防策と、それに関わるテヘランの現状についても理解を深めた。

図 5

（図６）
２－６

ラドンガスのモニタリング

Maria Amirzadeh 教授の指導の下で、ラドンガスの測定装置を使って 30
日間ガスの測定を行い、そのレベルを記録した。その間何度か地震が発生し
た。地震発生後、ガスレベルの上昇が明らかだった。
２－７

図 6

校庭に桜の木を植樹

1 月 18 日の日本での会議に参加した他のメンバーと一緒に、津波の犠牲者に黙祷をささげた後、津波
の犠牲者と阪神淡路大震災の犠牲者を追悼して桜の植樹を行った。画像は、このとき植えられた桜の木
の兄弟の桜の木である。
（図７）

２－８

トモコ・ショーのインタビュー

調査の仕方と災害に関する質問の仕方を学んだ。川と洪水に関しては、木
の重要性を学んだ。その報告は、ウェブサイトにて公開。
（図８）

図 7

３．今後の活動
サイトで、毎週地震に関する活動を立てる。
できるだけ多くの生徒に参加してもらう。
アイアーンとスクールネットフォーラムで、地震について学生たちとディス
カッションする。
毎年夏に、学生地震会議を開催する。
毎年 1 月 18 日に桜の木を植える。

図 8

地域のプロジェクトから世界のプロジェクトに広げる。
（図９）
４．感想
人と人とが、心を通わせ、深く関わりあう時代に入っていると感じる。私た
ちは国を超えた友情の広がりを望んでいる。
また、
サイトでも言っている様に、
いつも次のように信じている。
「人間は皆同じ共同体のメンバーであり、本質は
一つである。一人に苦難が降りかかれば、他の人たちも平気ではいられない。
他人の負っている苦痛に無関心でいられる人は、人間と呼ばれる資格は無い」

図 9

Kherad High school of Iran

Earthquake project of Iran
Iran
Kherad high school , second grade
http://www.Manzoumeh-kherad.org (http://mkherad.ir new site
under construction)
Mariam Mokhtari

Earthquake team of Iran

E-mail: mariam_mokhtari@yahoo.com
Topic: What shall we do for tomorrow ?
1. Process of the project
2004/09 Organize a

NDYS

team at

school for each topic

2004/10 Study and develop initial power points for all five topics
2004/10

Define and carry out activities for students of other grades

2004/10

First teleconference with Japan

2204/11

Designing a web site (http://eq.schoolnet.ir) (Fig 1)

2005/12

Second teleconference with Japan

Figure 1

2004/12 Sending the cats and gifts as ambassadors to Japan and
Taiwan (Fig 2)
2005/01

Interviewing Dr.Hassani ( The head of

natural disaster

organization of Iran) about the present condition of Tehran
in an earthquake.
2005/01

Figure 2

Monitoring Radon gas before and after earthquakes in Iran
(Fig 3)

2005/01

Planting a cherry tree on 18th January

2005/02

Practicing songs of solidarity at school.

2005/02

Interviewing Tommoko Shaw

2005/02

Preparing final power point and booklet for presentation

for flood prevention

in Iran
Figure 3

2. Contents of the project
2-1 Initial phase
We learnt what are natural disasters; the difference between
storms, hurricanes, tornadoes; the difference between earthquakes
and tsunamis; floods ; the mechanism of formation of each disaster;
how they are predicted; what should people do before, after and
during a disaster. We also studied about the faults near north of

Figure 4

Tehran. (Fig 4)
2-2 First video conference with Japan
We learnt how we should contact other countries via video conference and though it is thrilling
to hear our friend's voices and see their faces it is not suitable for discussions.
2-3 Design of a web site
The result of this activity was a bilingual earthquake site through which we can register

Kherad High school of Iran
students, define activities for them, design competitions, study about the earthquakes, and
gradually build the culture of living with the fear of earthquakes and
caring for lives.
2-4 Sending cats as ambassadors
Younger students learnt to make friends with other students in Japan
and Taiwan by making a post card for them and sending them little gifts.
(Fig 5)

Figure 5

2-5 Dr Hassani's speech
The speech and interview is presented on the site. In this activity we
learnt that the most important and fundamental factor to be dealt with
in our country is cultural awareness and care for human life. We also
understood the precautions government is taking to protect people from
earthquakes and the present situation of Tehran in this regard . (Fig 6)
2-6 Monitoring Radon gas

Figure 6

We worked with the equipment measuring level of radon gas and registered the level for 30
days during which some earthquakes happened in Iran with the help of Miss Maria Amirzadeh , a
university professor. We could clearly see the increase in the level after earthquakes in Iran.
2-7 Planting a cherry tree in school yard
Along with other members attending 18th January conference in
Japan our students had a moment of silence for the victims of Tsunami
and planted a cherry tree in memory of them and also in the memory of
victims of the great earthquake of Japan. The output is a cherry tree
which is the sister of all the other cherry trees planted for this
occasion.(Fig 7 )

Figure 7

2-8 Interview with Tommoko Shaw
We learnt how to survey an area and ask questions related to a
disaster. How trees can help or harm an area as far as the rivers and
floods are concerned.The report is presented in the site. (Fig 8)
3. Future Activities
Define weekly activities about earthquakes on the site.
Engage as many students as we can in earthquake activities.

Figure 8

Have discussions in iEARN and schoolnet forums with students about
earthquakes.
Arrange for students earthquake conference each summer.
Planting a cherry tree every year on 18th

January.

Expand our project from a local one to a global project. (Fig 9)
4. Remarks
We feel we are entering an era of communication and deeper relation

Figure 9

between human beings. We hope to contribute to spreading out friendship among nations and as we
said in our site we always believe: All men are members of the same body, Created from one essence. If
fate brings suffering to one member, The others cannot stay at rest. You who remain indifferent, To the
burden of pain of others, Do not deserve to be called human.

インドネシアからのメッセージ
インドネシア

カリマンタン

SMK 3 Palangka Raya
http://www.smkn3-plk.sch.id/
リナ・サリ

アチェと北スマトラでの多くの人々が被害を受けた災害に対して、みなさまのご支援に
心からお礼を申し上げます。
この災害によって、私たちいつも災害に心を配るようになればいいと思います。
インドネシアでは 2004 年 12 月 27 日～29 日にかけてから国中が悲しみに包まれています。
わたしたちは悲しむだけでなく、インド、スリランカ、タイ、モルジブ、マレーシア、ミ
ャンマー、バングラディッシュ、アフリカの国々などの近隣各国の友のためにも祈りを捧
げています。
わたしたちは彼らがいつも前向きな姿勢でいて欲しいと思います。
2004 年は大きな災害で終わりました。
2005 年は自然がわたしたちといつも友好でいて欲しいと思います。

Message from Indonesia
Inodonesia

Kalimantan

SMK 3 Palangka Raya

http://www.smkn3-plk.sch.id/
RINA SARI

Thank's a lot for the supporting for disasters
that experienced by many peoples in Aceh and
North Sumatra.
I hope this disasters will makes us are always
wise in manage the environment.
We are in Indonesia in national sorrowful from
27-29th of December, 2004.
We also pray for our friends in India, Srilanka,
Thailand, Maladewa, Malaysia, Myanmar,
Bangladesh, and Somalia.
We hope they are always steadfast. 2004 ended
by big disasters, we hope in 2005 nature always
friendly to us.

来るべく災害に備えて
スロバキア
Secondary mettalurgical school １６-１８年生
http://www.meetingplaza.com/e/index.html
ダリア デュドバ Daria Dudova
E-mail: daria_dudova@yahoo.com
テーマ：なぜ地震は起こるのか
１．活動経緯
2004 年 9 月 防災チームを組織しテーマを選択
2004 年 10 月 自然災害の資料収集
2004 年 11 月 地震のしくみを調査
2004 年 12 月 インターネットのチャットで情報を入手
（自分達の地球を守れるのか？）
２．活動内容
２－１ 防災大使
１２の地震に関する重要な疑問点を準備し、その答えを見つけようとした。
１）地震は地球にとって、プレートが滑って 3 つに分断されるような大きな事変であり、なくすこと
はできない事と思っていたが、食い止めることはできる。
（石油やガスの取り出しを制限する）
２）地震は予知出来ないと思っていたが、接近してきたら、予知できることがわかった。(動物は地震
を予知できるので、動物の様子から学ぶことが大切である。
）
３．今後の活動
津波が起こった日と同じ日に行われる、台湾でのＡＳＥＰ活動
４．感想
我々の発表に重要な１２の質問
１．地震とは何か。
２．地震はどこで起きるのか。
３．どの国で地震の被害が最も大きく、頻繁に起こるのか。
４．今までに起こった最大の地震とは。
５．毎年世界規模の地震はどのくらい起こっているのか。
６．なぜ地震を監視するのか。
７．地震波にはパターンがあるのか。
８．地震を引き起こす要素を確定できるのか。
９．地震のマグニチュートドとは何か。
１０．マグチュードと激震度の違いは。
１１．地震は増加しているのか。
１２．地震は予知できるのか。

Preparation For Coming Disaster
Slovakia
Secondary mettalurgical school, grade 16-18
http://www.souhag.edu.sk/
Daria Dudova
E-mail:

daria_dudova@yahoo.com

Topic：Why earthquake happens?
1. Process of the project
2004/09 Organize a DNYS team at school and make choice
2004/10 Surge all materials about natural disasters
2004/11 Investigate earthquakes - mechanism
2004/12

Chat by internet, find a lot of information

[Can we keep our EARTH safe? ]

2. Contents of the project
2-1．NDYS Ambassador
We had prepared 12 important questions of earthquake, and for all questions we tried to find
answer.
1/ We have known, earthquake is very big incidence to our Earth, which is provided by sliding
plates in three variety apart, and we have not ability to revocable it, but we have ability to
limit it. [ We can draw oil, gas from Earth with limit. ]
2/ We have known, earthquake we can not predict, but we can know, if it is approach.
[It is very important to learn about animals behavior, they know and can predict earthquake.]
3. Future Activities
ASEP activity in Taiwan, on that same day the tsunami accident happened.
4. Remarks – our 12 questions which were important for us and for our presentation.
1/ What is earthquake?
2/ Where do earthquake occur?
3/ Which countries have the largest and most frequent earthquake?
4/ What is the biggest earthquake that has ever happened?
5/ How many global earthquakes occur each year?
6/ Why do we monitor earthquakes?
7/ Is there any pattern to seismic waves?
8/ Can we identify the fault which triggered an earthquake?
9/ What is earthquake magnitude?
10/ What is the difference between magnitude and intensity?
11/ Are earthquakes on the increase?
12/ Can earthquakes be predicted?

なぜ地震か
セネガル
Secondary school Martin Luther King
サリマタ・サンテ

テーマ：なぜ地震か？
セネガルでは三つのグループに分かれてそれぞれの
トピックについて学習を行います。
地震の原因については、すべてのグループが学習しま
す。
１．自然
２．歴史
３．宗教
それぞれの３つのミーティングに専門家がつき、学習をおこないます。
グループの責任者はウエッブに学習した内容を公開します。
プロジェクトの最もよいところは、生徒による質問や提案と報告書です。
生徒は、災害の被害にあった人々をどう助けるのか、また人々、特に若者を
危険から守るにはどうすればよいかをディスカッションします。

Why Earthquake ?

Republic of Senegal
Secondary school Martin Luther King
Salimata Sene

Subject : Why Earthquake ?
Our group in Senegal is divided in three groups working ion a topic each one .The whole
groups are working on the causes of Earthquake :
1. Natural causes
2. Historical causes
3. Religious causes
Three ,eetings are fixed with specialist on the topics and all students zill qttend to the
meetings but the responsable of the group will write a report that will be posted on our
web site .
The best part of the project will be the questions , suggestions and propositions that will
be made by the students and the report .
Students will discuss about the possibility to help those affected by the desaster and
what can be done to stope or maybe to reduce the danger for all population and
particularly for youth .

台湾からの子供たちの声
1999 年の 9 月 21 日の台湾地震の教訓
フェンシン高等学校

10-11 年

http://www.fcsh.khc.edu.tw/
ドリス・ツェイリン・ウー、 フェイエ・ウー
E-mail: doris21.wu@msa.hinet.net
Topic： How can I help you?
１．プロジェクトの手順
2004 年 9 月

NDYS チーム結成

2004 年 9 月 21 日

9 月 21 日地震追悼記念日 5 周年植樹祭、及び世界 ENO 活動

2004 年 11 月

日本、サクラと NDYS 大使の交換を始める。

2004 年 11 月

NDYS 台湾大使をデザインし、日本に贈る。

2004 年 11 月 24 日 サクラとフォルモサがミンチャン小学校を訪問。
2004 年 11 月～2005 年 2 月 1999 年 9 月 21 日台湾地震の調査をし、ドキュメンタリー映画を見る。
2004 年 12 月

日本と第一回テレビ会議をする。

2004 年 12 月

ロシアから NDYS 大使のグレイシャと、イランからはシェイディを受け取る。
図書館で、ロシアとイランから届いたグリーティングカードの展示をする。

2005 年 1 月 6 日

NSTM の 9 月 21 日地震追悼記念展示室を訪問。

2005 年 1 月～3 月 より多くの学校を招いて、NDYS グローバルプロジェクトへの参加を呼びかける。
2005 年 1 月 7 日

津波災害に対して、学校から World Vision Taiwan に寄付を行う。

2005 年 1 月 18 日

日本、イラン、米国等と、第二回テレビ会議を開く。特に、NSTM でこのテレビ
会議を行った。

2005 年 1 月 21 日

総勢 120 名の生徒が、津波追悼のカードを作り、自然災害について、より学習を
深める。

2005 年 2 月 27 日

ドリス・ウー先生が、クラスの保護者会を開き、このプロジェクトのための私た
ちの取り組みを保護者に紹介する。

2005 年 2 月～3 月

プロジェクトのための最後のデータ収集。

2005 年 3 月 24 日～31 日 NDYS グローバルサミット出席のため日本訪問予定。
２．プロジェクトの内容
２－１ NDYS グローバルグループを結成することによって、批評的思考の技術と ICT 技術、読み書
きの技術を磨いた。また、このプロジェクトを紹介し促進することによって、プレゼンテーション
の能力も高まった。学習活動には、人前でのプレゼンテーション、フォーラムポスティング、NDYS
のメッセージを読むこと、テレビ会議、カードの作成などがある。
２－２ 英語と家庭科の授業で、プロジェクトをまとめた。
２－３ 参加国について学習しつつ、NDYS 大使交換プロジェクトを通じて、他の国々でどのようにし
て自然災害が起きたかを学んだ。
２－５ より多くの学校を招待し、プロジェクトへの参加を呼びかけることが出来た。共に取り組むこ

とによって、NDYS グローバルメッセージが伝えられ、強められた。
２－６ 国立科学技術博物館と連携して、自然災害展示室を公にした。また、その報告を以下のサイト
でオンラインで行った。http://shs.fcsh.khc.edu.tw/fcsh202/contact5.html.
２－７ 南アジアの津波犠牲者のための募金活動によって、学校全体の寄付は 5000 米ドルに及んだ。
２－８ NDYS グローバルサミットの私たちの代表が、他の国々の人たちと、研究の成果を共有できる
よう望まれる。
３．今後の活動
３－１ 私たちの活動への参加を呼びかけるために、より多くの学校を招き、NDYS グローバルミッシ
ョンの促進を続ける。
３－２ 台湾アイアーンで行われる様々な活動を通じて、若者が環境に対する意識を高められるように
していく。
４．感想
NDYS グローバルフォーラム、様々な国で共有しあったウェブサイト、メールによる突っ込んだ議論、
世界のあちこちで起きている津波、
地震、
洪水のような悲劇的な災害に直面したときに分かち合った重々
しい瞬間。それらから、ここ数ヶ月間に、生徒も私たちもたくさんのことを学んだ。もちろん、自然災
害は永久に無くならないということはわかっているが、きちんとした調査がなされ、懸命な方法が取ら
れるなら、どうしたらこのような自然災害の被害を避けることが出来るのか、将来分かるようになるだ
ろう。最後は、そうした災害の可能性を減らす方法がわかるだろう。
私たちそれぞれに、何か良いことをしたいという意思と小さな行動があれば、大きな変化は必ず起こ
る。
そのことを肝に銘じてさえいれば、
私たちは世界の態度を変えることが出来ると心から信じている。

Youth Voice from Taiwan—
Lessons from 921 Earthquake in Taiwan in 1999
Taiwan
Fenghsin senior highschool

10-11th Grade

http://www.fcsh.khc.edu.tw/
Doris Tsueyling Wu and Faye Wu
E-mail: doris21.wu@msa.hinet.net
Topic： How can I help you?

1. Process of the project :
2004/09

We organized a NDYS team

2004/09/21

We had a “Tree-planting”ceremony for the 5th September 21 Earthquake

Memorial Day and also one of the ENO activities around the world.
2004/11

We began to exchange NDYS Ambassador with Japan ,Sakura

2004/11

We designed NDYS Taiwan Ambassador and sent it to Japan

2004/11/24

Sakura and Formosa visited Min-chuang Elementary School

2004/11-2005/2

We did research on September 21 Earthquake in Taiwan, in 1999 and also

watched the documentary film “Life.”
2004/12

We had the first Video Conference with Japan

2004/12

We received Glasha from Russia and Shadi from Iran, two NDYS Ambassadors. We
also held the Greeting Cards Exhibit from Russia and Iran in the library

2005/01/06
2005/01-3

We visited September 21 Earthquake Memorial Exhibit Room in NSTM
We invited more schools joined us on NDYS Global Projects

2005/01/07

Our school held School donation to Tsunami Disaster in trust of World Vision

Taiwan
2005/01/18

We had the second Video Conference with Japan, Iran, Armenia, etc. In particular,
we had this VC in NSTM.

2005/01/21

We, 120 students in total, made our tsunami blessing cards and learned more

things about natural disasters.
2005/02/27

Ms Doris Wu’s class held a Class meeting with all the parents sharing what we

have done for this project.
2005/02-03
2005/3/24-31

We made our final data collection for our project.
We will go to Japan for NDYS Global Summit

2. Content of the project :
2-1 By teaming up the NDYS Global group, we developed our critical thinking skills and ICT
skills, reading and writing skills and also our oral presentation ability by doing the
introduction and promotion on this project. Learning activities include public oral

presentation, forum posting, reading messages from NDYS messages, video conference, and
card making, etc.
2-2 We integrated our project with English and Home-Economic classes.
2-3 Through NDYS Ambassador Exchange Project, we learned how natural disasters took place
in other countries, while learning more about our participant countries.
2-5 We successfully invited more schools in Taiwan to join our project. By working together,
NDYS Global messages were conveyed and emphasized.
2-6 We successfully made contact with National Science and Technology Museum on making
public their Natural Disaster Exhibit Room. Besides, A complete report on line was created
by us at http://shs.fcsh.khc.edu.tw/fcsh202/contact5.html.
2-7 We successfully helped contributed a sum of school donation up to 5,000 US dollars by
fund-raising campaign for Tsunami Victim in South Asia.
2-8 It is hoped that our representatives to NDYS Global Summit will fuilfill the mission of
sharing our findings with our international partners.
3. Future Activities :
3-1 We will continue to promote NDYS Global missions to the public, inviting more schools and
institutes to join us.
3-2 We will continue to help raise up the environmental awareness of our youths through
different activities held in iEARN Taiwan.
4. Remarks :
Over the past few months, both students and us
learned so much from the NDYS Global forums, from
the shared websites in different countries, from deep
discussions in the mailing list and from sharing the
solemn, or sincere moments together when facing
such tragic disasters as tsunami, earthquakes, floods
happening in different places in the world.
Of course, it is our understanding that natural
disasters will not disappear forever with we human beings, yet with proper research done and wise
measures taken, we, the future generation, will know how to avoid the hurt and harm caused by
these natural disasters.

Ultimately, we know how to reduce the possibility of their happening.

We truly believe that, we really can change the attitude of our world --- as long as we keep in
mind that a big change always starts with a good intention and a small action from every one of us.

ロシア

モスクワ

１１２９校

Olga Prokhorenko

みなさん、こんにちは、
私たちは、ロシア、モスクワの１１２９校の生徒と
教師です。
本校のシンボルであるふくろうのぬいぐるみグラシ
ャを手紙を添えて交流大使として台湾に送りまし
た。
柳小学校からは「博士」のぬいぐるみと一緒に手紙
とロシアへのたくさんの質問を受け取りました。今、
こちらでは返事を書いているところです。
また、本校の生徒は、火山や津波、地震、竜巻など自然災害の絵を描いています。
それらの絵をウエッブで紹介し、プレゼンテーションにも使います。
また、自然災害の原因とそのメカニズムなどの物理的な学習も行っています。
それぞれのテーマごとに資料を集めています。ロシアで起こった災害の地図を作りプレゼ
ンテーションに使う予定です。今日の災害の資料は、新聞や雑誌などから収集しています。
また、インターネット上でも資料を集めプレゼンテーションに活用します。
私たちは、このような興味深く、しかも重要なプロジェクトに参加できてうれしいです。
オルガ・プロコレンコ、タティアナ・ブガンツォバ、タティアナ・コセンコバ、生徒一同

Ｍｅｓｓａｇｅ from Russian

Russian Federation
National No.1129 School
Olga Prokhorenko

Dear friends! We are students and teachers from school 1129 Moscow Russia.
As a part of our great project we have sent our symbol owl Glasha to Taiwan with our
letters and we hope that they will get it before the New Year.
Thanks to Yanagi elementary school we have received the bear "Doctor" and letters
from students and a lot of questions we will answer soon.
Our students painted pictures with Natural disasters as volcanoes, tsunami,
earthquakes and tornadoes. We used them in our presentations and website.
We have learned physical nature of disasters, and what causes the disasters and their
mechanism.
We gathered material about each theme. We learned the geography of catastrophes in
Russia, and made a map, and used it in the presentation.
We are gathering all the publications from newspapers and magazines about nowadays
disasters.
We have founded in Internet animation film about endogens process and used it in our
presentation and discussed it with our students.
We are happy to participate in such interesting and important project.
Olga Prokhorenko, Tatiana Bgantsova, Tatiana Kosenkova, and students from school
1129 Moscow Russia

主体的に行動できることを目標に学習を進めています

日本
兵庫県立舞子高等学校環境防災科

各学年 40 名

URL： http://www.hyogo-c.ed.jp/~maiko-hs/
諏訪

清二・三浦

巡・小川

敬介

E-mail： mmiura@hyogo-c.ed.jp

兵庫県立舞子高等学校環境防災科は、 阪神・淡路大震災の教訓を踏まえて、命の大切さや生き方を
考え、災害に対応する力を身に付け、社会に貢献できる人間になることを目指した, 全国ではじめての
特色ある学科です。
「地球的規模で考え、地域で活動する（Think Globally, Act Locally）
」をいう 理念の下に、日々の学
習を深めており、主体的に行動できることを目標としています。
大学や、研究機関の専門家を招き授業を受けたり、時には、近隣の小学校に出かけていき 防災の授
業に参加したりと、専門知識を身につけ、それを活用するために様々な活動を 行っています。

活動内容
○ 環境防災科３年

震災体験の冊子をまとめる

当時、まだ小学二年生だった生徒が綴った体験集のタイトルは「語り継ぐ」。地震の恐怖、肉親を失
った悲しみ…。現在につながる軌跡はそれぞれ違うが、「教訓を伝えたい」という共通の願いが込めら
れています。
神戸市垂水区で体験した地震の瞬間を「怖くて怖くて怖くて…布団から出られなかった」と語った H
さんは、
「次の世代に残すべきは数字ではなく、教訓」。そして、この体験集を「ひとりひとりの体験や
教訓が詰まった教科書」と表現しています。
○ 1・17 震災メモリアル

2005

阪神淡路大震災を忘れない

～21 世紀を担う私たちの使命～

毎年 1 月 17 日（1995 年 阪神・淡路大震災の起こった日）前後に「1.17 震災メモリアル」行事
を行っています。今年は、新潟県立長岡大手高等学校、新潟県立小千谷高等学校の両校ならびに 兵
庫県教育情報ネットワーク上で視聴していただきました。

○ 環境防災科２年
「防災世界子ども会議」に参加し、東南海地震に備えて学習している、名古屋市立柳小学校と交流をし
たり、台風 23 号による水害や、新潟・中越地震のボランティア活動に参加し、そこで学んだことを発
信しています。
○ 国際交流
ネパールと「防災」をテーマに国際協働学習をしており、昨年の夏には、 生徒 14 名が、ネパールを
訪問しました。目的は、ネパールの学校との教育交流、NSET-Nepal 援助のもと行われている「地震に
強い学校づくり」の視察、震災体験・防災教育の発表を通して防災の大切さを学び、伝えることでした。

40 students of each grade are studying aiming at acting spontaneously.

Japan
Hyogo Prefectural Maiko Senior High
School: Environment and Disaster
Mitigation Course
URL： http://www.hyogo-c.ed.jp/~maiko-hs/
Seiji Suwa

Jun Miura

Keisuke Ogawa

E-mail： mmiura@hyogo-c.ed.jp

The environment and disaster mitigation course started at Maiko Senior High School in April
2002, 7 years after the Great Hanshin-Awaji Earthquake.
It is meaningful to set the course at a school located in the disaster area as the center of the
disaster mitigation education first in Japan.
In the 20th century, we learned a lot of lessons from the disasters so far, but they were discussed
and shared only by the specialists. The citizens didn't pay much attention to the lessons and thus
were not prepared for the coming disasters. This is why many disasters continue taking place in
everywhere in the world.
The 21st century must be the age to cope with the disaster and mitigate it. It depends on whether
we can share our lessons with others in the world or not. The purpose to start the environment and
disaster mitigation course is to share the lessons we learned from the Great Hanshin-Awaji
Disaster with the people around the world and make the citizens aware and prepared to cope with
the disasters.
The environment and disaster mitigation course at Maiko Senior High School is the first cource
established in Japan to learn the importance of human lives and the way of living and prepared to
the coming disasters, thus students will contribute to the community in the future.
Students learn on the motto of ‘Think Globally, Act Locally’. The goal of them is act
spontaneously.
Students have lessons from specialists from universities and special agency, they sometimes visit
nearby elementary school and participating the lesson of disaster reduction. Students have lots of
activities to get secial knowledge and utilize them.

Activities
○ Make a book collecting the experience of Great Hanshin Awaji Earthquake 12th grader of
environment and disaster mitigation course
The title of the book is ‘To Continue storytelling’ In this book, it contains the fear against an
earthquake, sadness of loosing families, when students were yet 2nd graders at that time. Although
the ways they live are different from each other, there is a common wish that ‘they want to tell the
lesson.’ One of the students ‘H’ tells that she could not get out of the bed because of the fear. She
continues that what we have to leave is not the numbers but the lessons. Thus, they call this book
“A textbook filled with each experiences and lessons.”
○ 1・17 Earthquake Memorial 2005
Don’t forget Hanshin Awaji Earthquake ~Our mission who are responsible to 21st century~’
On every 17th of January, we held the event “1.17 Earthquake Memorial.” This year our event was
broadcasted by the Internet using Hyogo Informative Education Network.
○ 11th graders of the environment and disaster mitigation course
Students are participating in the Natural Disaster Youth Summit. They exchanged mails with
pupils of Nagoya municipal Yanagi elementary school who are preparing for the coming Tonankai
Earthquake, worked as volunteers for the area where suffered the damage by Typhoon No.23 and
Niigata Chuetsu Earthquake. Students also send messages what they have learned from their
activities.
○ International Cultural Exchange
We are having an international collaborative learning with a school in Nepal. Its theme is
‘Disaster Reduction’.
Last summer 14 students visited Nepal. The purpose of this educational exchange is to learn and
teach them the importance of disaster reduction through the presentation of experience of the
earthquake and disaster reduction education. Students visit and see how to build the strong school
against earthquake supported by NSET-Nepal.

Our Little Knowledge Can Save People
兵庫県立明石西高等学校
国際人間科 1 年
http://www.hyogo-c.ed.jp/~meisei-hs/
工 義尚

yotakumi@hyogo-c.ed.jp

I.

学校でチームを組織。

II.

インターネットや本、新聞などから
『心のケア』を中心とし、
『災害支援』などの情報を集め、意見を交換し合いました。

Ⅲ.

神戸地区・淡路地区の生徒から当時の被害状況や援助について教えてもらいました。

大地震や洪水、津波、火山活動など、さまざまな自然による大災害が起こっています。災
害規模の大きなものは、テレビや新聞でも、始めの内は報道されますが、その後どうなっ
ているのかは知らせてはくれません。そのため、私たちはつい、それがもう終わってしま
ったと思い込んでしまいます。しかし、阪神淡路大震災から１０年が経った今でも、地震
の恐怖の後遺症で苦しんでいる人が大勢います。私たちは人々の記憶から薄れていく被災
地で報道されなくなった今もなお災害の傷跡と共に生活している人々が少しでも明るい未
来が開けるような社会作りや、被災地の人々が少しでも災害で味わった苦しみから開放さ
れ、明るい生活を送れる手助けなどができたらと考えています。またそのような後遺症を
軽くするように災害後すぐにできるボランティアなどについても調べていく予定です。

Our Little Knowledge Can Save People
Hyogo prefectural Akashi west high school
Department of Grobal Awarnes first grade
http://www.hyogo-c.ed.jp/~meisei-hs/
Yoshinao Takumi
yotakumi@hyogo-c.ed.jp

1.We organized a NDYS team.
2. We collected information about mental care and assitance in disaster from internet, books
and newspapers and exchanged ideas.
3. We learned the damage and assitance in Great Hanshin

Earthquake from the students in

Kobe and Awaji areas.
Various natural disasters such as earthquakes, floods, tsunamis and volcano eruption are
happening all over the world. TV and the press cover ones damaged on a large scale only at
the beginning. As they don't cover what are happening after that, we tend to think they have
been already over. It is 10 years since we had Great Hanshin Earthquake, but many people
are still suffering from disaster trauma. We'd like to do something to make the better society
where those people can have bright future prospects, and to help the people in the disaster
sites live happily released from the suffering

in disasters. We'd like to continue to do

research on volunteer activities to relieve such post-traumatic stress.

英語・総合的な学習の時間での取組

日本 明石市立野々池中学校 ３年生
山口 浩一郎・奥内 正浩
E-mail: nono-jhs@edi.akashi.hyogo.jp
参加フォーラム：すべてのフォーラムに参加（３学年全員で参加 6 クラス）
１．活動経緯
2004/07 英語震災レポート作成
2004/07 ケニアの自然災害について学習
講師 ゴードン・ニャバデ氏
2004/08 エジプトとテレビ会議 サミットに参加
を呼びかけ
2004/09 掲示板等を使って、自己紹介、地域紹介
などを行っていく。
2004/10 台湾、イランとテレビ会議 豊岡の水害
を報告
2004/10 明石市防災センター訪問
2004/11 人と防災未来センタ訪問
2005/01 防災訓練、市消防署を招いて防災講演会
2005/01 復興への思いが世界を包む「絵画展とテレビ会議」で
中間発表
２．活動内容
２－１．英語震災レポートの作成
夏休みを利用して、震災英語レポートを作成した（会議中のポス
ターセッションでも掲示）
。震災当時４歳の生徒たちにとって、震
災は「親の愛情」を確認する場になったようである。揺れている
中、周りの人が守ってくれたことを、しっかり覚えているようで
ある。生徒たちにとっては、震災新聞は、英作文をはじめて、担
当の先生や、クラスメイトだけではなく、インターネットを通じ
て、多くの参加者に見てもらえる機会となり、コミュニケーショ
ンツールとしての英語というものを実感していた。
（図１生徒の作
品）
２－２．エジプトとのテレビ会議
8 月 31 日、日本での防災の日の前日、エジプトとテレビ会議を行

（図１） 生徒の作品

った。内容は、お互いが主催したユースサミットの交流である。野々池中学校の生徒は、防災世界子ども会
議の実行委員に入っており、これから行うサミットの紹介、学習の進め方を話した。エジプトの方からは、
エジプトが行ったユースサミットの様子を伝えてくれた。
（図２）
２－３．台湾・イランとのテレビ会議
台湾の生徒とテレビ会議を行った。テーマは「災害」台風 23 号による兵庫県下の水害を、新聞を使って海

外に説明した。台湾等では、テレビや新聞でも報
道されていることに驚いた。おたがい、歌を歌い
あったり、言葉の壁を感じさせない楽しい時間に
なった、
２－４．総合的な学習の時間お取組
総合的な学習の時間では、国際交流、国際協力、
環境、文化、防災といった内容で、HAT 神戸スタ
ディーツアーに参加した。防災を担当したグルー
プは、震災当時の様子を再現した防災未来センタ
ー、また、そこにある多くの資料、ここで生徒た
ちは期待以上に多くのことを学んだ。特に語り部
さんの話は、
「災害の怖さ」を知ると同時に、災害

（図 2）エジプトとのテレビ会議

時の協力の大切さ、ボランティアの意義を学ぶ大
きな場になった。
（図３）
２－５．防災訓練
明石市、明石市の消防本部と協力して、防災訓練
を行った。残念ながら当日は雨天のため、避難訓
練ができず、体育館での講演会が中心になった。
簡易トイレの設営を見学したり、神戸へ救助に向
かった消防士の話を伺ったり有意義な時間になっ
た。
最後に、
アルファー米という非常食を試食し、
食料や水が常に、明石市では準備されているとい
うことを知り安心していた。

（図３）生徒の作成したプレゼンシート

２－６．復興への思いが世界を包む「絵画展とテレビ会議」で中間発表
各クラスの有志が集まり、冬休みから発表準備を進めてきた。原稿作成から、時間内で発表できるように、
何度も練習した。
（図４）
３．これからの取り組み
本校の生徒は、この春卒業したので、継続して
授業を行うことができない。3 月に行われる防
災世界子ども会議では、実行委員として会議の
準備に当たってくれる。学習の成果が、壁新聞
などの形で残っており、今後、後輩たちが学習
を継続してくれたらと思っている。
４．感想
今年は、総合的な学習の時間、英語科を中心に
取組んだが、さらに理科、社会科と協力して授
業を進めることにより、さらに中身の深いもの
になると感じた。生徒たちもテレビ会議には予

（図４） 中間発表の様子

想以上に前向きに取組んでくれたので、継続し
て学習できたらいいなぁと思っている。
生徒たちにとって、掲示板や、テレビ会議等の同年代の生徒との交流は、英語を学習しようという意欲が増
してきた。そして積極的に掲示板に書き込みをしていた。

NDYS Project (Period for integrated
study and English class)

Japan Akashi Municipal Nonoike JHS
Koichiro Yamaguchi Masahiro Okuuchi
E-mail: nono-jhs@edi.akashi.hyogo.jp
TOPIC: All topics (208 students joined the project.)
１．Process of the project
2004/07 Earthquake report
2004/07 Lecture “Natural Disasters in Kenya”
Speaker

Mr. Gordon Nyabade

2004/08 Video conference with Egypt
The topic is the youth summit.
2004/09 Introducing ourselves, community using
the forum.
2004/10

Video conference with Iran and Taiwan(Report the damage of Natural disaster)

2004/10 Study trip to Akashi natural Disaster Reduction center
2004/11 Study trip to the Disaster Reduction Museum in Kobe.
2005/01 Fire Drill and lecture (lecturers are from Fire department in Akashi)
2005/01 Presentation at Yumebutai
２．Contents of the project
２－１．Earthquake report
Students made reports about the Hanshin-Awaji
Great Earthquake for the summer homework.(You
can see them at the poster session booth). They
were four years old when the earthquake happened.
The damage was terrible but it was also a chance to
confirm parents’ love. During the earthquake parents
protect them. And they clearly remember that.
Students were very glad, because many people read
their English writings using the Internet. And they
understand that English is a tool to communicate
each other.（Picture 1）
２－２．Video conference with Egypt
Video conference was held on August 31. The day is

（picture１）

Student writing

one day before the Natural Disaster Reduction day in
Japan. The topic is ‘youth summit’. Students in Egypt introduced their youth summit that were held on that
day, and our students introduced NDYS and asked to come to the conference.（picture 2）
２－３．Video conference with Taiwan and Iran

We had a video conference at the end of October.
The day was just two days after the big flood that
was

happened

in

Hyogo

Prefecture.

We

introduced the damages using the newspapers.
Students were very surprised because students in
Taiwan already know the news. Newspapers and
TV in Taiwan reported about it. After the report we
sang each other, it was a really fun time
２－４．Class in the integrated study period
The topics of the Integrated study period are
international exchange, International cooperation,
environment, culture, Disaster reduction. We

（picture 2）

Video conference with Egypt

went to HAT Kobe and joined the program called
‘HAT Kobe study tour’ that was held by Hyogo International Association. Students who took Disaster
Reduction for the topic went to the Disaster Reduction Museum. They learned a lot than we expected.
Especially speech that was spoken by the man who had a volunteer activity after the earthquake was very
impressive. I could learn not only fear but also
importance of collaboration（picture 3 ）
２－５．Fire Drill
On

January

17

(10th

anniversary

of

the

Hanshin-Awaji Great earthquake) we had a fire
drill. Staffs from Akashi City office and Fire
departments came to our school and told us how
to escape from the fire and earthquake. After the
drill, a fireman who went to Kobe to put out fires
told us about that time. We knew that many

（picture 3）Presentation sheet

emergency foods are stored in Akashi city.
２－６．Speech on January 18th
We practiced almost a month for the speech. We had
to have our presentation in 8 minutes.
(picture 4)
３．Future Activities
Students have just graduated from school this March
and it is hard to continue the project. But many of the
students support the NDYS in March. And students
made many newspapers and some of them are posted

（picture 4）

presentation on Jan

on the wall in school, so we hope that some of the younger students will read them, and continue to study
about the natural disaster.
４．Remarks
We took this project in the English classes and the integrated study periods. With Cross curricular
cooperation (like science, social studies, music) students are able to study deeply.
I am very happy to see the students try to communicate using the forum and videoconference.

My 1.17

国名: 日本
学校名: 兵庫県立川西高等学校宝塚良元
学年: 高校３年
学校のウエッブ: http://www.hyogo-c.ed.jp/~ryogen-hs/
参加教員名: 納谷淑恵

Mr. Noel Bradshaw

y_naya05@yahoo.co.jp
トピック: What can I do?

プロジェクトの経過:
1) プロジェクト事前調査：生徒に地震に
ついてのプロジェクト行うことについ
て合意を得る。大きい被害を受けた生
徒の心のケアを注意する。
2) 自由討議：1995 年の震災を思い出し、
自分の経験をクラスの仲間と語り合う。
3) 質問にそって自分の経験を文章にする。
4) コンピュータに打ち込む
5) 校内学習発表

Picture 1: プロジェクト参加生徒

（途中経過報告）

6) 地震体験と防災の重要性を伝えるメッセンジャーとして「防災さくら」を交流校に送る。
6) １月１８日

学校代表生徒による、春一番の丘でのさくらの植樹、

7) １月１９日

阪神淡路大震災１０周年記念特別授業

イランより Ms. Mojgan Momeni を迎えて
8) 「防災世界子ども会議 2005 in ひょうご」発表準備
8) ３月２８日「防災世界子ども会議 2005 in ひょうご」にて成果発表

Picture 2: 春１番の丘にて記念植樹

Picture 3: Ms.Mojgan Momeni 特別授業

学習内容:
成果物:

Booklet ‘My 1.17’

それぞれの震災体験をまとめ、小さな本として、多くの人々に読んでもらえるようにする。
A4 サイズで製本したものは、学校の図書室に置き、後輩の学習に役立つ資料とする。
ポケットサイズの本は、多くの人々に震災の被害を知ってもらうために作成する。
ウエッブにて、震災体験を公表する。
来年度の活動：
新しい学年で、再び防災プロジェクトを行う。グローバルな防災学習ネットワーク作りをする。
Remarks:
このプロジェクトでは、生徒は同じクラスの仲間の経験を知ることができた。また海外の仲間ととも
に学ぶことで、防災学習を一国のみで行うのではなく、協同で行うことにより、地球規模で自然災害
について学ぶことができた。

My 1.17

Country: Japan
School: Hyogo Prefectural Kawanishi Senior High School Takarazuka Ryogen
Grades: 12thst (Upper Secondary School)
School website: http://www.hyogo-c.ed.jp/~ryogen-hs/
Teachers’ names: Ms. Yoshie Naya

Mr. Noel Bradshaw

y_naya05@yahoo.co.jp
Topic: What can I do?

Process of the project:
1) Pre project research:
Asking students whether they want to
study Earthquake or not.
Since some of the students had a
awful experience of Earthquake in
1995, we cared students readiness.
Picture 1: Students participating in the project

2) Free discussion.

Students have talked about their own experience of Hanshin Awaji Great Earthquake in 1995
among class metes.
3) Write down their experience according to the questions:
4) Type them as text by computers.
5) We sent our NDYS little Ambassador ‘Sakura’ as a messenger to participants schools.
6) Representative students attended the event on 18th of January and plant a cherry tree as
commemoration of NDYS.
7) Special lecture ‘Rescue of the information age’ on 19th of January.
8) Preparation for the NDYS 2005 in Hyogo.
8) Make a presentation at

NDYS 2005 in Hyogo

Picture 2: Tree planting at Haru ichiban no
oka in Awaji island on 18th of Januray 2005

Picture 3: After the lecture of Ms. Momeni
on 19th of January

Contents:
Product:

Booklet ‘My 1.17’

We created the booklet which contains our experience. This pocket size booklet goes everywhere
with you when you need to be encouraged.

Future activities:
We will start new activities for new school year project.

Remarks:
We learned from each other how we survived. Most of us went to Elementary Schools.
Some of us stay at the elementary school long time.
We learned from classmates experience that how we survived.

防災教育を通した ICT 国際交流
名古屋市立柳小学校

5・6 年生全員

http://www.yanagi-e.nagoya-c.ed.jp
廣田

元子

E-mail: motoko@cty-net.ne.jp
参加フォーラム：被災した人の「心のケア」
１．活動経緯
国際理解学習を進める上で，先生方から国際交流がしたいというのがきっかけで，防災プロジェク
トに参加しました。プロジェクト実践のための準備として，
①

世界の人たちと防災学習を通して国際交流をすることを前提として，世界に手紙を運ぶ熊さんと
いう設定で「ポストベア」のキャラクターを登場させたり，学習内容のキャラクターを設定したり
しました。

②

国内・外の人たちとリアルタイムに話が出来るように，インターネットテレビ会議の導入やホー
ムページを通信の窓として学校のコンピュータに設定をしました。

２．活動内容
①過去に起こった災害についての学習
防災プロジェクトに参加している国 13 カ国について調べ，その国に起きた災害について学習を
し，ポスターにして発表しました。
②災害のメカニズムについての学習
災害が起こった国の気候・風土等からその原因を想定し，ポスターにして発表しました。
③被災地の様子についての学習
「阪神・淡路大地震」で被災した人の話を直接聞いて，被災した後の心の傷跡を知りました。
④防災についての学習
自分の身の回りで安全なところを探したり，家族会議を開いて「我が家の防災」について考え，
ハザードマップや防災袋を設置したりしました。また，今までの学習を踏まえて，「未来の防災」
対策を考え，ポスターにして発表しました。
⑤被災した人への「心のケア」についての学習
防災学習を進めるうちに，子どもたちの心の中に「心に傷を受けた人たちに何かしてあげたい」
という気持ちが芽生えました。阪神・淡路大震災で被災した人の様子と，その時「あったかい味噌
汁とおにぎりがおいしかった。」という話を岡本和子さんから子どもたちは聞いて，新潟中越地震
で被災している人たちの様子をテレビで見た後，もう少し大きくなったらボランティア活動ができ
るようになりたいと「炊き出し」実習をしました。＜6 年 2 組の取り組み＞アルメニアの人たちの
被災の様子をインターネットで知って，何か慰められる事ができないだろうかと考え，みんなで話
し合い，アイデアを出し合って，「被災したアルメニアの人たちに日本の歌をプレゼントしよう」
とホームページに歌を掲示しました。6 年 1 組の取り組み。その歌を聞いてスロバキアのダリア先
生が感激してくださり，「洪水で苦しむ子どもたちに手作りすごろくゲームや手作りトランプをプ
レゼントして遊んでもらおう」6 年 2 組・5 年 1 組の取り組み。
「寒空にお腹をすかした被災者にお
いしくて暖かい味噌汁と，おにぎりを食べさせてあげよう」と E-mail やホームページ，実際に手
作りのおもちゃを作って郵送し，ICT を使った国際支援活動を始めました。

３．これからの取り組み
「心のケア」活動に取り組む子どもたち
イランからの訪問者，モジュガンさんの被災した子どもたちの話を聞いて，イランに音楽の贈り物
を，同時にスマトラ島沖地震のニュースを聞いて，被災者への心のケアセンター建設のための「ピー
ナツベア基金」を作ろうと募金の準備が開始されました。6 年全員の取り組み。
４．感想
子どもたちが「防災」に対して意識的に取り組み，周りの人たちの意識を変えていきました。今ま
でなかった地域のハザードマップも PTA が作りました。本当に凄い取り組みです。

ICT international exchange via disaster prevention education
Forum participated: mental care of survivors
Yanagi Elementary School
http://www.yanagi-e.nagoya-c.ed.jp
Motoko Hirota
E-mail: motoko@cty-net.ne.jp

1. Details of activity
We joined the NDSY project because teachers of our school have hoped to exchange
internationally in course of proceding the learning of international understanding. We prepared
for the practice:
(1) On the assumption that we will exchange internationally through disaster prevention study
with people the world over, we let "post bear" which is designed to have a mission to deliver
letters all over the world appear and set characters concerning the contents of our study.
(2) We started the practice of TV conference thruogh the Internet, set up our school's web site sa
as to

communicate with the people at home and abroad.

2.Activities
(1) Study about

past disasters

We studied about the 13 countries joined the NDSY and the disasters they had suffered, then
presented the results of their research written on posters.
(2) Study about the mechanism of disasters
We assumed disaster-hit countries'climate to be causes of disasters, then presented the results
of their research written on posters.
(3) Study about the situation of disaster-hit area
We came to know emotional trauma of disaster survivors by listening to their experience
directly from them.
(4) Study about disaster prevention
We have drawn hazard map and installed bags with emergency supplies as a result of our
studies of searching

our neighbourhood for safe places or family discussion. Then students

presented "disaster prevention in the future" written on posters on the basis of their studies.
(5) Study about "mental care" for survivors
In the process of studying disaster prevention, awareness for "do something for survivors
surrering from emotional trauma" has been raised. Students listened to what Ms.Kazuko
Okamoto said about victims of the Hanshin-Awaji earthquake, and her remark "served hot
Miso soup and rice balls made us really happy." When the Chuetsu earthquake broke out,
students watched disaster victims on TV, then they said they want to serve as volunteers in
the future. We practiced to cook food designed to be distributed to victims.

[work by 6grade-2class]
Studying about the situation of Armenian victims through the Internet, students discussed if
there were anything they could appease them. After the discussion, they decided to post
Japanese songs on our web site in an effort to cheer them up by giving them the songs
Japanese.
[work by 6grade-1class]
i-EARN Slovakia's Teacher Dahlia was deeply touched by listening the songs posted by our
students. That encouraged that students help slovakian students suffering from flood cheer up
and enjoy by giving them handmade Japanese backgammon and cards.
[work by 6grade-2class and 5grade-1class]
Students tried to serve hot delicious Miso soup and rice balls to survivors in the midst of cold.
They launched international support activity via ICT including e-mail or web site, and sent
their handmade toys to other countries.
3. Activities in the future
Children working on "mental care" activity
Iranian i-EARN representative Ms. Mojgan Momeni visited our school and told about the
situation of earthquake-striken children, which encouraged students to give Iranian people songs.
At the same time, the news of the massive earthquake off Sumatra urged students to launch the
preparation for fund-raising drive for "Peanuts Bear Fund" aiming at constructing survivors'
mental care institution. This is the work engaged

by all 6 graders.

4. Impression
Students consciously have worked on "disaster prevention", which also changed the awareness of
their parents and others. Our PTA drew hazard map of our region for the first time. I think this
project affects peoples' awareness and attitudes, it's a really wonderful project.

「私たちにできること」 What We Can Do ･･･
日本
啓明学院中学校・啓明女学院高等学校
http://www.keimei.ed.jp/
斉藤 利枝
m-r-saito@ares.eonet.ne.jp

１９９５年１月１７日、阪神淡路大震災が起き、６，４３３人もの命が失われました。当時高校１年生だった
私たちの先輩も、その中の一人でした。先輩や犠牲になられた方の命を忘れないように、と始まったのが私たち
のグループです。ですから、私たちの目標は、震災を経験していない人たちや、忘れかけている人たちに、日頃
から震災に関心を持ってもらい、備えをしてもらうことです。
２００３年１２月にイランで地震が起きたときは、街頭募金や年賀はがきのリサイクルなどをして、JEARN
や他の団体を通じて寄付をさせてもらいました。多数の犠牲に心が痛みましたが、バムの子供たちが絵を描いて
いるかわいい姿を見て、少し安心しました。
私たちのグループには中学２年生から高校３年生までいますが、主なメンバーは中学２年生と３年生で、阪神
淡路大震災の時は４歳か５歳でしたから、記憶がはっきりしていませんでした。また、メンバーの中にも被害の
大きかった人と、全く被害の無かった人がいて、いろいろな違いがありました。
まず、インターネットなどで阪神淡路大震災について調べなおした後、神戸市にある「人と防災未来センター」
（http://www.dri.ne.jp/）へ行きました。そこでは、地震のメカニズムや地震後の心のケアについてなど、たくさ
ん学ぶことがありました。また、長岡照子さんという、語り部の方のお話を聞かせていただき、助け合いや命の
大切さを深く心に刻みました。
秋には、文化祭で「阪神大震災追悼ろうそくの再生」をしました。毎年１月１６日の夜から一晩中、兵庫県伊
丹市で犠牲者の数だけろうそくを灯し続けるのですが、溶けたろうを再利用して、新しいろうそくに作り変えて
いく作業です。グランドの砂が混じったりして色は茶色いし、手作りなので形もきれいではありませんが、たく
さんの人々の祈りが込められ、それを受け継いでいく、とても大切な行事だと思いました。文化祭では多くの生
徒や来校者が参加してくださり、震災のことに興味を持ってもらえたと思います。ちょうど、兵庫県の川西・宝
塚良元高校から「防災桜ベアー」が本校に来ていましたので、一緒に手伝ってもらい、楽しかったです。
そして１０月２３日、新潟で大震災が起きました。本校では高校生が募金活動をしていたので、中学生はアイ
アーンを通じて、新潟へ励ましのメッセージを送りました。世界中からもメッセージが届いているのを見て、イ
ンターネットを通して、人々の優しさと連帯感を感じました。
その後、新潟の大震災と阪神大震災を比べてみて、同じような規模の震災でも、起きる場所によって、被害や
その後の状況、必要とされる救援の形がずいぶん違うことを知りました。たとえば、神戸では震災に続く火災が
ひどかったのですが、新潟では土砂崩れや水害がありました。防災というのは、ところ変われば違う備えや対応
が必要だと思いました。神戸では、仮設住宅に入ってからの孤独死が問題になりましたが、新潟ではその経験を
活かし、同じ村の人が固まって暮らせるようにするなど、工夫が見られます。
１２月２６日、前年のイラン地震と同じ日に、インド洋で大きな地震が発生し、津波による死者は日を追って
増え続け、信じられないような大きな被害が出ています。何とかして、被害を軽くする方法は無かったのだろう
かと悔しく思います。今回、スリランカでは野生動物の被害がほとんど無かったことを聞き、地震予知に、人間
には無い動物の力を利用できないか、と考え始めているところです。
今までの学習で、防災には、日頃からの人と人とのつながりが大切だと分かりました。人だけではなく、地上
に住む全ての生き物が協力して、自然災害と闘っていく方法を見つけたいと思っています。プロジェクト参加校
の皆さんとも交流を続けていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。

“What We Can Do”
JAPAN
Keimei Gakuin Junior High School/ Keimei Jo Gakuin Senior High School
http://www.keimei.ed.jp/
Rie Saito e-mail: global@keimei.ed.jp
The Great Hanshin-Awaji Earthquake occurred on January 17th 1995, the death toll from the quake climbed
to 6433 lives. Among the victims was our then senior high school’s 1st grader. We launched our project in order
to remember the student and the victims of the earthquake. Therefore our goal is to encourage those who have
no experience of the disaster or people whose memories about the quake are fading away to take an active
interest in and prepare for possible earthquakes.
When the massive earthquake broke out in Iran in December 2003, we donated to the earthquake-stricken
area through JEARN or other institutions by collecting contributions on the street and recycling New Year
Greeting post cards. We felt really sorry for leaving many victims, but we felt relieved to see the lovely scenes
of children in Bam drawing pictures.
Our project group consists of students ranging from 2nd graders of junior high school(14) to 3rd graders of
senior high school(18). Most of the members are in 2nd and 3rd grade of junior high school. When the Great
Hanshin-Awaji Earthquake occurred they were only 4 or 5 years old, so they don’t remember that clearly. Some
of the members suffered great damages, others did not at all. They differ in experiences from each other.
We began with examining about the Great Hanshin-Awaji Earthquake again through the Internet, then we
toured “Disaster Prevention and Human Renovation Institution” in Kobe (http://www.dri.ne.jp/). At there, we
learned many things about earthquake including its mechanism and mental care after experiencing disasters.
We had an opportunity of listening to the experience told by “earthquake survivor”, Ms.Teruko Nagaoka, her
story impressed the importance of helping each other and saving one’s life on us.
Last fall, we demonstrated “Recycling of memorial candles” in our school festival. These candles are used for
the event in which as many candles as the earthquake- victims in Itami,Hyogo are lightened throughout the
night of January 16th, we helped the work to make candles again by recycling melted wax. Although the wax is
brownish color with containing sand of the field and the shape is not fine because of handmade, we realized the
importance of the practice of taking over the candles into which many people’s prayers are put. At our school
festival, many students and visitors participated in our event, which helped us rouse their awareness toward
the earthquake. “Sakura Bear”(NDYS’s envoy) of Kawanishi-Takarazuka Ryogen High School was with us
when we demonstrated “Recycling of memorial candles”, we had very good time to work with the bear.
On October 23rd, another big earthquake occurred in Niigata prefecture. In our school, senior high school
students started a drive to raise funds, junior high school students send messages to encourage the people in
Niigata through JEARN. We found that many messages of sympathy from all over the world on JEARN web
site, feeling people’s affection and sense of solidarity through the Internet.
After compared the Great Hanshin-Awaji Earthquake with the Niigata Earthquake-both of the quakes were
almost equal in terms of magnitude-, we realized that damages caused by earthquakes, aftermath conditions
and the kind of aids needed differ greatly from stricken area to area. Whereas Kobe suffered from fires in the
aftermath of the quake, Niigata did from landslides and floods. We understand that we need to take different
measures or preparation to prevent disasters in different places. In Kobe, to die solitary death in temporary
housing posed controversial problem, but in Niigata, they took that experience into consideration, planning
survivors could live with the people of the ex- community .
On December 26th, the 1st anniversary of the Bam’s Earthquake, massive earthquake occurred in the Indian
Ocean. The death toll from the tsunami goes on increasing everyday, leaving incredible damages. We regret not
having taken any measures to mitigate the damages. We heard there were little damage among wild animals
in Sri Lanka, so we have began to think whether we can make good use of their special abilities to foretell the
earthquake.
Our studies have proved that ties between people in daily life are indispensable to disaster prevention. We
desire to find the way to fight natural disasters by cooperating with all living creatures on the earth as well as
human being. We hope to continue to exchange with schools participating in the NDYS project.

知ること・伝えることが防災へ
日本

神戸国際大学附属高等学校

第２学年

国際科 33 名

URL： http://www.kobe-michael.ac.jp/
大木誠一（世界史）
E-mail: ohki@kobe-michael.ac.jp
参加フォーラム：これから、どうしたらいいの？
１．活動の経緯
1-1

2004年9月から11月の活動
教職員の震災体験を取材、震災に関する調べ、「語
り部」を通して知った震災体験、
震災に関するビデオの視聴

1-2

2005 年１月 12 日から 24 日
プロジェクト学習「震災から学ぶ防災」

1-3

他教科からのサポート（２月現在、進行中の授業）

(1)英語 ： 災害に関する英語を、プリントを使用し学習している。
(2)聖書 ： 阪神淡路大震災を、社会的弱者の視点からとらえ、人権に対する考え方とボランティアのあり方を
生徒たちは学習している。
(3)日本史： 関東大震災について、インターネットを使用した調べ学習の後、当時の歴史的状況をレポートとし
てまとめている。
２．活動内容
(1)教職員の震災体験を取材（2004年9月～11月）
９グループで分担を決め、５８名の教職員に震災体験を取材した。その結果を、WEB上で公開している。
http://www.kobe-michael.ac.jp/~grade0209/sinsai01/index.htm
(2)震災に関する調べ（2004年9月～11月）
阪神淡路大震災、中越地震について、インターネットを使用して調べ学習を実施し、結果を、各自ワークシー
トにまとめた。
(3)「語り部」を通して知った震災体験（2004年9月～11月）
西宮市で被災されたＩ先生が、「語り部」となって、自らの体験を１時間、生徒の前で語り、内容を英訳し
WEB上で公開している。
http://www.kobe-michael.ac.jp/~grade0209/kataribe/index.htm
(4)震災に関するビデオの視聴（2004年9月～11月）
「映像記録 阪神大震災」（114分 制作 毎日放送）を、視聴する。
(5)プロジェクト学習「震災から学ぶ防災」
（2005 年１月 12 日から 24 日）
海外実習先ニュージーランドのホームステイ先・地域のコミュニティ・学校を想定して、「震災から学ぶ防災」
をタイトルにしたプレゼンテーションを企画し実施する。ここでは、異文化交流を想定したうえで、生徒たちが、
言葉を越えて「人に何かを伝える」ということの本質がどこにあるかを認識し、それを実践できることを目指し
た。http://www.kobe-michael.ac.jp/~ohki/04iearn.htm
３．これからの取り組み
このプロジェクトに参加した国際科は、2005 年 6 月、ニュージーランドで、海外実習を実施する。そこで、
2005 年度の授業「国際理解」のなかで、このプロジェクトの成果を、現地での交流に生かすため､いくつかの課
題を検討している。
（１） Web 上の、コンテンツを英語科と協力して、英訳する。
（２） プレゼンテーション「震災から学ぶ防災」を、英語で実施できるようにする。
（３） 異文化交流のために、まず、生徒が､ニュージーランドを「知ること」
、次に、日本のことを「語る
こと」ができるような授業を企画している。

４．感想
震災で大きな影響を受けた神戸にある学校として、このプロジェ
クトに取り組んできました。生徒たちは、小学校の低学年で震災を
経験したため､記憶が薄らぎ、鮮烈な印象を残している者は、ほとん
どいませんでした。しかし、最後のプロジェクト学習のなかで、彼
らが書いたものを見ると、神戸の生徒たちにしか書けないものが、
たくさん含まれていると思います。以下に、彼らの書いたものの一
部を紹介します。
（１）授業中のワークシート「震災の際に必要だったもの」に書か
れた内容
精神的なもの
仲間を助けようとする心、他者を思いやる気持ち、人とや
さしさ、生きる意志、ポジティブな思考、信頼、友情、こ
ころ、愛、希望、楽しみ、心のケア（一番つぶれたのは、自分のこころだから）
人に関するもの
人助け、ボランティア、協力できる仲間、人とのかかわり、人的資源、人、仲間、友人、
協力、家族、他者からの支援、助け合い、下敷きになっている人を助けること、見回り
物質的なもの
娯楽、乗り物、医療、トイレ、衣、住、金、医療器具、燃料
その他
光、情報
（２）
「人になにかを伝えるということは？」に対しての感想
情報を共有すること。
人と人のコミュニケーションです。
人に何か伝える為には、自分が理解せなあかん、まず、そこから始まる。
自分の意見を客観的にまとめあげ、短時間で伝えることである。しかし、あくまで自分の意見などで、
例やデータなど他人と共有できるものを出すべきだ。
・・・やっぱり、計画をたてていかないと、何をどう伝えたらいいのかわからなくなってしまう。人に、
何かを伝えるということは、とても難しいと思った。
・・・過去の出来事を、未来の人々に伝えることによって、お互いわかりあえるようになる。
伝えたい相手に、自分が伝えたいことをしっかり伝えられるかどうかについて、言葉の組み立て方、適
している表現とか、身振り・手振りで伝えることがとても重要だと思う。・・・
（３）プレゼンテーションについての感想
10年前に、自分が経験したことを思い出して授業が出来たことを、とてもうれしく思う。だんだんと忘
れかけていたことを改めて考え、防災について考えを持ててとてもよかった。
震災がどれほど恐ろしいものかということと、対策がどれだけ大事かということを改めて思い知らされ
た。
震災プロジェクトに参加したことはいい経験になったと思います。普段ならできないことなので、ぼく
らはめぐまれているなと思います。このことを生かして、今後の災害が起きた時に、役立っていきたい
です。

To understand and to inform lead to disaster prevention
JAPAN / St. Michael’s High School (affiliated with Kobe
International University), International Course, second
grade 33 students
URL : http://www.kobe-michael.ac.jp/
Seiichi Ohki (world history teacher)
E-mail : ohki@kobe-michael.ac.jp
Forum we participated : What shall we do for tomorrow?
1. Details of the activities
1-1 Activities 2004. 9-11
To study about the earthquake by covering the teachers’ and staff’s experiences, investigating the disasters
caused by it, acquiring the knowledge through the story told by “an earthquake survivor”, and watching the
disaster-related videos.
1-2 Jan. 12-24, 2005
Project study “Disaster Prevention Learned from the Earthquake”
1-3 Support study in other subjects (project under way as of February)
(1) English : Students study English related to disasters by using copies.
(2) Bible : Reviewing the Hanshin-Awaji Earthquake from the socially weak people’s point of view, students
study how to respect human rights and what to do as a volunteer.
(3) Japanese history : Students study about “The Great Kanto Earthquake (1923)” on the Internet, then
complete their report on its historical background.
2. Contents of activities
(1) Coverage of the teachers’ and staff ’s experiences of the earthquake (2004 9-11)
9 groups covered 58 teachers’ and staff’s experiences of the earthquake. You can see their reports on Web
site.
http://www.kobe-michael.ac.jp/¯grade0209/sinsai01/index.htm
(2) Study about earthquakes (2004 9-11)
Students studied about “The Hanshin-Awaji Earthquake” and “The Chuetsu Earthhquake” on the Internet,
and completed their work sheets with the results.
(3) The knowledge acquired through the story told by “an earthquake survivor” (2004 9-11)
Mr. “I,” who had gone through the earthquake in Nishinomiya City, told the students his own experience as
“an earthquake survivor” for an hour, which was translated into English and released on Web site.
http://www.kobe-michael.ac.jp/~grade0209/kataribe/index.htm
(4) Watching disaster-related videos. (2004 9-11)
Students watched “Video Record of the Hanshin-Awaji Earthquake” (114 min. produced by Mainichi
Broadcasting).
(5) Project study “Disaster Prevention Learned from the Earthquake” (2005 Jan. 12-24)
Students plan and rehearse the presentation titled “Disaster Prevention Learned from the Earthquake” for
their host family, local community, and school in New Zealand, which they are supposed to visit during their
school excursion next June.
Students are expected to understand how important it is to “inform people of something” by getting over the
differences of language and culture, and put it into practice.
http://www.kobe-michael.ac.jp/~ohki/04iearn.htm

3. Activities in future
The students who participated in this project are to have their school excursion in New Zealand in coming
June 2005. So they will have the following assignments to do in “International Understanding” class
(beginning next April), in order to make the most of the results of this project when they meet the local
people.
(1) To translate the contents of Web site into English in cooperation with English teachers.
(2) To give their presentation “Disaster Prevention Learned from the Earthquake” in English.
(3) To “know” New Zealand first, then to be able to “talk” about Japan in cross-cultural communication.
Impression of the Project
We have worked on this project because our school is located in Kobe, devastated by the earthquake. Since
our students experienced the earthquake when they were 1st or 2nd graders (younger than 10-year-old), most
of their memories about the earthquake have faded away. Only few of them remembered it vividly. But
when I read the opinions they wrote down in the last project study class, I realized that many of them had
the views only students in Kobe could think of. Now let me introduce some of them below:
(1) Contents of the worksheets they wrote in the class “What we needed when the earthquake hit?”.
〔Mental aspect〕
courage to help others / compassion / kindness / will to live / positive thinking / trust / friendship / soul / love /
hope
〔Human aspect〕
helping people / volunteers / companions to cooperate with /
relationship with others / human resources / people / companions
/ friends / cooperation / family / support from others / mutual
cooperation / rescuing people from under collapsed houses /
patrol
〔Material aspect〕
entertainment / transportation / medical treatment / toilet /
clothing / houses / money / medical apparatus / fuel
〔Others〕
light / information
(2) Opinions about “What does it mean to inform people of something?”
to share information / communication with people / to understand what we want to inform first / to
summarize your opinion in a short time with examples and data you can share with others in order to tell it
to people objectively / Without planning, we are at a loss what to inform and how. I thought it’s very
difficult to inform people of something. / To inform the future generation of the past will help understand
each other. / In order to inform people of what you want to say, I think it’s very important to know how and
what to tell, as well as how to use gestures.
(4) Remarks on their presentations
I am very pleased that I could recall what I had experienced 10 years ago in this class. It reminded me of
what was gradually fading away in my memory, and gave me an idea of disaster prevention. I found it very
fruitful. / This study taught me how horrible an earthquake is and how important it is to take measures
against it. / We were very lucky to have an opportunity to join such a wonderful project as the NDYS. With
this experience, I want to play an important role in helping people in possible disasters.

僕たちの被災体験
日本
神戸市立湊中学校
http://www.kobe-c.ed.jp/mnt-ms/
担当

長田寿和子

neruda@mqb.biglobe.ne.jp
１．活動経緯
神戸市立湊中学校では、当時３，４，５歳だった子供達ですが、地震のことはくっきり
と記憶に残っている生徒が多いようです。中には数時間がれきの中に生き埋めになり、ク
ラッシュ症候群になった生徒や、失語症になった生徒もいます。
９月２９日には国連平和デーに協賛し、環境プログラムを発信している ENO という教育
ネットの指導の元、地球規模で環境、命、平和を守ろうというテーマで校庭に植樹しまし
た。
１２月には「人と未来防災センター」の資料をもとに防災クイズを作成し、防災への意
識を高める授業を持ちました。また予想される東南海地震や津波などの学習をしました。
１月１７日には地域割りのグループで避難訓練を行い、連絡系統をシュミレーションす
る訓練をしました。
その間起こった、スマトラ沖地震と津波、イランの地震について、生徒会を中心に呼び
かけを行い、募金を集めました。
「共生」というテーマで各学年総合学習を行っていますが、ますます増え続ける自然災
害、それと人が引き起こす戦争について、さらに学習し、今度行われる子供国際会議に見
える各国の生徒達と情報や学習成果を共有し、将来についの意見交換を行い、そこで得た
物をまた学校に持ち帰りたいと思います 。

Our Experiences of victims
JAPAN
Kobe Municipal Minato Junior-high School
http://www.kobe-c.ed.jp/mnt-ms/
Suwako

Nagata

neruda@mqb.biglobe.ne.jp
１．Activities
Minato JHS students were 3,4,5 years old when Hanshin Awaji Great Earthquake
occurred. They were too young to remember things but most of them remember about
this earthquake rather clearly. One of my students was buried under the rubbles and
became " crash syndrome" and another student became aphasiac.
On Sep.29, our school joined UN Peace event, advocated by an environmental network,
ENO program and we planted trees in our school yard with the theme of "environment",
" life" and "peace".
In December, we made a quiz for disaster prevention referred from "Disaster Reduction
and Human Renovation Institution". Students learned how to be more aware of disaster
prevention, preparing for the next predicted Tonankai Earthquake.
On January 17, students made a drill to make sure of the evacuation route, according to
area groups.
Students council members called all students for fundraising for the relief of Tsunami
and Iran Earthquake.
Students are learning about natural disasters and artificial disasters, so called wars in
the classes of Integrated Studies. Participants in NDYS from our school want to
exchange

their

opinions

with

other

students from the world, and share their
experiences after coming back to school.

新たなる災害に備えて
日本
http://www.konan-gs.ed.jp/
甲南女子中高等学校 中学３年生と高校２年生計約２００名
池本康代
E-mail: ikemoto@konan-gs.ed.jp

参加フォーラム：新たなる災害に備えて
１.

活動経緯
2004/05 学校で国際親善環境委員会委員長にプログラムに参加することを提案。
2004/11 学校で防災についてアンケート実施
2005/02 アンケート集計

２. 活動内容
２－１．アンケート実施
Ｑ１ 災害時の家族間の緊急手段の方法を決めていますか？
Ｙｅｓ
３４％
Ｎｏ
Ｙｅｓの家庭のうち、連絡手段は？
公衆電話
２６％
携帯電話
Ｙｅｓの家庭のうち、連絡先の場所は？
父の会社
親戚の家
Ｑ２

自宅
災害ダイヤル

家庭で約束した緊急避難場所はありますか？
Ｙｅｓ
５０％
Ｎｏ
Ｙｅｓの家庭のうち、それはどのような場所ですか？
自宅
近くの学校
公園

Ｑ３

１３％
２％

１４％
２０％
６％

家庭に防災用具を備えてありますか？
Ｙｅｓ
８３％
Ｙｅｓの家庭のうち、何を備えていますか？

父の職場
近くの病院
グラウンド

Ｎｏ

６６％
７４％
２１％
１８％

５０％
６％
６％
１２％

１７％

ミネラルウォーター
２１％
インスタントラーメン １７％
乾パン
６％
レトルトカレー
１３％
缶詰
１４％
携帯コンロ
１６％
ライター
１３％
懐中電灯
２１％
ヘルメット
４％
テント
６％
携帯ラジオ
１６％
文具各種
１３％
マッチ
１１％
その他
４％
お茶、レトルトご飯、ティッシュ、生理用品、トイレットペーパー
小銭、電池、カイロ、常備薬、アウトドアー一式セット、タオル
下着、ウェットティッシュ、ろうそく
など

３.

Ｑ４

日ごろの防災について心がけていること
・ 常に食品を常備し、切らさないようにしている。
・ 車のガソリンを半分以下にしない。
・ すぐに持ち出せるように防災用品と現金を袋に入れておいている。
・ 家具の位置を、もし地震がおきて倒れてきても危なくない位置においている。
・ ガスの元栓の確認、電源の確認。
・ 土砂崩れがおきやすいところを把握している。
・ お風呂の水は抜かない。
・ 家具の固定。

Ｑ５

災害時には各地からさまざまな支援が寄せられます。
a） どんな支援を送ると喜ばれるでしょうか？
毛布、食料、下着、仮設トイレ、冬季にはカイロ、おむつ、生理用品
義援金、寝具、医療品、薬、電池
ｂ）どんな支援が喜ばれるでしょうか？
炊き出し、復旧作業ができる人、義援金、ボランティア、医療関係の人
心のケアをする人

これからの取り組み
今回アンケートをとって、各家庭の意識を調べました。その集計を基に、新たなる災害に
備え、地域の通学路や危険な場所を調べ、話し合っていきたいと思います。

４．

感想
阪神淡路大震災から１０年がたった今、改めて防災について各家庭の様子を見るとまだま
だ備えが充分だとは言えないようです。これからも被災地の神戸からさまざまな取り組みを
していこうと思いました。

PREPARING FOR COMING DISASTERS
JAPAN
http://www.konan-gs.ed.jp/
Konan Girls School
Grade 8 & Grade 11 students approximately 200
Yasuyo Ikemoto
E-mail: ikemoto@konan-gs.ed.jp

Forum：PREPARING FOR COMING DISASTERS
１.

PROCEDURE
2004/05 Proposing International Goodwill Committee that they participate in this program
2004/11 Carrying out the questionnaires concerning disaster prevention
2005/02 Summary of questionnaires

２. ACTIVITIES
２－１．Carrying out the questionnaires
Ｑ１ Have you decided the way of making contact with your family members at the
time of emergency?
Ｙｅｓ
３４％
Ｎｏ
６６％
What is the means of making contact?
Public phone
２６％
Cell phone
７４％
Where is the place to make contact?
Father’s office １ ３ ％
Home
２１％
Relative’s home
２％
Disaster dial １８％
Ｑ２

Do you have the places to take shelter?
Ｙｅｓ
５０％
Ｎｏ
５０％
Where is such shelter?
Home
１４％
Father’s office
６％
School in the neighborhood
２０％
Hospital in the neighborhood ６％
Park
６％
Ground
１２％

Ｑ３

Do you have disaster prevention equipments?
Ｙｅｓ
８３％
Ｎｏ
What kind of equipments?

１７％

Mineral water ２１％
Instant noodles
１７％
Dried bread
６％
Retort pouch
１３％
Canned foods
１４％
Portable stove
１６％
Lighter
１３％
Flashlight
２１％
Helmet
４％
Tent
６％ Portable radio
１６％
Stationary
１３％ match
１１％
Others
４％
tea, retort rice, tissue paper, sanitary napkin, toilet paper,
small change, battery, medicine, outdoor equipment, towel,
underwear, wet tissue paper, wax, etc.

Ｑ４

What you have in mind for disaster prevention daily
・ preserving daily foods
・ keep always gasoline in no less than a half of tank
・ keeping disaster prevention equipments and money in a bag
・ setting furniture in stable place
・ making sure of places of gas and switch
・ knowing the places of landslide
・ keeping water of bathtub
・ stabilized furniture

Ｑ５

We receive various kinds of aids from many places of the world.
a） What kind of things do people like?
blanket, underwear, temporary toilets, warmers, diaper, sanitary napkins,
money, sleeping equipments, medicine, battery
ｂ）What kind of aids do people like?
supply of food, retrievers of the buildings or roads, money, volunteers,
people engaged in medicine, people engaged in mental care

Future developments
We have done the questionnaires and taken research of each family of our students.
From now on, we’re going to study dangerous places in our neighborhood and our routes
to school and discuss them.

３.

Impressions
We have learned that our preparation towards disaster is not enough. From now on,
we’d like to make various efforts from Kobe.

４．

Natural Disasters

－ Education, Preparedness and Mitigation, Cooperation
(What Can High School Students Do?)
---災害に備え、立ち向かう効果的な国際協力のあり方を求めて ---

国 名：

日本

学校名：

神戸市立葺合高等学校

国際科 第２学年

学校 URL: http://www.kobe-c.ed.jp/fki-hs/
担当教諭: 茶本 卓子、桝井 伸司、Ｒｏｓｅ Ｓａｂａｎａｌ
担当教諭 E-mail:

takako_chamoto_fukiai@yahoo.co.jp
ｍasui_2001@yahoo.co.jp
rose_sabanal@hotmail.com

参加フォーラム：
1.

What are natural disasters? 災害って何？

2.

Why do they happen? 災害ってどうして起こるの?

3.

What can I do? 災害が起こってどうなったの？

4.

What shall we do for tomorrow?

5.

How can I help you?

災害から身を守るためにどうしたらいいの？

災害から世界を助けるにはどうしたらいいの？

１．活動経緯
この活動は国際科２年生の総合学習の時間（国際事情研究）の中で、
「防災」に関心のある生徒 23 名を中
心にグループ学習の形で取り組んだものである。授業での使用言語は英語である。
2004/9

国際科２年生２クラスに呼びかけ、
「防災」に関心のある生徒 23 名で、プロジェクトチームを
作る。1995 年１月の阪神淡路大震災について、インタビューをし、英語日本語の雑誌からの情
報収集をし、ＮＨＫのドキュメンタリー番組を視聴して当時の状況を考察する。

2004/10-11 ４つのグループに分かれ、地震、台風、洪水、火山爆発の自然災害を取り上げ、どうして起こ
るか、どんな被害が生じるか、災害に備えるにはどうしたらよいかを調べる。
2004/12

１月の淡路での中間発表にむけて、パワーポイントを使った発表の準備をする。

2005/1

クラス内で発表し、自分たちの調べたこと、考えたことを共有する。1 月 18 日、淡路夢舞台で
行われた防災世界子供会議に参加する。植樹祭やテレビ会議に参加した後、中間発表のプレゼ
ンテーションを行う。葺合高校のホームページにまとめたものを掲載する。

2005/2

３月の淡路での発表に向けて、
「防災学習、心のケアーの面で日本の高校生が国際社会に貢献で
きること」をテーマに、調査や議論をする。

2005/3

プレゼンテーション、ポスターセッションの準備をする。京都大学の防災意識調査のアンケー
トにクラス全員が回答する。

２．活動内容
２－１．

阪神淡路大震災直後に発生した問題点を消防、医療、警察、自治体の４つの視点から考察し、
意見をまとめる。

２－２．

日本で多発する自然災害、地震・台風・洪水・火山爆発について 1)どんな災害？ 2)どうして
起こるの？ 3)災害が起こってどうなったの？ 4) 災害に備えるにはどうしたらいいの？の
４点を調べ、まとめる。

２－３．

国際協力の重要性に関して 1) 日本社会に住む日本人と外国人の地域社会における協力 2)
各自治体と住民の協力 3)各国間の協力を調べ、まとめる。

２－４．

国際協力の視点で日本の防災学習、心のケアーどう生かすかに関して調べ、グループで討議し
まとめる。

３．これからの取り組み
３－１

３月に発表することを Web 上に公開する。

３－２

海外の姉妹校や短期海外研修や修学旅行での訪問校（オールトラリア、ニュージーランド、ア
メリカ、タイ、スウエーデン）へ防災通信のような形でまとめたものを送り、交流を深める。

３－３

防災意識を高め、環境についての学習を促進するプロジェクトを企画する。

３－４

今年度に調べたことを６月の文化祭で発表する。

４．感想
４－１

阪神・淡路大震災１０周年の区切りの年に再度震災を振り返ることができたのは有意義であっ
た。生徒たちは当時小学校の低学年で「怖かった。大変だった。
」というイメージだけが心に残
っている者も多いが、家族や親戚の人にインタビューをしたり、雑誌を調べたり、当時のドキ
ュメンタリー番組を見ることで客観的に震災がもたらした物的、心的被害の大きさについて改
めて考えさせられた。自然災害を止めることはできないが、学習し、備えることで被害を最小
に食い止めることはできるのである。防災先進国として、高校生は防災意識を高め、防災学習
の内容や心のケアーについて、もっと世界に発信していく必要がある。

４－２

今までぼんやりと知っていた自然災害の知識を確かなものにし、現状を分析して、災害に強い
社会を作るためにはさらに今後何が必要かという点でより考察を深め、互いの意見を交換する
ことができた。

４－３

１月の中間発表に参加し、小学生や中学生がよくがんばっているのを知り、大いに刺激を受け
た。調べ学習にとどまらず、行動をどう起こしていくかが大切だと実感した。また、テレビ会
議を通して国内の学校に限らず、海外の学校の様子や取り組みも知ることができた。普段は交
流することができないアルメニアやイランの学校から直接、声が聞けて良かった。

Natural Disasters – Education, Preparedness and Mitigation, Cooperation
（What Can High School Students Do?）
Country:

Japan

Name of School: Kobe Municipal Fukiai Senior High School
International Course (11th grade)
http://www.kobe-c.ed.jp/fki-hs/
Teachers in charge: Ms. Takako Chamoto,
Mr. Shinji Masui, Ms. Rose Sabanal,
E-mail:

takako_chamoto_fukiai@yahoo.co.jp
masui_2001@yahoo.co.jp
rose_sabanal@hotmail.com

Participating in the Following Forums：

1.

1. What are natural disasters?

4. What shall we do for tomorrow?

2.

Why do they happen?

5. How can I help you?

3.

What can I do?

Activities

The study group is composed of 23 students in the 11th grade of the International Course. The members
voluntarily decided to join the group as one of their learning activities under the subject of Comprehensive
Study / International Affairs. English is used as the medium of instruction..
September 2004 Organized study group, members wrote short essays about the 1995 Great Hanshin Awajj
Earthquake based on their own experiences and interviews with family members, read
related articles in magazines, watched an NHK documentary video
October/

Members divided into four groups and researched on: earthquakes, floods, typhoons,

November 2004 volcanic reactions
December 2004 Preparation for January presentation
January 2005

Representative students shared to their classmates what the study group had learned
about natural disasters, participated in the January 18th tree-planting ceremony and made
a presentation for the Natural Disaster Youth Summit intermediary session in Awajj Island

February 2005

Preparation for the March presentation (Natural Disasters Education, Mental Health)

March 2005

Preparing materials for the Natural Disasters Youth Summit Conference (stage
presentation, poster session)

2.
2-1

Content
The Great Hanshin Awajj Earthquake: Problems encountered by the: Fire Department,
Hospitals, Police Department, Government; Students’ Impressions

2-2

Natural Disasters that Occur Frequently in Japan: Earthquakes, Typhoons, Floods, Volcanic
Eruptions: (1) What are they?, (2) Why do they happen?, (3) How can we prepare for them?

2-3

Importance of cooperation (1) between the Japanese people and Non-Japanese Community
living in Japan, (2) between the government and the citizens, (3) among countries all over
the world

2-4
3.

Natural Disaster Education, Mental Health: How can countries work together?
Future Plans

3-1

Posting the content of the March presentation in the website

3-2

Organizing exchange programs related to natural disaster education with sister schools in
other countries (New Zealand, Thailand, Sweden, USA)

3-3

Starting projects to promote natural disaster awareness

3-4

Exhibits and presentations during the annual cultural festival

4.
4-1

Reflections
The students were in their early childhood when the Great Hanshin Awaji Earthquake
occurred ten years ago.

For most of them, the experience left a memory of fear and

hardships. However, by interviewing their family, and by reading articles in magazines
and watching documentary videos, they were able to look at the situation in an objective way,
got motivated to learn more about what cause natural disasters, how to prepare for them
and how to be able to help oneself and other people when they happen. They also learned
that the occurrence of natural disasters may not be controlled but loss of lives and properties
can be reduced. Living in a country that has an advanced know-how about the subject,
students felt the responsibility of sharing information with their peers in Japan and around
the world.
4-2

Using the knowledge gained about natural disasters, students learned to analyze the
present situation, thought more deeply about the important points to be considered, and
exchanged ideas on how to make communities stronger and less vulnerable.

4-3

In the January session, the students were very impressed to know what other groups have
done. Although they acknowledge the importance of doing research, they also realized the
need to act. Furthermore, they were very happy to have the opportunity to join other
Japanese students and to participate in the video conference with students in other
countries.

どんぐり募金
日本
公文式有野中町教室
http://ndys.jearn.jp/ja/school/donguri.htm
福井

良子

E-mail：donguribokin@nifty.com.
fukuike@par.odn.ne.jp

トピック:「心のケア」「自分たちにできること」
１．活動経緯
2004/11 どんぐり募金隊結成
2004/12 啓明学院、「小物つくりの会」参加
2005/01 有野中町教室「どんぐり母の会」結成
2005/02 イランと台湾から、親善大使訪問
2005/03

Ms.Prokhorenko Olga 先生たちの参加

２．活動内容
どんぐり募金の目的
1）生徒の目的
A 木の恩恵を知り、活動すること有意義さを学ぶ
B 災害のあった国や人々への理解を深める
C 人類への愛や他の参加者との有効関係を築く
2）地域・父兄の目的
小物つくり活動に参加してもらうことで災害・活動への理解を深める

３．これからの取り組み
どんぐり募金は今始まったばかりです。今後もこの活動をつづけることで、生徒たちに災
害に向かってゆく積極的な姿勢をもってもらいたいと思います

Donguri Fund Raising
Japan
Kumon Arinonakamachi School
http://ndys.jearn.jp/ja/school/donguri.htm
Yoshiko Fukui
E-mail：donguribokin@nifty.com.
fukuike@par.odn.ne.jp
Topic:

What we can do?

１・Process of the project
2004/11 Organize “Donguri Fund Raising Club”
2004/12 “Keimei Gakuin School “ participated this movement
2005/01 Organize”Donguri Mother Club”
2005/02 Two ambassadors of stuffed dolls from Iran and Taiwan visited
2005/03 The school in Russia participated this movement
2.Contents of the project
The purpose of “Donguri Fund Rasing”
1）.Students:
A Extended the knowledge about benefit from trees and noticed how precious the
movement is.
B Promoted better understanding about suffered countries and people from the natural
disasters.
C Cultivated a love of people and foster friendly relations between other participants.
2）Parents and the local community
Promoted better understanding about this movement. And natural disasters through
making mascot pins which are symbols of their gratitude.

3. Future Activities and Remarks
“Donguri Fund Raising” has just been started. We will keep sending the message.
I hope the students will keep their positive attitude against natural disasters.

あなたなら何を持ち出しますか？
日本

神戸市立樫野台小学校

６年生

http://www.kobe-c.ed.jp/ksd-ed/
原

優子

E-mail:mitsuhiko_yamamoto@sch.ed.city.kobe.jp
参加フォーラム：非常持ち出し袋
１．活動経緯
2005/01 学校の英語活動で「非常持ち出し袋を作る」をテーマに NDYS 学習を行う。
2005/02 国際理解クラブでイランおよび台湾の「NDYS 親善大使（ぬいぐるみ）を交換」
２．活動内容
２－１．英語活動
英語活動で、福井さんに講師をしていただき「災害が起きたとき、みんななら何を持ち出しますか？」と
いうテーマで非常持ち出し袋の制作にかかった。そこで、
「ｎｅｅｄ」という言葉を覚え、自然災害「natural
disaster」という単語を獲得した。
また、地震、水害、日照りなど様々な災害が世界各
地で起きていることを知り、改めて自然の脅威につい
て考えを巡らせることができた。神戸では、阪神淡路
大震災から１０年という節目を迎えた時期でもあり、
身近な課題として子供たちに意識づけられた。
県北部の豊岡市を中心に起きた水害、中越地震、ま
た、１２月末に起きたスマトラ沖地震が映像で子供た
ちの家に伝えられたこともあり、共感を持つことにな
った。これらの災害に対し、本校では代表委員会を中
心に募金活動が始まり、励ましの便りを送る活動を行ったことも災害について考える大きなきっかけになっ
た。
また、２時間目には日本に留学しているイラン、ルーマニア、フィリピンの方が英語活動に加わった。そ
こで、各国の非常持ち出し袋と子供たちが考えた袋とを突き合わせ、その違いを比べることで、子供の視野
が広くなった。たとえば、「聖書」を持ち出す、ナイフが必要だ、など持ち出すものの違いが、人の暮らし
と大きく関わっていることを知り、他国の宗教や風土のちがいにふれることができた。
２－２．NDYS 親善大使交換
１６年度初めに「国際理解クラブ」が JEARN、JICA の要請によってタイ国の学生と親善大使交換（テ
ディベアプロジェクト）に取り組んだ。さらに防災世界子ども会議に学校として参加する機会をいただき、
再び国際理解クラブがイラン、台湾の親善大使を迎え入れた。わずか２週間の活動だったが、子供たちは他
国の防災について興味を覚え、各家庭での防災に意識を向けながら、ホームステイに取り組んだ。
ある子供は、イランの子供に思いを馳せながら次のように書き記している。
「こんにちは。私たちは１０年前の 1 月１７日に阪神淡路大震災の被害を受けました。死者６５００人を超
えたといわれ、日本の歴史に残る災害になりました。私は当時大阪に住んでいたので、皿が少し割れたぐら
いでした。

阪神淡路大震災は５時４６分に起こりました。直接地震で亡くなった人もいますが、多かったのは、火事
にまきこまれて亡くなる場合でした。ちょうど料理を作る時間帯だったからです。
水、電気、ガスもストップ。水は使用する回数が多いため、1 日に何回も水をくみにいかなければなりま
せんでした。
しかも、家がこわれてしまった人は、学校などのひなん所にひなんしなければなりませんでした。
まさか、こんな所で地震なんて起こらないだろうと思っていた日本（特に神戸）は、それから防災意識を
高めていきました。
その結果、昨年の新潟中越地震の時も死者を４０人ぐらいにくい止めることができました。しかも、ボラ
ンティアの人も自主的に集まってきました。私たち樫野台小学校からも、千羽づるを送りました。
私は、今回の事に通じて、いろいろ考えました。
今は「どこでいつ地震が起こる」なんて、はっきり
わかりません。だから「震災が起きたらどうするか」
が一番大切だと思います。
今、日本では、
「太平洋側に大きな地震がやってくる」
と言われています。私はその時ぜひボランティアした
いと思います。
そちらでは、地震のときはどうですか？
もし、みんなが助け合えるなら、すばらしいと思いま
す。
「小さな親切が大きな助けになる」ことを、私はこれからも心の中にとめておきたいと思います。」
この感想をメッセージにして、会議で出会うイランの子供に手渡す予定である。子供の思いが素直に伝わ
り、心が繋がっていくことを期待している。
３．これからの取り組み
自分自身を災害から守るのはもちろん、お互いに支え合っていくことが大切であろう。世界を視野に入れ
取り組む姿勢を持ち続けたいと考えている。学校として、世界の人がお互いに尊重し合いながら、世界に生
きる子供の育成を支援していきたい。
４．感想
本校では、英語活動を中心に海外の子供たちとの交流が進んできている。この取り組みを進めて、子供た
ちの国際交流が実現したという満足感だけでなく、ともに地球に生きる人として互いに支え合い、助け合っ
ていくことの大切さを学ぶことができた。グローバル化が進む現代にあって、こうした経験は子供たちの将
来に生き続け、国境を越えた活動を進める上での力となっていくであろう。

What are you going to take with you?
JAPAN Kashino-dai Elementary school,KOBE 6grade
http://www.kobe-c.ed.jp/ksd-ed/
Yuko Hara
E-mail:mitsuhiko_yamamoto@sch.ed.city.kobe.jp
Forum: Emergency Bag
1. Process of activities
2005/01 In English activities we had a discussion on the
subject of "making emergency bags" and learned about
NDYS.
2005/02 The International Understanding Club exchanged NDYS goowill ambassadors (staffed animals)
with students in Iran and Taiwan.
2. Contents of activities
2-1 English activities
We invited Ms. Fukui as a lecturer and had a disucussion on the subject "What are you going to take with
you when disaster occurs?" and made emergency bags. Through this activity students learned the words,
"need" and "natural disaster".
Also, knowing that various disasters, such as
earthquake, flood, drought, and so on, have occurred all
over the world, we thought over the threat of nature
again.

As it is 10 years since Hanshin Awaji

earthquake hit Kobe, students took the topic as their
own problem. Watching the scene of disaster--flood in
Toyooka city, northern part of Hyogo prefecture, Niigata
Chuetsu earthquake, and the big earthquake near
Indonesia last December--on TV, students empathized
victims. Under the leadership of students' committee
we started a campaign to raise funds for these calamities and sent them letters for encouragement. This
activity was also a turning point to think about disaster.
Exchange students from Iran, Rumania, and Philippines took part in our second session. By comparing
our emergency bags and theirs, children's point of view was broadened. For example, they realized that
things in the bags, such as Bible, knives and so on were highly related to their life style. They also learned
about foreign religions and cultural differences.
2-2 Exchange NDYS goodwill ambassadors
In the beginning of 2004 "the International Understanding Club" exchanged ambassadors with students
in Thailand (Teddy Bear Project) at the request of JEARN and JICA. Our school also had an opportunity to
take part in Natural Disaster Youth Summit 2005 and the International Understanding Club welcomed
ambassadors from Iran and Taiwan. Though it was just a two-week project, students were interested in
disaster prevention in other countries. Focusing on disaster prevention at home, they worked on home stay
program.

Wondering about Iranian children, one student writes as follows:
"Hello. We were suffered great damage in Hanshin Awaji Earthquake on January 17, 1995. It is said
that more than 6,500 people were killed. It became a historical disaster in Japan. At that time I lived in
Osaka, so only a few dishes were broken at home.
The earthquake occurred 5:46 a.m. Some were directly killed by it, but many were killed by fire, because
they were using fires for cooking breakfast. Water, electricity, and gas were stopped. We needed a lot
water, so we had to go out to get it many times a day.
People whose houses were destroyed had to take refuge in a school used as a shelter.
We had never dreamed to have such a big earthquake in Japan (especially in Kobe). Since then an
awareness of disaster prevention has been raising.
As a result, the number of victims counted only 40 in Niigata Chuetsu earthquake last year. Moreover,
people voluntarily gather to give helping hands. Our school, Kashinokdai Elementary School, sent one
thousand paper cranes there.
This experience made me think many things. At this moment it is impossible to tell 'when and where an
earthquake happens'. The important thing is 'what we should do when it happens'.
It is said that a big earthquake will hit the coast of
the Pacific Ocean in Japan in the future. If it should
happen, I'd like to work as a volunteer.
What would you do if an earthquake happens? If
we can help each other, that would be wonderful. I
want to keep it in mind that 'small kindness will be a
big help'."
I'm going to make this remarks into message and
hand it to Iranian students. I hope what she thinks
will move them and the bonding will be strengthend.
3. Future Activities
It must be important for us not only to protect ourselves from disaster but to support each other. We'd like
to keep thinking from a global point of view. Respecting people all over the world, we, our school, would like
to support nurturing children with a cosmopolitan outlook.
4. Remarks
In our school, cultural exchange with children in foreign countries has been promoted through the activities.
We were satisfied with the fulfillment of cultural exchange. Moreover, we learned how important it was to
support and help each other globally. The world is globalizing day by day. These experiences through the
activities will be living in children's minds forever and be of great help for the project beyond border.

絵による「心のケア」＊「アートでつなぐ心の輪」
日本

高槻市立第一中学校

１～３年生

担当 岡崎あかね E-mail; akane-okazaki@tcn.zaq.ne.jp
参加フォーラム： 絵による心のケア

図１

図２

図３

１．活動経緯
・２００４年１０月 中学３年 後期選択 美術授業 開始。心をつなぐ架け橋として、自分で伝えたいこと
を切り絵で表現することに決定。
美術部も「アートでつなぐ心の輪」をテーマに、震災１０周年にちなみ、ステンドグラスの原画作成。
・２００４年１１月 新潟上越地震により被害を受けた小千谷中学校へ励ましのメッセージを送る。
（一中生
徒会と連携）
また、日本、イランおよびロシアと「NDYS 親善大使（テディベアや子ねこ）交換」で交流。
・調べ学習（インターネットと新聞記事から）
・２００４年１２月 起震車による防災訓練と、震災体験の聞き取り。
調べ学習から、自分の伝えたいことを切り絵で表す、作品にとりかかる。
朝日学生新聞社・中学生ウィークリーより取材。
・２００４年１月～２月 ステンドグラスと、切り絵の制作。
（ 図１・２・３）
１月１６日発行の朝日学生新聞社・朝日中学生ウィークリーに防災プロジェクトの取り組みが記載。
（図４）
・２００４年３月 日本、イランおよびロシアと「NDYS 親善大使（テディベアやこねこ）交換」で交流。
・ステンドグラスと切り絵 完成・展示。
２．活動内容
中学３年後期選択授業・美術(男女２０名）と美術部活動(男女２０名）で取り組んでいます。
２００４年１０月より中学３年後期選択授業開始。美術部は私が顧問をしている放課後の課外クラブ。
Jean 防災プロジェクトの５つのトピックから関連して，取り組んでいるのは，１．３．５です。
1.過去に発生した災害について調べる学習
3.被災地の被害状況を調べる学習
・３年選択美術の授業時間では、おもに新聞や、兵庫県教育委員会発行の「明日に生きる」冊子を使って，
自分が強く関心を持った記事をまとめ、インターネットを使い、JEARN の防災プロジェクトの HP など
から調べ学習をしました。
（２時間）
美術部は、放課後の時間を生かして、コンピューター室から防災プロジェクトの Web をみて、メッセ
ージを BBS に書き込みました。
（ なお、１,2.3 などの地震についての学習は、中学１年生の必修「理科」の授業で毎年、理科のカリキュ
ラムに入っておりますが、ここでは割愛します。
）

4.被害を少なくするための防災力について考える学習
現高槻一中勤務の国語科の先生が、神戸出身で阪神・淡路大震災時、中学三年で、震災にあわれた経験
を全校生徒集会で話して下さいました。これは、毎年、起震車による防災訓練を学校が行っておりますの
で、その取り組みとの連携です。
5 命の大切さ，人間としての在り方生き方を考え，私たちに出来ることを考える学習
絵による心のケアとして、自分たちができることはないかと考え、震災 10 周年を決起に、切り絵やス
テンドグラスで防災について語り継いでいこうというねらいで、制作しました。
この様子は、ブログで Web 日記に掲載しています。

http://blog.livedoor.jp/akane0117/

図４ 掲載新聞
３、これからの取り組み。
この取り組みの中で、生徒たちは、震災についての報道に敏感になり、社会の動きや流れに以前より関心を
よせ、制作しながら地震のことについて話合う場面がよく見られました。
「少しでも覚えているのは、うちら
が最後の世代、風化させないように、うちらが伝えていかなきゃ。
」と、話していました。生徒たちに、一人
一人は小さな存在でも、作品を通して国境を越えて人と人がつながり互いに元気を分かち合うことができると
いうことを体験させたいと考え、このプロジェクトに参加しました。
今回は、自ら新聞記事を探し、心に残ったメッセージを切り絵にするのに時間をかけました。どう表したら
効果的な表現ができるかを考えていく中で、じっくり対象に向かい合えたことがよかったと思います。これか
らも生徒の主体的な取り組みを促すようなカリキュラムを進めていきたいと思っています。

"Caring for mind" by picture "Circle of mind that ties by art"
JAPAN
Dai-ichi Junior-high school(Takatsuki-city)１～３grade
Akane Okazaki

E-mail; akane-okazaki@tcn.zaq.ne.jp
1.Activity details

Figure１

Figure2

Figure3

･ Selection art class beginning of latter term on October, 2004 the third grade of junior high-school. It
decides it to the expression of wanting my to tell it as a link that ties the mind in the cutout. The art part is
connected with "Circle of the mind that ties by the art" as the theme on the tenth earthquake anniversary,
too and the original picture of the stained glass is made.
･ The message of the encouragement is sent to the Ojiya junior high school where damage was received due
to the Niigata Joetsu earthquake in November, 2004. (one inside student government and
cooperation)Moreover, it exchanges it by Japan, Iran, Russia, and "NDYS goodwill ambassador (Teddy
Bear and kitty) exchange".
･ Examination study(From the Internet and the newspaper article. )
･ Catching of disaster drill and earthquake experience by Ocofluclma in December, 2004. It begins the work
that shows what I want to tell from the examination study in the cutout.
Coverage from morning sun student newspaper and junior high school student weekly.
･ January, 2004?Production of stained glass and cutout in February. (Figure 1･2･3)
The approach of the disaster prevention project describes to the morning sun student newspaper and the
morning sun junior high school student weekly issued on January 16. (Figure 4)
･ It exchanges it by Japan, Iran, Russia in March, 2004, and "NDYS goodwill ambassador (Teddy Bear and)
exchange".
･ Stained glass and cutout completion and exhibition.
2.Content of activity
It works by the selection class of latter term the third grade of junior high-school, the art
(20 men and women), and the art part activities (20 men and women).
Selection class beginning of latter term the third grade of junior high-school in October, 2004. After school,
the art part is an extracurriculum club that I am the adviser.
It is 1) 3) and 5) to work in relation from five topics of the Jean disaster prevention project.

1)Study that examines disaster that occurred in the past
3)Study that examines damage situation of stricken area
･ It examined from HP etc. of the disaster prevention project of JEARN by putting the article in which I was
strongly interested together by chiefly using "Would live tomorrow" booklet of the newspaper and the
Hyogo Prefecture board of education issue, and using the Internet and it studied for three years at the
class time of the selection art. (For two hours. )The art part made the best use of time after school, saw
Web of the disaster prevention project from the computer room, and wrote the message in BBS.
(The study of earthquakes such as 1 and 2.3 enters the curriculum of the science by teaching requiring
"Science" in the first grade of junior high-school every year, and omit it here. )
4) Study that thinks about disaster prevention power to reduce damage
The

teacher

of

the

national

language

department of present Takatsuki 1 inside
work spoke the experience of encountering it
in the third grade of junior high-school by the
earthquake in the whole school student
meeting from Kobe at Hanshin-Awaji (Kobe)
Earthquake. Because the school goes in the
disaster drill by Ocofluclma every year, this is
cooperation with the approach.
5) Study that thinks it is possible to think
about importance of lives and what should be
way of life as man, and to do by us
In the aim said that thought whether we
were able to do as caring for the mind by the
picture,

and

the

tenth

earthquake

anniversary of disaster prevention was
handed down to rousing to action in the
cutout and the stained glass, it produced.
This appearance is published in the Web
diary withBrog.
Http://blog.livedoor.jp/akane0117/
Figure 4 publishing newspaper
3. Future activities
Students saw in the report of the earthquake in this approach, and it drew, and it was interested in
movement and the flow of the society well becoming sensitive than before. It spoke with "Did not tell it in
the last generation and us that it remembered even a little so as not to allow it to weather in us". It
participated in students, and it wanted one by one to experience transcending national borders through
the work, the connection of the person to the person, and being able the division of vigour even by small
existence each other, and it participated in this project.
This time, to look for the newspaper article voluntarily, and to make the message that remained in the
mind a cutout, time was spent. I think that being able opposite to symmetry when thinking whether an
effective expression can be done if it shows very deliberately was good. I would like to advance the
curriculum which will urge students' autonomy from now on.

鐘中少年少女火消隊

日本
東京都墨田区立鐘淵中学校
http://www6.ocn.ne.jp/~kanechu/
渡部
昭
watabe@mvf.biglobe.ne.jp

地域の防災訓練に参加しています
「鐘中少年少女火消隊」は、鐘淵中学校が墨田区の防災拠点地区にあるということで、平成 13
年に学校運営協議会の提案を受け発足しました。向島消防署からポンプ等の機材を借り受け、消
防署員の指導の下、訓練を行い地域の防災訓練に参加しています。隊員は、他の部活動とも兼ね
ている生徒が多く、今年度は隊員 13 名で活動しています。学校に「火消し隊」があるというこ
とで、全校生徒の防災意識も高まっています。
平成 14 年度には東京都教育委員会から児童・生徒表彰を、平成 16 年度には墨田区から区長表
彰を受けました。

The Fire Fighting Team of Kanegafuchi Junior High School
JAPAN
Kanegafuchi Municipal Junior High School in Sumida ward in Tokyo
http://www6.ocn.ne.jp/~kanechu/
Akira Watabe
watabe@mvf.biglobe.ne.jp

We participate in a local disaster prevention drill
"The Fire Fighting Team of Kanegafuchi Junior High School" was set up in 2001 under the proposal of
community school council, as our school was located in a stronghold of disaster prevention in Sumida
ward.

We borrow equipment for extinguishing, such as pumps and hoses from Mukojima Fire Station,

test ourselves under the guidance of firefighters, and participate in a local disaster prevention drill.
Most of the members join other club activities, too.

There are 13 members in the team this year.

Awareness about disaster prevention in our school has been improved due to the existence of the team.
Our school was awarded a prize for its activities by Tokyo Metropolitan Government Board of Education
in 2002 and by the head of Sumida ward in 2004.

選択英語での取組

日本 明石市立衣川中学校 ３年生
松本 尚之
E-mail: kinu-jhs@edi.akashi.hyogo.jp
参加フォーラム：すべてのフォーラムに参加（３学年 選択英語・総合的な学習の時間で参加）
１．活動経緯
2004/09
↓

交流フォーラムを使って学習

2005/02
2005/02

避難訓練、ハザードマップの作成

２．活動内容
２－１．選択英語での取組
衣川中学校では、金曜日の６校時の選択英語
の授業の時間で防災プロジェクトに参加した。
本校区は、10 年前の阪神淡路大震災では、大
きな被害を受け、多くの家屋が倒壊し、避難

（図 1）生徒の書き込み

所や仮設住宅の生活を余儀なくされた。本校
も、3 ヶ月間もの間、武道館が避難所になった。
９月より毎週金曜日の英語の時間に、フ
ォーラムを活用しながら、防災について
学習した。本校に震災当時から勤務して
いる先生に、震災当時の学校の様子を話
していただいた。震災当時４歳の生徒も
当時の記憶が残っており、マンションの
水運びに苦労したこと、ガスが１ヶ月使
えなかったことなど、などを思い出しな
がら、学習を進めていった。しかしなが
ら、それを英語で表現することはなかな
かできず、ただ、他の学校の生徒の書き
込みを見るだけで、英語の自信が無いの
か、なかなか書き込みが進まなかった。
衣川中学校の先輩方が作成したＷＥＢペ
ージを参考にしながら、自分達でも、英
作文をしようという気持ちになってきた。

（図２） 地域を調べたＷＥＢページ

しばらくすると、何人かが、自己紹介な
どを書き込みだし、返事がもらえるととても感動していた。

２－２．避難訓練ハザードマップの取組
震災１０年目の１月１７日に校内で避難
訓練を行った。自分の教室から外へ出る
ための避難経路を再認識すると共に、当
時の様子を映像で見ることによって、自
然の恐ろしさを改めて感じた。
またクラスにおいて、自分の身の回りの
危険箇所を話し合い、ハザードマップの
作製を行った。普段見慣れた場所だが、
よく見るとたくさん危険な場所があるこ
とを知り、改めて防災学習の大切さを知
ることができた。

（図３）ハザードマップの作製の様子
３．これからの取り組み
阪神淡路大震災を機に、校区の町並みが大きく変ってきた。昔ながらの住居が、マンションになり、どんど
んと他の地域から転居してきた。この変りつつある地域の中で、防災の大切さを再認識し、助け合いの心を
忘れない地域を守っていかなければいけないと思う。その意味で、今年度は地域のハザードマップを作成し
た。災害に備えて、災害に強いまちづくりを生徒と地域がともに考えるようになって欲しい。
３年の生徒が被災時４歳ということで、直接震災を体験した生徒がどんどん減ってくる。地域の被災の状況
を、きちんと残しておくことが、これからの防災学習の一つの手段として大事である。地域にある、貴重な
資料や話をきちんとデジタル化できたらいいと思う。
４．感想
今までは、インターネットといえは、検索を中心に使用してきた。インターネットといえば、
「暗」の部分が
大きく取り上げられることが多かったが、この取り組みを通して、インターネットの可能性を、生徒も教師
も実感した。しかしながら、コンピュータ操作に不慣れなため、また、英語に自信が無いため、リアルタイ
ムにコミュニケーションをとることができなかった。また、コンピュータだけでは、内容を深めていくこと
は困難で、聞き取りや、新聞記事や、書籍も学習の参考になった。

Disaster Mitigation Study in Elective English Course:
Learning from the past and turning it to advantage in the future
JAPAN: Kinugawa Junior High School, Akashi
Masayuki Matsumoto
E-mail: kinu-jhs@edu.akashi.hyogo.jp
Participating Forum: All
(3rd-graders participated during Elective English course
and Period for Integrated Study)
1. Study Process
2004/09
↓

Discussion Forum

2005/02
2005/02

Fire drill, create a hazard map

2. Activities
2-1. Elective English course

（Figure1）Student ‘s Notes

The students participated in the NDYS project during Elective English course that is offered once a week,
6th period of Fridays. The Hanshin-Awaji earthquake, which occured ten years ago, caused extensive
damage to our school destrict. A lot of houses collapsed and people had to evacuate to refuges. Kinugawa JHS
also served as a refuge for the residents for three
months.
Having started from September, the students
learned about natural disaster prevention through
the discussion forum. In addition that, they received
a lecture from a teacher who had been working at
the school back since the earthquake in 1995. The
lecture was about what happend to the school and
how the school functioned at the time of the disaster.
Since the students, four years old back in 1995,
have some memories, they promoted their study by
looking back their experiences. For instance, they
carried a heavy bucket with full of water, because
the water supply dameged. The gus supply also

（Figure２）The examination of Akashi Web site

stopped for a month. Unfortunately, due to the
language barrier, even though the students were eager to read the messages on the discussion forum written
by peers, they hesitated to share their own study and experiences. It took some time before they actually
began to write a message. They got motivated toward writing by looking at the WEB that senir students
created. Even with a simple text, it was impressive for them to get response from real audience.

2-2. Fire drill & Hazard map
On the day of January 17th, 10th memorial day from the earthquake, we had a fire drill in the school. We
checked the evacuation route and watched the video which describes the situations back in 1995. What we
learned the most was how powerful nature is and how menacing nature could be.
In each class, the students discussed about
possible dangerous factors surrounding them
and developed a hazard map. Although it
looked safe in our daily life, we found a lot of
hidden dangers when we paid a special
attention. It was a good start for the disaster
mitigation education.
3. Further Study
Since the earthquake occured, the town
where our school locates has dramatically
changed. Modern apartments have taken the
place of wooden houses, and the town have
had a large number of newcomers. Reflecting

（Figure３）Draw the hazard map

all the changes, it seems essential to
re-consider the importance of disaster mitigation and to develop a community where people support each
other. We are hoping that the students and the community members come to think about how to develop a
strong town against any kind of disasters.
There would be less students from now on who acutually experienced the earthquake. Therefore, it seems
important to keep accurate records of the disaster in order to provide meaningful disaster mitigation
education. It would be a good idea to digitalize useful resources in the school destrict.
4. Reflection
Although the dark side of the Internet has been spotted, we have found further possibilities of the Internet
through this project. There are some issues that need to be concerned, such as technical support for
computer use, language barrier, and lack of real-time communication. Moreover, it seemed meaningful to use
not only the Internet but also printed materials or stories in order to make the study deepen.

６．謝辞

防災世界子ども会議２００５in ひょうご
副実行委員長

納谷

淑恵

「防災世界子ども会議」の原案が生まれましたのは、2003 年 8 月、神戸の南京街のとある中華
料理店でした。数名の仲間と楽しい時間を過ごしているとき、ふとその中の一人からこんなプロ
ジェクトはどうだろうといった感じで出されたものでした。そのときは、防災という人々の生命
に直結したプロジェクトを行うことに、正直少し躊躇しました。この重要なテーマに対して、私
たちは、どれだけのことできるのだろうかと自問せざるを得なかったからです。しかし、１９９
５年に震災を経験している私たちは、震災１０周年を目前にし、何かをしなければならないと感
じていたのも事実でした。そうして、私たちはどこまでできるのか見当もつかないまま、船出い
たしました。
自然災害を止めることはできない、しかし互いの知恵を集め、互いに学びあうことで自然災害
の被害を小さくすることはできるだろう。阪神・淡路大震災の教訓を世界の子ども達が共有し、
ともに学ぶことで世界の子ども達が助け合うことができるのではないか。そんな思いで、このプ
ロジェクトは 2004 年 9 月から正式にスタートいたしました。
このように一人の思いから始まった小さなプロジェクトが、幾多の困難を乗り越え「防災世界
子ども会議２００５ in ひょうご」となり、今日を迎えられましたのは、世界のアイアーン、そ
して JEARN のメンバーをはじめ、兵庫県、兵庫県教育委員会、(財)兵庫県国際交流協会、神戸
市、国営明石海峡公園、ユニセフ、ユネスコ、JICA などたくさんの皆さんのお力添えによるもの
です。また、この「防災世界子ども会議」の大切さを理解し、協力してくださった数多くのボラ
ンティアの皆さん、資金的な援助をしてくださった企業また個人の皆さんのおかげです。そして
何よりも、防災の大切さに気づき、世界の友達と一緒に学ぼうと、真剣にプロジェクトに取り組
んだ子どもたち一人一人の学びが、この「防災世界子ども会議」を支えてくれました。
すべての皆様に、心から感謝いたします。
おひとりおひとりお名前を挙げられないくらいたくさんの方の熱意とご協力で、今日のこの日
を迎えられました。本当にありがとうございました。
自然災害そのものはとめることができません、けれども子どもたちは、災害を乗り越えてたく
ましく生きていきます、
「防災世界子ども会議」で学んだことをそれぞれの自分たちの国に持ち帰
り、多くの人々に伝え、自分の住む地域社会の防災を担うリーダーと育ってゆくでしょう。
子どもたちは、淡路夢舞台での学習発表をひとつの区切りとし、また再び新たに防災について
学び始めます。これからもどうか、ご支援ご協力をよろしくお願いいたします。
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The vision of a 'Natural Disaster Youth Summit' was born amongst close friends at small
Chinese restaurant in Kobe, Japan in August 2003. At first, we were a little bit hesitant and
unsure how to start and implement our ideas because the theme was so large in scope and
importance. We could not help asking ourselves, "How far can we go with this?" Since we
citizens of Kobe experienced a devastating earthquake in 1995, we felt that we had to do
something; every member of the global community is at risk from some natural disaster. The
10th commemorative year of the Hanshin-Awaji Earthquake was coming soon in January of
2005.
Taking a leap of faith we set sail into the sea.

Knowing that human beings can not stop

natural disasters, we take hope and courage in the reality that we can reduce the damaging
results of these powerful displays of nature. By collecting and sharing each other's wisdom
and experiences, we will be better prepared to survive natural disasters physically, mentally
and spiritually.
Strong in our convictions, we overcame many obstacles and officially initiated the 'Natural
Disaster Youth Summit 2005' as an iEARN project in September 2004. Without the wonderful
support of the Hyogo Prefectural Government, Hyogo Board of Education, Hyogo
International Association, Kobe Municipal government, Akashi Kaikyo National Park,
UNICEF, UNESCO, JICA and iEARN and JEARN members, we could not possible convene
this wonderful conference. We extend deep gratitude for your commitment to our project.
We also sincerely thank those who have generously volunteered 1000's of hours
of time and energy, the companies who have given financial assistance, and many individual
donors. Our project is supported by countless numbers of people. Without you 'NDYS 2005'
would not be happening.
I am thankful to all of you from the bottom of my heart.

This project will live on long

after the Natural Disaster Youth Summit 2005 in Hyogo prefecture. The young people
attending will return to their countries as spokesmen/women who will educate their fellow
citizens.
Although natural disasters cannot be stopped, we trust that today's children and youth
will overcome the difficulties ahead. Together in unity and mutual respect with friends from
around the planet Earth they will live with hope, strength and courage.
We appreciate your continued support of NDYS.
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