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防災世界子ども会議２０１６ in 新潟防災世界子ども会議２０１６ in 新潟

第64回 新潟市芸能まつり参加

「琴リンピック ２０１６ イン 新潟」 同時開催

NPO法人グローバルプロジェクト推進機構 JEARN
防災世界子ども会議実行委員会

NDYS2016テーマ：

ハンドブックハンドブック

気候変動と私たちの住むまちの「防災・減災・復興」
～異常気象 国際協働で問題解決！～
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阪神・淡路大震災から10年の2005年1月、防災世界子ども会議★１は、神戸での国連防災世界会
議開催を機に「大震災の教訓を未来へ、命の大切さを考えよう！」と、ひょうごで生まれ育った
子どもたちが核となり、「防災世界子ども会議2005 inひょうご」をめざし、子どもたちの交流
からスタートしました。兵庫県、ユネスコなどのご支援の下、ICTを活用した国際協働学習を展
開する学びのイノベーション事業として活動し「防災について学び、感じ、共有しよう！」とす
る宣言文を発信して、グローバルな防災教育ネットワークの基礎を築きました。

阪神・淡路大震災の９年後に、震度７の大地震が新潟中越地方で起こりました。また1964年には、
関東大震災につぐ戦後最大の新潟地震が起こり、しばし忘れていた地震に国民は大きなショック
をうけました。新潟はこれまでに幾度も大きな自然災害の被害を受け、その都度、多くの人々の
努力により、力強く復興を遂げた歴史があります。この教訓に学びたいと思います。新潟県の皆
さまのサポートを得て、8月3日（水）-8日（月）「防災世界子ども会議2016 in 新潟」を開催い
たします。第64回新潟市芸能まつり参加「琴リンピック2016イン新潟」と相互に高めあって開催
します。

21世紀、世界の教室はつながり、NDYSの子どもたちはさまざまな国・地域の防災の知恵や災害か
ら学んだ教訓を共有し、命を守り、災害リスクを軽減する学びに取り組み、世界各地での会議を
重ねネットワークを広げてきました。この間、東日本大震災が発生し、地域の防災・減災の重要
性が改めて見直され、2015年3月、仙台で開催の国連防災世界会議では、よりよい復興が復興過
程において重要であると再認識されました。今年、台湾南部地震に続き、熊本地震が起こりまし

た。必ず取り組まなければならない課題です。

2016年1月、防災世界子ども会議は、これまでの流れを深め、よりグローバルに広げていくため
には、持続可能な開発の観点からの防災教育がさらに必要と考え、NDYS2016より、国連 持続可
能な開発目標SDGs実現に向けた取り組み★2をスタートさせました。具体的には気候変動と私た
ちの住むまちの「防災・減災・復興」をテーマに、ICTを活用したアクティブ・ラーニングを取
り入れた、世界と共に学びあう防災教育を促進する学習モデルをめざしています。

国内の参加者に加え、世界10か国・地域から約100名の参加者を迎え、「防災」をテーマにした
交流が始まります。田代 雅春氏による「防災・港町新潟と子どもたち(仮)」の講演をいただき、
開催地新潟の子どもたちが取り組んでいる防災教育の成果を発表します。世界のNDYSスクールは、
それぞれの住む地域の自然災害を取り上げ、そのエリアの調査やまち歩きを通じて作りあげた
「災害安全マップ」の成果を確認するなど自国の防災教育の事例を発表します。さらに、いくつ
かの要因で起きている異常気象のモデルを考え、異常気象や気候変動に対して、自分たちは何が
できるのかを話し合い、解決を探ります。

さらに日本の各地から集まった大正琴愛好家の皆さまと世代を超えた演奏交流を通して、お互い
を理解し、心に寄り添うことの大切さを感じとり、心の復興対策への改善策を提案します。

そして、新潟宣言文を採択し、世界へ、未来へ発信します。本会議は、防災意識の高揚と国際感
覚の醸成を図り、安全で安心して暮らせる国・地域を担う人材育成と、激動のグローバル時代、
地球規模の課題解決ができる人材育成を目標として開催いたします。

（大会の一部は、インターネットテレビ会議・ライブ配信を予定しています。)

皆さまのご支援とご協力をよろしくお願いいたします。

★１ :  防災世界子ども会議 NDYSとは 資料1

★２ :  国連 持続可能な開発目標SDGsとNDYSの取り組み 資料2

開催趣旨

NDYS2016 IN NIIGATA
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事業概要

事業 防災世界子ども会議2016 in 新潟

テーマ
気候変動と私たちの住むまちの「防災・減災・復興」

～異常気象 国際協働で問題解決！～

会 期 平成28年8月3日（水）- 8日（月）

会 場

・成果発表会＆ウエルカム・パーティ NSGカレッジリーグ学生総合
プラザ STEP 大研修室（新潟市中央区紫竹山6丁目3-5）

・大正琴の演奏交流 琴源ビル (新潟市中央区白山浦1-222-3）
・カルチャー・ナイト ホテルイタリア軒 サンマルコ

（新潟市中央区西堀通7番町174）
・宣言文採択・発信 新潟市民芸術文化会館 りゅーとぴあ
コンサートホール（新潟市中央区一番堀通町3-2）

宿泊所
NSGカレッジリーグ学生総合プラザ STEP
（新潟市中央区紫竹山6丁目3-5）

参加者
規 模

海外のNDYSスクール １0カ国・地域から約100名
アメリカ合衆国、イラン・イスラム共和国、インド、インドネシア共和国
オーストラリア連邦、コロンビア共和国、中華人民共和国、トルコ共和国
台湾など
国内 NDYSスクール 小中高校生、留学生、ボランティア他 120名
＊宣言発表会には琴リンピックに参加の大正琴愛好家280名が参加予定
＊多地点インターネットテレビ会議＆LIVE配信

主 催
NPO法人グローバルプロジェクト推進機構 JEARN
防災世界子ども会議実行委員会

共 催

大正琴新潟友の会内 琴リンピック2016イン新潟実行委員会
NPO法人グローバルプロジェクト推進機構 JEARN
アイアーン大正琴プロジェクト実行委会
(公財) 新潟市芸術文化振興団
(一財) 新潟市音楽芸能協会

後 援
内閣府、外務省、文部科学省、新潟県、兵庫県、新潟市
新潟県教育委員会、 新潟市教育委員会
一般社団法人 日本教育情報化振興会（JAPET & CEC)

言 語 英語・日本語

事務局
〒651-007神戸市中央区脇浜2海岸通1-5-1 ひょうご国際プラザ気付
NPO法人 グローバルプロジェクト推進機構 JEARN
神戸事務所内 NDYS事務局 Eメール ndys@jearn.jp



 

 

防災世界子ども会議 2016 in 新潟 成果発表会 

日時：2016年 8月 4日（木）8:30-17:00 

会場：NSGカレッジリーグ学生総合プラザ STEP ４F大研修室 

（新潟市中央区紫竹山 6丁目 3-5） 

 

プログラム (会場 受付：8:00 ～） 

第 1 部 一般参加者対象 

8:30–9:30 

開会式 

参加国・地域からの参加者の紹介 

アメリカ合衆国、イラン・イスラム共和国、インド、インドネシア共和国 

オーストラリア連邦、コロンビア共和国、中華人民共和国、トルコ共和国 

台湾、日本 （10 か国・地域の参加 壇上で紹介します。） 

挨拶 

 篠田 昭 (新潟市長) 

 納谷 淑恵（NPO 法人グローバルプロジェクト推進機構 JEARN 

防災世界子ども会議代表） 

 琴源こと金子 秀樹（琴リンピック実行委員会代表） 

 廣田 元子（アイアーン大正琴プロジェクト代表 JEARN） 

 高木 洋子（JEARN 創設者） 

 

通訳＆モデレーター：NDYS スクール 

9:30-10:30 

基調講演 「防災・港町新潟と子どもたち」 

 田代 雅春（みなとぴあ 前副館長 TM さきがけ文化研究所所長） 

５２年前の６月１６日。田代さんは、信濃川河口近くにある新潟市立入舟小３階

建て校舎の屋上で激震に見舞われた。「地震だ」。そして液状化現象のため地面が

割れ、水が噴き出していた。「津波だ！」。田代さんは当時新潟市立舟栄中３年生。

新潟地震の自らの体験を世界の子どもたちに伝えます。 

 

通訳＆モデレーター: 三谷新太郎 （JEARN 東京広報担当） 

10:30-10:40 休憩 

10:40-12:00 

気候変動と私たちの住むまちの「防災・減災・復興」 

成果発表 A： プレゼンテーション 

 中華人民共和国（Xinzhou Primary School + Shixia Middle School+ 

Mingde Experimental School、深セン） 

 中華人民共和国（Liyuan Primary School- Shenzhen, 深セン） 

 トルコ共和国（Emine Ornek School – burusa） 

 オーストラリア連邦（Leongatha Primary School – Leongatha） 

 コロンビア共和国（Industrial Institute Simona Duque. College 

Universidad Pontificia ,San antonio） 

 インドネシア共和国（SMP ISLAM AL AZHAR 9, BEKASI） 

12:00-12:50 昼休み 
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12:50-13:50 

 

 

成果発表 B： プレゼンテーション 

〈 テレビ会議 & 質疑応答 〉 

• 日本（神戸市立葺合高等学校 ひょうご 2 本） 

• インド（St.Peter's High School） 

• イラン・イスラム共和国（Kherad School - Tehran） 

• イラン・イスラム共和国（Saba School- Tehran） 

・ 台湾（Kaohsiung Taiwan FXM -高雄） 

13:50-14:00 

◎スペシャル プレゼンテーション “ 気候変動 Climate Change” 

 Sydney Place 

 (アメリカ合衆国 John Handley High School-Winchester, VA) 

 

14:00-14:30 

 

 

成果発表 C： プレゼンテーション 

 日本（新潟市立南浜中学校 新潟）） 

 インド（ST. MARK’S SR. SEC. PUBLIC SCHOOL MEERA BAGH, 

NEW DELHI） 

 日本（甲南高等学校 芦屋- ひょうご） 

14:30-15:00 

総評  

 田代 雅春（みなとぴあ 前副館長 TM さきがけ文化研究所所長） 

通訳＆モデレーター: 三谷新太郎 （JEARN 東京広報担当） 

 

第 2 部 自由参加 

15:10-16:00 

新潟の生徒・学生との交流会 

学校と家庭・地域が共同する防災教育の構築  

新潟市立南浜中は、「学校と家庭・地域が共同する防災教育の構築」を目指し、

地域の自助・共助の力を育むことを目標として、南浜地区コミュニティ協議会

福祉部と南浜中との協力で、防災マップをつくっています。この取り組みを発

表の生徒さんたちを囲んで、ディスカッション形式の交流会をもちます。 

 

ディスカッション& 質疑応答 

通訳＆モデレーター：福井良子 （JEARN 理事長）、NDYS スクール 

 

第 3 部 自由参加 

16:10- 

NDYS2016 宣言文の準備会議 

～地球の視点から考える防災 国際協働で問題解決！～ 

NDYS スクール宣言文委員が、国・地域を代表して約 20 名集まります。成果発

表会での世界の学校の取り組みから、より広く世界を感じとり、知恵を結集し、

NDYS2016 宣言文づくりに国際協働で取り組みます。 

宣言文は、8 月 7 日、琴リンピック会場にて採択し、各国・地域の言語で子ども

たちが発信します。 

 

通訳＆モデレーター：中原 敦 (甲南高等学校) 

17:00 閉会 

＊本プログラムの内容は、今後変更する場合があります。 
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登録番号 国・地域名 学校名 URL コーディネーター 

201601 Australia Leongatha Primary School,  

http://smpia9.muhajirien.sch.id/ 

 

Megan 

HOLLAND 

201602 Colombia Industrial Institute Simona Duque. College 

Universidad Pontificia 

http://ietisd.com/   

 

Rocio Rivillas 

201603 Iran Saba School, Tehran, Iran  

http://www.sabaschool.ir/     

 

 

Maliheh 

Mohseni  201604 Kherad School, Tehran, Iran  

http://www.kheradedu.ir      

201605 Indonesia SMP Islam Al Azhar 9 

http://smpia9.muhajirien.sch.id/ 

 

Saara Suaib 

201606 China Xinzhou Primary School, Shenzhen, 深圳 

http://xzxx.szftedu.cn/               

Mingde Experimental School, Shenzhen, 深圳 

http://www.mingdeschool.org/English/Index

.html    

Shixia Middle School (石夏中学), Shenzhen, 深圳 

 

 

 

 

 

 

 

HOY, Li 

201607 Liyuan Primary School, Shenzhen, 深圳  

http://lyxx.szftedu.cn      

201608 Guangzhou Foreign Language School, Guangzhou

広州市 

http://english.gdufs.edu.cn/    

NDYS2016 Schools                

http://smpia9.muhajirien.sch.id/
http://ietisd.com/
http://www.ndysturkiye.com/PAGES.ASP?act=h&page=289
http://www.sabaschool.ir/
http://www.ndysturkiye.com/PAGES.ASP?act=h&page=289
http://www.kheradedu.ir/
http://smpia9.muhajirien.sch.id/
http://xzxx.szftedu.cn/
http://www.mingdeschool.org/English/Index.html
http://www.mingdeschool.org/English/Index.html
http://lyxx.szftedu.cn/
http://www.ndysturkiye.com/PAGES.ASP?act=h&page=289
http://english.gdufs.edu.cn/
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201609 India 

 

St. Mark’s Sr. Sec.Public School, MeeraBagh, 

New Delhi, India 

http://www.saintmarksschool.com/meerabagh/ 

Geeta Rajan 

Rashmi Kohli 

201610 St.Peter's High School 

http://www.stpeterspublicschool.com/ 

 

Suvarna Kuppa 

201611 Bal Bharati Public School 

http://www.bbpsdwarka.org/ 

Sandhya_ 

Kakkar  

201612 Taiwan  Kaohsiung Taiwan FXM, 高雄 

http://www.fxm.ks.edu.tw/ 

洪翠琴 

Cindea  

201613 Turkey Emine Ornek School, Bursa  

http://www.emineornek.com/ 

 

Yildiz Kenter 

201614 USA John Handley High School, Winchester, VA 

http://jhhs.wps.k12.va.us/ 

 

Fay Stump 

201615 Japan  

  

Minamihama Junior High School, Niigata  

新潟市立南浜中学校 

http://minamihama-j.blog-niigata.net/ 

小山真弓 

Mayumi 

Koyama 

201616 Fukiai High School, Kobe, Hyogo 

神戸市立葺合高等学校  

http://www2.kobe-c.ed.jp/fki-hs/ 

茶本卓子 

Takako 

Chamoto 

201617 KONAN BOYS’ HIGH SCHOOL, Ashiya, Hyogo 

甲南高等学校   

https://www.konan.ed.jp/ 

中原 敦 

Atsushi 

Nakahara 

http://www.ndysturkiye.com/PAGES.ASP?act=h&page=276
http://www.ndysturkiye.com/PAGES.ASP?act=h&page=276
http://www.saintmarksschool.com/meerabagh/
http://www.stpeterspublicschool.com/
http://www.bbpsdwarka.org/
http://www.fxm.ks.edu.tw/
http://www.emineornek.com/
http://jhhs.wps.k12.va.us/
http://minamihama-j.blog-niigata.net/
http://www.ndysturkiye.com/PAGES.ASP?act=h&page=285
http://www2.kobe-c.ed.jp/fki-hs/
https://www.konan.ed.jp/


８/３ （水） ８/４ （木） ８/５ （金）

6:00

12:00

18:00

21:00

22:00

食事 夕食 朝食・昼食・夕食 朝食・昼食・ 夕食

チェクイン開始
12:00

市内観光
13:00

I

歴史博物館
新潟市の地盤学習

❘
朱鷺メッセ展望台

ウエルカムパーティ
17:00

風呂
21:00

就寝
22:00

起床
6:00

朝食

7:00

夕食 弁当
16:30

移動 浴衣を着る
民謡流し参加

17:00

起床
6:00

朝食

7:00

防災世界子ども会議2016 in 新潟 日程(海外参加者対象)

17：00

民謡流し 参加
（浴衣の着用）

※ステップ発→バス

19:00 - 21:00

防災世界子ども会議
2016 in 新潟 8:00

オープニング・セレモニー
参加国・地域の紹介 8:30

I

基調講演「防災・港町新潟と
子どもたち」田代 雅春氏

9:30
I

気候変動と私たちの住むまち
の「防災・減災・復 興」

成果発表プレゼンテーション
Aグループ 10:40

I

昼食 12:00
I

成果発表プレゼンテーション
B・Cグループ 12:50

総評 14:30
I

新潟の生徒・学生との交流会
15:10
ｌ

宣言文準備会議
16：10

夕食
17:00

風呂

21:00

就寝
22:00

風呂
21:00

就寝
22:00

1/2

アイアーン大正琴
プロジェクト2016 in 新潟

8:30
世界大正琴演奏交流大会

❘

日本の四季をめぐり
童謡などわかりやすい曲を

海外の参加者と
大正琴で国際交流

春夏・秋冬組に分かれ

琴源ビルにて大正琴の練習

ふるさと村見学

昼食 12:00
I

終った組から
浴衣着用

大正琴
贈呈式

大正琴
ワークショップ

NDYS
成果発表会
リハーサル
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８/６ (土） ８/7( 日） ８/８ （月）

6:00

12:00

18:00

21:00

22:00

食事 朝食・昼食・夕食 朝食・昼食・夕食 朝食

イタリア軒へ移動
16:30
I

神社・マンガの家
I

ガラ パーティ
カルチャーナイト

17:00-20:30
出演者全員（県外も含む）

大正琴交流会
（民族衣装の着用）

風呂
21:00

就寝
22:00

起床
6:00

起床

6:00

演
奏
会
リ
ハ
｜
サ
ル

琴
リ
ン
ピ
ッ
ク

開
催

起床

6:00

朝食

7:00

2/2

チェックアウト完了
10:00

新潟空港・新潟駅へ
バスで送ります

朝食
7:00

朝食
7:00

休憩11:45

コンサートホール舞台
12:00

琴リンピック出演
I

災害安全マップ撤収
15:00

I

クロージングセレモニー
参加証明書・大正琴・浴衣

贈呈 15:00(舞台）
フィナーレ 15:20

花火大会 会場へ移動
16:30

I

新潟花火大会 参加
19:15-20:30

夕食 弁当

風呂

21:00

就寝
22:00

昼食 弁当
12:00

ＮＤＹＳ
琴リンピック参加者向け
ポスターセッション

12:50
宣言文リハーサル

14:00
I

ポスターセッション
15:30

8：30
バスで市内観光

❘
りゅーとぴあへ移動
演奏リハーサル

❘
災害安全マップ
大正琴アート
展示準備
☆あやとり

りゅーとぴあへ移動 8:30
開演 コンサートホール

9:30
国内外出演チームの紹介

琴リンピック出演
災害安全マップ展示 11:00

I

ＮＤＹＳ２０１６
宣言文発表 11:25

「しあわせ運べるように」
各国の言語で歌う

3

災
害
安
全
マ
ッ
プ

ロ
ビ
｜
に
て
展
示
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会場周辺地図

NDYS2016 IN NIIGATA

周辺マップ

【りゅーとぴあ】
NDYS宣言発表 会場

【ホテルイタリア軒】
カルチャーナイト 会場

イタリア軒●
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新潟市陸上競技場
又は やすらぎ堤

花火鑑賞

民
謡
流
し
会
場



宿泊所

NDYS2016 IN NIIGATA
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学生総合プラザSTEP

日付 イベント 場所

８/４木 防災世界子ども会議2016
成果発表＆大正琴の練習

ホール

８/５金 アイアーン大正琴プロジェクト2016
世界大正琴アート＆ 演奏交流大会

琴源ビル又は
ホール

☜ 琴源ビル

８/５金大正琴の練習

新潟市中央区白山浦1-222-3
電話025-231-0510
学校町3番町バス停前
りゅーとぴあまで徒歩15分

国内外の成果発表予定者の宿泊所
NDYSスクールの交流合宿の場です。



8/7 防災世界子ども会議２０１６ 宣言文発表会 会場図
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会場入口 ⇒

コンサートホール

新潟物産出店
場所

1ロビー
2案内/ショップ
3クローク
4コンサートホール
6スタジオＡ
8カフェ

NDYS
各国ポスターセッション

災害安全マップ
展示ブース

最大2,000人 収容可

NDYS2016 IN NIIGATA

新潟市民芸術文化会館 りゅーとぴあ・コンサートホール
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防災世界子ども会議 

Natural Disaster Youth Summit NDYS とは？ 

 

防災世界子ども会議は、世界と学び合う国際協働学習を通した防

災教育の促進を目的とするプロジェクトです。インターネットを

はじめとする ICT(情報通信技術)を活用して、世界の小中高校の

子どもたちが、さまざまな国・地域の防災の知恵や災害から学ん

だ教訓に関する「情報」を共有し、学び合い、自然災害の「防災・

減災・復興」という地球規模の課題解決に取り組み、その成果を

世界へ、未来へ発信する*iEARNの日本発プロジェクトです。 

半年間のネット上の国際協働学習の後に、総仕上げとして「会議」

をもちます。そのミッションは、地球規模の防災意識を共有しな

がら、持続可能な開発目標 SDGsに向けたそれぞれの国・地域の防災への取り組みに世界と共

に取り組むことです。このため、ネットワークづくりを進めています。 

 

 

 

 

■ NDYS のはじまり                          

阪神・淡路大震災から 10年を機に「大震災の教訓を世界の

子どもたちに伝えよう、命の尊さを考えよう！」と、ひょう

ごの子どもたちの交流から NDYSプロジェクトは始まりまし

た。「コミュニケーションが命を救う！」をスローガンに、災害が引き起こす惨状に目をむ

け、子どもたちが、命を守る重要性に気づき、命を守る判断、行動、備えができることを目

的として開催。NDYS2005で、グローバルな防災教育ネットワークの基礎を築きました。こ

れまでに約６５カ国・地域の学校がネットワークにつながり、協働学習を進めています。 

■ 参加者の声   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 生徒の学びの体験メッセージ（JEARN10 周年記念事業の冊子より抜粋） 

外の世界に興味があるが、その関わり方がわからなかった。しかしプロジェクトとの出会いで大きく

変わった。何が変わったのか。何ができるようになったのか。どうして自信がついたのか。それは、い

いタイミングで、新しい世界に飛び込む勇気が必要だった！  

  

多様性の中での交流を体験し、自分自身と向き合い、自分のモチベーションを見つける機会を得るこ

とができた。このことが、私の将来の人生設計に大きなインパクトを与えている。  

  

他国の文化や言語に興味をもつようになった。さらに、学習や表現の違いを知ることとなり、気持ち

よく意見交換できる場を設定できる柔軟性と思いやりをもつことが大切であると感じた。  

  

地球規模の課題を理解し、防災だけでなく、環境・エネルギーなどの課題を、より身近に感じとれる

ようになり、同じ時代を共に生きているのだと実感した。  

  

英語でのコミュニケーション力は不足していても、自分の気持ちを伝えようと努力をするようになっ

た。この場面で、英語でどのように表現すればいいのかと考えることで毎日が楽しくなった。  

 

＊iEARN（アイアーン International Education and Resource Network) は、世界 140 カ

国、5 万人の教育関係者、200 万人の生徒（2016 年４月現在）からなるグローバルネットワークを構築して

いる国際教育機関：NGO。このネットワークにつながり、お互いの生活や文化の違いを話し合うものから、グ

ローバル社会が抱える課題などを題材に、１00 以上のグローバルプロジェクトが展開されています。 

資料 1/1 
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http://ndys.jearn.jp/2015/index.html
http://www.iearn.org/


持続可能な開発目標 11  

< 住み続けられるまちづくり >の達成 

それぞれの住んでいる地域の自然災害を 

取り上げ、地域の災害安全マップづくり 

にとりくんでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ iEARN コラボレーション センター  
 

 

 

 

 

 

世界の子どもたち学びあう協働学習の場です。プロジェ

クトのテーマや課題を NDYS スクールが Web 上で共有

し、情報発信しながら協働学習を展開します。 

 

NDYS2016 では、いくつかの要因で起きている異常気象 

のモデルを考え、 異常気象や気候変動に対して、自分 

たちは何ができるのかを話し合い解決を探ります。 

 

この国際協働学習のまとめとして、NDYS2016 

では、新潟市で交流合宿を体験し、会議をもち 

国際協働でまとめあげた新潟宣言文を採択。 

世界へ、未来へ発信します。 
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■ ICT 活用による学びの環境 

NDYS2015in とよた イランの安全マップ 

NDYS 神戸フォーラム 2007(人と防災未来センター)で  

複数の国・地域とのテレビ会議 

 

NDYS2016 テーマ 

気候変動と私たちの住むまちの 

「防災・減災・復興」 

 

 

 

 

 

国際協働学習ポータルサイト NDYS: http://ndys.jearn.jp/ 

地域へリスクを伝達する 

過去の災害や防災の現状知り、災害が起きた

ときの問題点を想定し、減災や備えの方法に

ついて考えることを学びます。 

その地図は地域の災害安全マップとして完成

させます。 

これまでにつくった多くのマップを NDYS の

WEBサイトに掲載しています。 

 

iEARN コラボレーションセンター・テレビ会議などの ICT を活用した国際協働学習により、子どもたちは意識を

深め学習内容を支えあいます。このプロセスによりグローバル アクティブ・ラーニングを展開しています。 

  

 

 

各校のマップをひとつにまとめると 

グローバル災害安全マップが完成！ 

■ NDYS 国際協働学習プログラム 

 

 

グローバル災害安全マップをみんなでつくろう！ 

持続可能な開発目標 13  

< 気候変動に具体的な対策を >の達成 

 

 

 

 

◎ インターネットテレビ会議 

リアルタイムでのコミュニケーション活動を通し

て、お互いのことを知り、学び、楽しく協働学習を。 
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異常気象 国際協働で問題解決！ 

お問合せ 
参加ご希望の学校は、JEARN（ジェイアーン iEARN

の日本の窓口）の NDYS 事務局まで、E メールでお申し

込みください。詳しくは WEB ページ  

URL: http://ndys.jearn.jp/ 

NDYS 事務局：〒651-0073 神戸市中央区脇浜海 

岸通 1-5-1 ひょうご国際プラザ気付 NPO 法人  グロ

ーバルプロジェクト推進機構 JEARN 神戸事務所内  

TEL：078-593-9308 FAX: 078-593-0766   

E-mail:  ndys@jearn.jp 

 

 

URL: http://ndys.jearn.jp/ja/ 

 

https://iearn.org/
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＜国連 持続可能な開発目標 SDGs と NDYS の取り組み＞ 

2016年 1月、持続可能な開発の目標を 2030年までに達成すべく、国際社会が新たな出発を

しました。防災世界子ども会議は、これまでの流れを深め、広げていくためには持続可能な

開発の観点からの防災教育がさらに必要と考え、NDYS2016から、国連 SDGs実現に向けた取

り組みをスタートさせました。 

グローバルな視点での防災教育の重要性と国際協働の必要性について、広く、一般の意識啓

蒙を図ることが期待されます。 

 

 
 

 

図：防災世界子ども会議 NDYS マイルストーン 
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Natural Disaster Youth Summit 2016  

  

  

                                                          

Name of Project  

Natural Disaster Youth Summit 2016  

  

We host "Natural Disaster Youth Summit 2016 in Niigata" in August 3-8, 2016 in Niigata City, Niigata 

Prefecture, Japan.  

   

In NDYS2016, we are working together with iEARN Taisho Koto project for reconstruction of 

traumatic heart after the disaster by utilizing the power of music (Taisho Koto). We will hold the 64th 

Niigata city Art Festival "Kotolympic 2016 in Niigata" at the same time.  

   

Summary  

This is a project in which children will learn the importance of human lives and how to reduce disaster 

impacts such as earthquakes, volcanic eruptions, wildfires, floods, hurricanes, landslides, tsunamis, 

droughts and so on through the communication and collaboration with global friends.  

  

Description  

NDYS was first organized in Hyogo in May 2004 and started from September 2004, commemorating 

10th year of great Hanshin Awaji Earthquake, Japan in 1995. We learned the importance of human 

lives and preparedness for disasters.   

  

In recent years, it has been pointed out that extreme abnormal weather caused by climate change may be 

linked to an increase in large-scale natural disasters. Natural disasters such as heavy rain and floods are 

increasing in many parts of the world, and they become major obstacles not only to people’s lives, but also 

sustainable development. To take urgent action to combat climate change and its impacts is an urgent 

global issue.  

  

This year’s theme:   

Climate Change and “Disaster Reduction , Mitigation, and Reconstruction" in our town       

~ Abnormal weather  : Solve the problem by global collaboration! ~ Slogan: 

Communication saves lives!   

Our goal: Build the safer place to live in for everyone in this planet  

By experiencing various disasters, different knowledge and information to reduce their impact are 

accumulated in local communities. By sharing this knowledge and information, we can prepare 

against future disasters and take actions to combat climate change and its impacts. Let us maintain 
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continuous efforts and transfer these efforts to the next generation. Our ultimate goal is to enhance 

awareness of the impact of natural disasters on families, schools and local communities around the 

world through young people's actions.  

NDYS will build a global disaster management education network utilizing Information and 

Communications Technology (ICT). Let us communicate with each other and contribute to the 

healthier planet.   

More Information More info can be found at   http://ndys.jearn.jp/  

Facilitators  

• Yoshie Naya, Japan  

• Kazuko Okamoto, Japan  

• Nimet Atabek, Turkey  

• Gia Gaspard_Taylor, Trinidad and Tobago  

• Doris_Tsuey-ling Wu, Taiwan  

Languages  English, Japanese  

Student Age Levels 5-11 (Primary), 12-14 (Middle), 15-18 (Secondary)  

Dates August, 2015 Registration and Preparation for the project. September - May Start programs: 

Select one or more programs you are interested in and start.   

Possible classroom activities                           

Communication through Video- Conferencing, Disaster Safety Map Making, NDYS Teddy Bear 

Exchange, Kid’s Safety Bag Making, Discussion on the iEARN forum Writing your experience of 

natural disasters Programs  

NDYS has several programs. However, you need not to do all programs. You can select one or more 

programs which fit to your school curriculum.  

  

1) “Global Disaster Safety Map” program  

Students will create a Disaster Safety Map of their school’s surrounding areas. Students will do 

research on the environment near their school and put this information in the map, including where 

is safe, where is dangerous and places they love and are proud of. Send the photo of completed 

disaster safety map to ndys@jearn.jp. You may put your map on the Gallery of iEARN Collaboration 

Center, too. Students will have discussion through Video-conferencing and on the iEARN forum of 

NDYS.  

2) NDYS Teddy Bear Exchange and Kid’s Safety Bag   

As a subsidiary program, the NDYS Teddy Bears (NDYS Little Ambassadors) will be exchanged 

between partner schools to strengthen the friendly bond at the NDYS conference. Each School can 

make Kid’s Safety Bag (Emergency bag), too.   

3) Discussion on the iEARN NDYS forum  Theme: 'My experience of natural disasters'   

  

4) Original Activities at your school  
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NDYS welcome the original activities done at your school. Introduce the original activities at your 

school or your community on the iEARN forum.  
  

5) Special Feature for NDYS2016 :                                        

‘Healing Power of Music from Trauma after Disasters’  

  

In NDYS 2016, we will have an international gathering in Niigata collaborating with   

Taisho-Koto Project and Kotolympic. The title will be ‘Natural Disaster Youth Summit   

2016 in Niigata and ‘iEARN Taisho koto Project ‘Kotolympic’  

  

As you may know natural disasters leave behind long-lasting and severe trauma. Music can help 

people with their recovery. It will be wonderful, if we can share such music. As we believe the 

healing power of music, NDYS has decided to collaborate with iEARN Taisho-koto project and 

Kotolympic this year. We would like you to introduce the music of your country which heals people’s 

hearts. It will be ideal if you can send us your video or up load it onto YouTube. We would like you to 

play the music at the international gathering in 2016 in Niigata.  

  

Expected outcomes  

Natural Disaster Youth Summit 2016 Declaration   

Global Disaster Safety Map   

Kid’s safety Bag   

Music video and performance  

Websites created by NDYS students, PowerPoint presentations, booklets, websites in different 

languages, safety maps, and a big friendly family of teachers and students.  

 

 Project contribution to others and the planet.   

NDYS began to focus on the problems of "sustainable development goals (SDGs)" target 11 & 13, 

which the United Nations plans to resolve by 2030. As a solution to the SDGs, it is broadly expected 

to improve the public awareness and enlightenment about the importance and necessity of 

international cooperation of disaster reduction education from a global perspective.  

   

Goal 11. Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable.  

   

Goal 13. Take urgent action to combat climate change and its impacts*  

   

http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/  

   

Children and the youth will share their knowledge and work as leaders of their communities. -They 

will help people in trouble as global citizens.   

  

They will learn how to save their lives and make their environment safer. This project will directly 

contribute to the quality of life of anyone who lives on this planet by sharing the information of how to 

reduce damage by unexpected disasters and building the Disaster Management Education Network 

utilizing ICT.   

 

Curriculum area  

Integrated study, Science, Art, English, Social study, Disaster Risk Management  

 
-18- 

資料 3/3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

防災世界子ども会議実行委員会 事務局 

       〒651-0073 

神戸市中央区脇浜海岸通り 1-5-1  ひょうご国際プラザ気付 

NPO 法人グローバルプロジェクト推進機構 JEARN 神戸事務所内 

TEL  078-593-9308 

E-mail：ndys@jearn.jp 

 

NDYS office 
c/o JEARN KOBE Office / Hyogo International Plaza  

5-1, 1-chome, Wakihama Kaigan-dori Chuo-ku, Kobe,  

Hyogo 651-0073, JAPAN  

TEL  ＋81-78-593-9308 

E-mail：ndys@jearn.jp 

 

        

mailto:ndys@jearn.jp

