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「防災世界子ども会議 2010 in トルコ」参加報告 

2222----2222----9999 NDYS NDYS NDYS NDYS----KOBEKOBEKOBEKOBE の高校生による活動報告の高校生による活動報告の高校生による活動報告の高校生による活動報告    

○○○○    ウェルカムウェルカムウェルカムウェルカム    ディナーパーティディナーパーティディナーパーティディナーパーティ    

 

ブルサ市主催のディナーパーテ

ィに総勢 300名の生徒と教師、保

護者が招待されました。 

市長の挨拶の後、参加者を代表し

てブルサ市長に花束を贈呈し、感

謝の気持ちを届ける舞子高校の

藤原さん 

ブルサ市民あげての歓迎に熱い

ものを感じました。 

    

    

    

    

    

    

                                                                            

5555日目日目日目日目    ８月２５日８月２５日８月２５日８月２５日                     兵庫県立舞子高校 R.K                   

・ブルサ 文化施設見学 

・ウェルカム ディナーパーティ（Kültür Parkにあるレストランで） 

 

トルコの気候は、日本の気候より涼しく夏でも過ごしやすい環境です。この日朝起きると、

寒くて驚きました。トルコでは朝晩と冷えるので、気温の差が結構ありました。 

朝食後、バスで移動して、トルコの昔の生活風景や衣装が展示されている博物館へ行きま

した。現代とは違う雰囲気に、みんな見入っていました。 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

                 「防災 

（文化施設） 

（Kültür Park内のレストランで） 

 

（モスク）  
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「世界子ども会議 2010 in トルコ」参加報告 

2222----2222----10101010 NDYS NDYS NDYS NDYS----KOBEKOBEKOBEKOBE の高校生による活動報告の高校生による活動報告の高校生による活動報告の高校生による活動報告    

 

次に、モスクへ行きました。なかなか見ることができない神聖な情景を見ることができ、

貴重な経験でした。私たちがいる間にも、お祈りに来ている人がいました。 

イスラム教徒の人々は、１日に５回、メッカのある西に向かってお祈りをするそうです。

また、足も１日５回洗います。そのため、街中に足を洗う水道が所々に設置されていて、

実際の様子も見ることができました。 

 

昼食後、自由時間となり、街に出る

ことにしました。一緒に行動してい

たトルコの人が案内をしてくれま

した。商店街やバザールのようなと

ころを歩きました。途中で見たこと

のないフルーツなどが売られてい

たり、興味を引くものが多くありま

した。 

 

 

 

 

        

バスで再び移動し、夕食までの時間

は遊園地に行くことに。日本にはな

かなかないような絶叫系コースタ

ーばかりでしたが、日本チームも他

の国の人と一緒になって楽しんで

いました。 

今日は、トルコの文化や風習、生

活習慣などに多く触れられた一日

でした。 

 

 

 

 

 

 

 

日本ではない情景を見て、文化の違

いを改めて知りました。それぞれの

文化にいいところがあることも知

ることができました。様々な文化が

あるからこそ、自国の文化を大切に

できるのだと  思います。私も日

本人とし日本の文化を大事にして

いきたいと思います 
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「防災世界子ども会議 2010 in トルコ」参加報告 

2222----2222----11111111 NDYS NDYS NDYS NDYS----KOBEKOBEKOBEKOBE の高校生による活動報告の高校生による活動報告の高校生による活動報告の高校生による活動報告    

    

6666日目日目日目日目    ８月２６８月２６８月２６８月２６日日日日（木）（木）（木）（木）                 兵庫県立舞子高校 M.M   

・ ワークショップ 

・ 日本庭園の散策 

・ 表彰式・ガラパーティ 

・ パキスタンへの募金活動 

 

○○○○    ワークショップワークショップワークショップワークショップ        

朝から 10個のワークショップにわかれて活動しました 

ワークショップでは、いろいろな国々の人々がダンスを教えあったり、大きな布にメッセ

ージを書いたりと内容は様々でした。 

私はその中にある神戸学院大学の防災・社会貢献ユニットの「非常持ち出し袋の中身につ

いて」に参加しました。 

私は大学生の話の中で“自分の命は自分で守る”という言葉が印象に残っています。 

このワークショップは「家から 3 つだけ避難所に持っていってもいいなら何を持っていき

ますか？」というお題で、3つの班に分かれて話し合いました。私の班にはアゼルバイジャ

ンとインドネシアの人がいました。そこでは、お金が大事という意見や救急箱が大事など

といった意見がたくさん出ました。私は日本でこのワークショップをしたことがありまし

たが、外国の方の意見を聞くとその違いに驚くことがありいい勉強になりました。いろい

ろな世代の方々と意見交換ができ、疑問に思ったこともたくさんありました。しかし、私

は英語が得意ではなかったので、英語で聞き返すことができなかったのが残念でした。 

私は、聞き返すのはあまりできなかったけど自分の意見は片言英語で伝えることができた

と思います。これがきっかけで、英語の勉強をやりたいという気持ちになりました。 

ワークショップが終わっても大学生の人たちは、みんなを飽きさせないために日本の遊び

道具の“けん玉”“紙風船”“お手玉”を持ってきて遊んでいました。外国の人々は、すご

く興味津々で楽しんでいました。私は、このワークショップに参加して神戸学院大学のみ

なさんは本当にすごいなと思いました。持ち出し袋の内容もとても分かりやすく、いい勉

強になりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ワークショップの様子） 

 

（けん玉をやっている様子） 

 



 17 

「防災世界子ども会議 2010 in トルコ」参加報告 

2222----2222----12121212 NDYS NDYS NDYS NDYS----KOBEKOBEKOBEKOBE の高校生による活動報告の高校生による活動報告の高校生による活動報告の高校生による活動報告    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（神戸学院大学の防災貢献ユニットのワークショップ「非常時の持ち出し袋」） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（日本庭園の風景） 

 

〇日本庭園の散策〇日本庭園の散策〇日本庭園の散策〇日本庭園の散策    

ワークショップが終わった後、昼食

をとってから日本チームとアゼルバ

イジャンチームはバスに乗って国の

名前が彫ってある場所に行きまし

た。そこは、丘の上にありいい景色

が見えるところでした。まだ建設中

の日本庭園にも行きました。私は、

トルコにも日本文化が浸透している

のを知って、改めて日本の文化の素

晴らしさを感じました。 
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「防災世界子ども会議 2010 in トルコ」参加報告 

2222----2222----13131313 NDYS NDYS NDYS NDYS----KOBEKOBEKOBEKOBE の高校生による活動報告の高校生による活動報告の高校生による活動報告の高校生による活動報告    

    

○○○○    表彰式表彰式表彰式表彰式    

 

夜はトゥンクシペール校表彰式そしてガラパーティがありました。トゥンクシペールのカ

ヤ理事長とニメット校長先生から全員に表彰状が手渡されました。 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

    

    

    

○○○○    パキスタンへの募金活動パキスタンへの募金活動パキスタンへの募金活動パキスタンへの募金活動    

 

ガラパーティでパキスタンに寄付金を送るため、バザーを開きました。他の国の人々は、

アクセサリーやカレンダーカード、伝統のお菓子などを売っていました。私たちは、鉛筆

やノートなどをたくさん持っていきましたがすぐに完売しました。 

バザーは、たくさんの人で賑わいました。 

 

                      

みなさま、寄付金をありがとうござい

ました。みなさまからいただきました

寄付金は、全額NDYSファンドに寄付

できました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（パキスタンへの募金活動） 

    

    

    

「防災世界子ども会議 2010 in トルコ」参加報告 

(トゥンクシペール校にて) 

 

パキスタンへの募金活動 

 

（トゥンクシペール校の創設者から表彰を受ける参加者） 
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2222----2222----14141414 NDYS NDYS NDYS NDYS----KOBEKOBEKOBEKOBE の高校生による活動報告の高校生による活動報告の高校生による活動報告の高校生による活動報告    

○○○○ガラパーティガラパーティガラパーティガラパーティ    

舞子高校は甚平、葺合高校と川西宝塚良元高校は浴衣を着て参加しました。ほかの国々の

人々もいろいろな衣装を着て参加しました。一番印象的だったのは、イランの衣装です。

キラキラ光っていてすごく綺麗でした。ウクライナの衣装も、メルヘンチックで可愛かっ

たです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（華やかな文化交流の夜!  トゥンクシペール校で）    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「防災世界子ども会議 2010 in トルコ」参加報告 

 

 

 

 

 

（イランの衣装） （ウクライナの衣装） 

（見慣れぬ浴衣に興味津々） 
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「防災世界子ども会議 2010 in トルコ」参加報告 

2222----2222----15151515 NDYS NDYS NDYS NDYS----KOBEKOBEKOBEKOBE の高校生による活動報告の高校生による活動報告の高校生による活動報告の高校生による活動報告    

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

（各国の文化を装った教師たち） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（各国の文化を装った教師たち） 

  

最後はみんなで楽しくダンス

をしたり、歌を歌ったり深夜 1

時過ぎまで楽しみました。 

いろんな国の文化や意見を聞

くことができ、勉強になった 1

日でした。 

 

 

日本の浴衣は予想以上に大

人気で、何度も「一緒に写真

を撮って！」と声をかけられ

ました。着物などとは違い、

元々は簡易な装束でしかな

い浴衣ですが、海外の人にも

魅力を感じてもらえる何か

があると分かり、日本人とし

てとても誇らしい気持ちで

した。 
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「防災世界子ども会議 2010 in トルコ」参加報告 

2222----2222----16161616 NDYS NDYS NDYS NDYS----KOBEKOBEKOBEKOBE の高校生による活動報告の高校生による活動報告の高校生による活動報告の高校生による活動報告 

    

7777 日目日目日目日目    ８月２７８月２７８月２７８月２７日日日日（金）（金）（金）（金）                                                                神戸市立葺合高校 M.Y    

・ブルサからイスタンブールへ移動 

・カルチャーナイト（イェディテペ大学寮） 

 

この日がブルサで過ごす最後の日で

した。トルコ到着から慣れ親しんで

きたウルダグ大学の寮とも、トゥン

クシペール校とも、そこで出会った

多くの先生ともこの日でお別れ。 

 

朝食を食べて少しショッピングに出

掛けた後、ゆっくりと別れを惜しみ

ました。 

 

そこからバス→フェリーでイスタン

ブールへ。遠ざかっていくブルサを

船内から見ていると、たった数日間 

過ごしただけなのに、長年いた場所 

を離れるような気持ちに駆られ、本当に寂しかったです。 

 

                                                                                                          

そして新しい街、イスタンブールに到着

しました。 

着いてまず驚いたのが、宿泊したイェデ

ィテペ大学寮の綺麗さでした。それまで

泊まらせてもらっていたウルダグ大学

寮はどちらかというと素朴な感じで、い

かにも“寮”という感じだったのですが、

こちらは本当にホテルのようで、どこの

国でも田舎と都会の差というのはすご

いんだなあ…と妙に感心してしまいま 

した。 

 

新たな我が家で少し休憩を取り、寮付属の 

カフェテリアで夕食。 

 

夕食はバイキング形式でした。色とりどりの料理の 

中にはお米もあり、久々に見られて感動したのを覚 

えています。今までずっとパンだったので、すごく 

嬉しくて、いつも何気なく食べているお米のありが 

たさを感じました。 

 

 

 

 

 

（ブルサを後に） 

 

（イェディテペ大学寮の部屋） （イスタンブールの新たな我が家） 
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「防災世界子ども会議 2010 in トルコ」参加報告 

2222----2222----17171717 NDYS NDYS NDYS NDYS----KOBEKOBEKOBEKOBE の高校生による活動報告の高校生による活動報告の高校生による活動報告の高校生による活動報告 

  

その後はカルチャーナイト（文化交

流パーティのようなもの）に参加す

ることになりました。 

ここまで毎晩のようにパーティ系の

行事があったので、「なんか２階でパ

ーティあるらしいでー」という言葉

にもそろそろ驚かなくなってきてい

ました。もう文化紹介のネタないけ

ど大丈夫かなあ…と内心ドキドキし

ながら会場に行ったのですが、どう

やら今回は立候補制で各々の好きな

歌を披露したり、みんなでやるゲー

ムを提案したりする雰囲気。 

最初はインドチームが 

“Thumbs up! Thumbs down! …” 

などとやっていくゲームを教えてくれました。 

その先生のテンションの高さもあってか、最初は戸惑っていたみんなもだんだん要領が分

かってくるとすごく盛り上がってきて、最後には大喝采で終わりました。その後も様々な

チームが得意なことをやっていっていたので、「よし、これは私たちも何かやらねば」と思

い、少ない引き出しの中から必死に探し出した『Hokey Pokey』をすることにしました。

こちらも最初は戸惑っている人が多かったですが、だんだんみんなやり方を理解してくれ

たようで、とても楽しんでくれて嬉しかったです。 

 

他の国の色々な遊びを知れた楽しさと、どの国から来た人も同じゲームを一緒にやって盛

り上がれたという一体感を深く感じられたカルチャーナイトでした。 

みんな『I’m Rabbit』というゲームに白熱していてなかなか帰りたがりませんでしたが、翌

日のイスタンブール観光に備え、きりのいいところでそれぞれの部屋に戻りました。 

    

    

    

    

    

    

    

    

（カルチャーナイト イェディテペ大学寮で） 

 

（カルチャーナイトの様子） 
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「防災世界子ども会議 2010 in トルコ」参加報告 

2222----2222----18181818 NDYS NDYS NDYS NDYS----KOBEKOBEKOBEKOBE の高校生による活動報告の高校生による活動報告の高校生による活動報告の高校生による活動報告 

    

８８８８日目日目日目日目    ８月２８月２８月２８月２8888日日日日（土）（土）（土）（土）                                                                        神戸市立葺合高校 A.N 

・ クルージング 

・ イスタンブール市内観光 

 

午前中は地中海の海をクルージングしました。船では常に音楽が流れていて、誰からとも

なくみんなでダンス!!! 

みんなで、水の掛け合いをしたり飛んだり跳ねたり…大いに盛り上がりました。その中で

も、私たちを迎えてくださったボランティアのトルコ人のおばさんのダンスはすごく上手

くてびっくりしました。 

 

3時間船の上で過ごし、船を降りた後はイスタンブールの街を歩きました。街は、人も車も

多くてすごく繁盛していました。店の前を通ると声を掛けてきたり、日本語で挨拶をされ

たり、さまざまな人に出会いました。また、街の中に電車が走っていたり、車やバイクな

ど交通量が多いのに、信号があまりにも少ないのにはびっくりしました。いろいろと日本

とは異なる発見がありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（イスタンブール旧市街を背景にクルージング） 
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「防災世界子ども会議 2010 in トルコ」参加報告 

2222----2222----19191919 NDYS NDYS NDYS NDYS----KOBEKOBEKOBEKOBE の高校生による活動報告の高校生による活動報告の高校生による活動報告の高校生による活動報告    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イスタンブールの旧市街） 

 

（カフェの風景） 

少したってから、自由時間に

なり、私たちはカフェで優雅

にティータイム。 

それぞれ、トルコアイスや、

トルココーヒー、チャイなど

を頼み、ダンスの疲れを癒し

ました。 

そうしていると、店員さんが

メニューを日本語訳してほし

いといってきたので、一人一

つのメニューをもらって日本

語に意訳しました。 

店員さんがお礼にと、トルコ

式アップルティーをサービス

してくださいました。 

 

 

（トルコアイス） 

 

前日まで過ごしたブルサとは

全く違う街並みと混雑具合。

“evet（トルコ語で「はい」と

いう意味）”と書かれた選挙カ

ーのようなものも見受けられ

ましたが、日本の東京などと

はまた違った、観光地である

都会の喧騒、というものを感

じました。外国には付き物の

スリなどを、これまでは全く

気にせずに過ごしてこられま

したが、ここで初めて、「危な

いからカバンは前に持って

ね」と現地の友達に言われ、

少し身の引き締まる思いでし

た。 
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「防災世界子ども会議 2010 in トルコ」参加報告 

2222----2222----20202020 NDYS NDYS NDYS NDYS----KOBEKOBEKOBEKOBE の高校生による活動報告の高校生による活動報告の高校生による活動報告の高校生による活動報告    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

買い物のあとは、皆が合流して自然

公園を歩きました。 

大きな街路樹で挟まれた道を歩いて

いると、違う国からの人たちが陽気

に歌い出したり、ライオンの置物が

置いてあったりと、日本とは違う新

鮮な空気を感じました。 

 

そこから、またバスに乗って大学に

戻り夕食を取った後、２階でパーテ

ィーをしました。 

それぞれの国の踊りや遊びを共有し

て、とても盛り上がりました。 

 

 

休憩の後は、イスタンブールの街

に繰り出して皆、めいめいにお土

産を買ったり、アクセサリーを買

ったりと、楽しい時間を過ごしま

した。 

大きな目玉の魔よけ、ナザールボ

ンジュールはトルコ土産の人気ア

イテムです。 
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「防災世界子ども会議 2010 in トルコ」参加報告 

2222----2222----21212121 NDYS NDYS NDYS NDYS----KOBEKOBEKOBEKOBE の高校生による活動報告の高校生による活動報告の高校生による活動報告の高校生による活動報告 

９日目９日目９日目９日目    ８月２９日（日）８月２９日（日）８月２９日（日）８月２９日（日）                                                兵庫県立川西宝塚良元校 N.K    

・ 帰国 

今日は、トルコ最後の日です。朝か

ら、それぞれの参加国のメンバーが

帰国便の時間に合わせてバスでイェ

ディテペ大学を出発しました。 

 

私たち日本グループは、この日最後

のバスでの出発でしたので、何度も

皆を見送ることになりました。バス

が出発する際には、お互いにすごし

た時間が思い出され、みんな涙を抑

えることが出来ませんでした。 

                       

それぞれに抱き合いプロジェクトを

続けて再会を約束する姿が、あちら

こちらで見られました。 

 

ブルサから、ガイドとして同行して

くださったトゥンクシペール校のニ

メット校長先生や生徒さんと保護者

の皆さんも午後のバスでブルサに帰

られました。 

トルコ滞在中、お世話になり一人ひ

とりに心を配ってくださったトルコ

の皆さん 本当に感謝の気持ちでい                  

っぱいです。 

 
私たち日本グループも、最後のバスで、イェディテペ大学を後にし、飛行場へ向かいまし

た。会議そのものは、３日間と短い間だったのですが、その間に参加者同士本当に仲良く

なり、防災世界子ども会議での出会いが、プロジェクトに参加した皆の心をつないだ日々

となりました。 

 

１０１０１０１０日目日目日目日目    ８月３０８月３０８月３０８月３０日（日（日（日（月月月月））））                夕方、日本のメンバーは皆、元気に帰国しました。 
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((((CoSMOSCoSMOSCoSMOSCoSMOS    Collaborative Safety Maps on Open System)Collaborative Safety Maps on Open System)Collaborative Safety Maps on Open System)Collaborative Safety Maps on Open System)    

 

関西学院大学大学院 理工学研究科 情報科学専攻  吉岡 洋輔 

北村 泰彦 

 

防災世界子ども会議は，ICT(情報コミュニケーション技術）を活用して，世界の子どもたち

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」を共有し，多様な価値観をもつ

人々と協力・協働しながら，地球規模の防災・環境学習に取り組むプロジェクトであり，阪神・淡路

大震災から 10年を機に始まりました． 2010 年 8月に開催された第 6回世界大会「防災世界子ども会

議 2010 in トルコ」には，世界１７カ国・地域の学校から 150 名，開催国から 150 名，計 300 名が参

加しました． 

第 6回「防災世界子ども会議 2010in トルコ」にて，私たち関西学院大学のメンバーは，異

文化コラボレーション支援システム CoSMOS (http://www.kitamura-lab.jp/cosmos/) のデモ発表及

び 17枚の災害安全マップの撮影を行いました． 

 

 

 

 

 

 

「防災世界子ども会議 2010 in トルコ」に参加後，災害安全マップは 18 カ国 34枚に達しま

した．展示されていたマップはどれも，自分たちが住む地域について詳しく調べ，マップの細部分に

まで工夫を凝らしてあり，災害安全マップの作成を通して，防災・環境学習に取り組む強い気持ちを

感じました．また，現在でも，毎日のように CoSMOS へのアクセスが見られることから，トルコでの

防災世界子ども会議に参加して終わりではなく，世界の災害についても学び続けるみなさんの意識の

高さに気付かされました．NDYS2010 に参加させてもらい，とても貴重な体験をさせて頂きありがとう

ございました． 

CoSMOS とは，私たち関西学院大学のメンバーが約

1年半かけて，NDYS における防災協働学習と異文化交流を

支援するために開発した，Web サイト形式のシステムであ

り，次のような特徴を持ちます．子どもたちが協働でつく

った災害安全マップを，GoogleMap とリンクさせることで，

世界地図上のどの地域の災害安全マップなのかがわかる

ようになっており，マウスを用いた表示範囲の移動や拡

大・縮小によって，安全マップの詳細な部分まで閲覧でき

ます．さらにネット上でマップを見た子どもたちが，マッ

プの任意の場所にメッセージを書き込むことができ，その

メッセージは自動で日本語，英語，トルコ語，フランス語，

中国語に翻訳され，母国語によるコラボレーションを実現

するシステムであります． 



 28 

「防災世界子ども会議2010 in トルコ」参加報告 

2222----3333----2222    「「「「非常持ち出し袋」について考えるワークショップ非常持ち出し袋」について考えるワークショップ非常持ち出し袋」について考えるワークショップ非常持ち出し袋」について考えるワークショップを実施してを実施してを実施してを実施して            

 

神戸学院大学 防災・社会貢献ユニット 

防災世界子ども会議は、阪神・淡路大震災から 10年を機に、兵庫の子どもたちが核とな

り、大震災の経験や教訓を世界の子どもたちに伝えよう、未来に活かそうという思いから始まったプ

ロジェクトであり、2010年 8月に開催された第 6回「防災世界子ども会議 2010inトルコ」は、世界

１７カ国・地域の学校から 150名、開催国から 150名、計 300名が参加した。 

今回のトルコでの防災世界子ども会議で、私たち神戸学院大学 防災・社会貢献ユニットの学生は、

災害が起こる前に何を準備しておけばいいか、「非常持ち出し袋」について考えるワークショップの

分科会でコーディネートを行った。分科会の内容は、参加者に災害が起きたと仮定してもらい、「あ

なたは家にいます、今から避難所へ避難します、そこで家から何を持って避難所へ行きますか」、と

問いかけた。まずは、その問いかけに対して個人で考えてもらい、その後 4つのグループに分かれて

もらい、グループで一つの意見を考えてもらい、最後に全体発表を行い、分科会のワークショップは

終了した。 

     ワークショップでは様々なユニークな意見が返ってきたのが印象的だった。非常持ち出し

袋に準備するものを日本で子どもたちに聞いたときには、「食糧」や「水」、「ラジオ」という答えが

返ってきた。しかし、私たちがワークショップを行ったグループにいたイラン人の男の子は「なによ

りもお金が必要だ、お金があれば食糧も水も買える」という答えが返ってきた。またほかの班では、

このような意見もあった。トルコの１８歳の男の子は紙が必要である、紙が無ければトイレが困ると

主張をしていた。しかし、インドネシアの引率で来ていた教師は、紙がなくても葉っぱで拭けばいい

と主張をしていた。日本では一般的には食糧を準備するよう指導されているかもしれないが、国によ

って非常時に対する備えの考え方も違うし、防災に対する考え方も違うということを感じた。 

 防災世界子ども会議に参加させて頂き、ワークショップを行ったことにより、世界の文化や生活習

慣の違いなどで、防災に対する考え方も、それぞれであるということを学んだ。防災世界子ども会議

で学んだことを、これからも日本の人たちに伝えていきたいと思う。 
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Those were the days my friend 

 

We thought they´d never end 

 

We´d sing and dance forever and a day 

 

We´d live the life we choose 

 

We´d fight and never lose 

 

For we were young and sure to have our way 

 

 

  

17 COUNTRIES TOGETHER NOT TO LIVE 17. AUGUSTS AGAIN 

6. International Natural Disaster which is held by Private Tunçsiper Schools brought the youth 

from 17 different countries together.  

The history was written in Bursa on August 24.6.Natural Disaster Youth Summit, with the short 

name NDYS took place with a great ceremony in Bursa. Continents, countries, young people 

had a single voice. The declaration was published. THE WORLD IS ONE COUNTRY. TO 

PROTECT IT THE POWERYOU NEED EXISTS IN YOUR MIND AND ENERGY. 

Natural Disaster Youth Summit 2010, Home Owner Bursa  

Natural Disaster Youth Summit is organized every year in a country where teachers and 

students who participate share the work done in their countries to minimize the bad effect of 

natural disasters. In addition, teams describe climate changes and the causes of global 

worming in their countries using information technology in the most efficient manner.  

The summit for the first time began in 2005 with the organization of Japanese team after the 

earthquake. Private Tunçsiper Schools joined the summits with 16 students in Japan in 2007, in 

Caribbean islands, Trinidad in2008, in Taiwan in 2009 representing our country. They applied 

for being host of the summit in 2008 and their application was approved last year. 

After the approval, the studies carried out immediately and They made presentations to the 

supportive companies. They discussed their ideas with them, made a lot of preparation. At 

the end, the production of numerous communications, summit was held in Bursa. 

From all over the world, Japan, Indonesia, Taiwan, India, Russia, Ukraine, Azerbaijan, Georgia, 

Turkey, Romania, Macedonia, Iran, Pakistan, Jordan, Guinea,Togo, Egypt, 17 countries and 

300 people participated to the summit. 

Bangladesh, Canada, Kenya, Nepal, Nigeria, Sierra, Leone, Sri Lanka Uganda, United Arab 

Emirates and United States were associated with the peak day of the video conference. 
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The studies of Tunçsiper Schools which have been lasting for four years were 

on the scene. 

The program was wonderful with the contributions of Tuncsiper Schools, Uludag University, 

Municipalities called Bursa Metropolitan City, Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Provincial 

Education Departmant, Governer office and Disaster Management Center, Akut and Turkish 

Japanese Foundation, Textile Companies called Özdilek and Megrel from Bursa and 

Yeditepe University from Istanbul.  

Surprise Welcome in Uludag University supported by Osmangazi 

Municipality  

The summit began with the arrivals of different 17 countries to Uludağ University on 23th 

August. Eagerly waited guests were placed to the dormitories of Uludağ University. In the 

program of first day there was a grand "welcome" which was planned for the students. The 

teachers and students of Tunçsiper Schools accompanied with the event held in the 

amphitheater of Uludag University.The countries met each other in the program in which they 

performed their dances.  

Welcome Dinner on the Merinos Train Station  

At the same hours, Osmangazi Municipality gave a dinner for the teachers in Merinos Train 

Station. The messages of hope and happiness were shared by everybody at the dinner to 

which also vices of Osmangazi Mayor Mehmet Çoban and Servet Büyükpoyraz participated. 

After dinner, the guests went to the Uludağ University and took part at the 

entertainment program of the students. 

The expected summit at the Venue called “Tayyare Cultural Center” 

6. International Natural Disaster Youth Summit took place at the Cultural Center Aircraft (TKM) 

on Tuesday August 24. After silence for respect and national anthem the summit started and 

presented by the students of Merve Özdemir and Ümit Kuşlu. Video conference was held 

about global cooperation and minimizing the bad effect of natural disasters with other 

countries by Dr. Yoshie NAYA. Other countries after the presentation of Cosmos program 

which is collaboration tool for global cooperation of Prof. Dr. Yasuhiko Kitamura, Co-founder 

and President of the AKUT Nasuh Mahruki gave his speech about Akut in Turkey.  

After the songs and dances at the summit, the Representative of NDYS Turkey and the 

principal of Tunçsiper High School Nimet Atabek gave her speech, and she shared ongoing 

preparations for years and their project emphasizing importance of sharing and acting 

together for the fight against natural disasters. Then Tunçsiper school founder Nezih Tunçsiper 

said that he was very happy because of being the host of this organization on behalf of 

Turkey. The first section of the summit was ended with the speech Mehmet Kaya, Nilüfer 

District Education Manager.  

The second section started with the declarations of last year’s by Dr. Şehnaz Baltacılar 

Göktalay. Then, Deputy of Municipality Secretary General Necmettin Şenocak said that we 

should have necessary and required knowledge to take precautions against natural 

disasters.  



 31 

「防災世界子ども会議 2010 in トルコ」参加報告 

2222----4444----3333    トルコ実行委員会による報告トルコ実行委員会による報告トルコ実行委員会による報告トルコ実行委員会による報告    

    

After the messages given by Deputy of Municipality Secretary General Necmettin Şenocak 

plaques were presented to them. After the Natural Disaster Youth Summit 2010 messages of 

Özgen KESGĐN, Yıldırım Mayor, Mustafa BOZBEY, Nilüfer Mayor, Atilla GÜRSAR, Provincial 

Director of National Education, Mehmet KAYA, Town Director of National Education, the 

plaques were given to them. 

The programme was finished after the declarations given by the countries on their own 

languages. At the end, memory photo was taken and the guests were fare welled with 

Historical National Live Band called “Mehter” Show.  

http://www.bursamehter.com/en/index.php  

World Youth, Making Preparations for Natural Disaster In Tunçsiper Schools  

After the summit in Tayyare Cultural Center, the countries came to the Tunçsiper Schools 

shared the preparations they took against the natural disasters. After the presentations, the 

founder and the president of Search and Resque Association, called 

AKUThttp://www.akut.org.tr/eng/historical.asp Nasuh Mahruki informed the guests about the 

studies that had been made till today. The group ate their dinner in Mudanya Municipality 

Social Facilities Restaurant. Students, who were the guests of the Lord Mayor Recep ALTEPE, 

enjoyed their meal.  

A Dinner at a Historical Train Station in 

Mudanya http://www.bursa.bel.tr/?baslik=mudanya-istasyon-sosyal-tesisi&bolum=sayfa&id=

167  

After the summit and school presentations, all participants came together to pass their social 

sharings. For the dinner, Mudanya was chosen because of it’s wonderful combination of 

nature and the sea. They had a wonderful time eating their dinner as the guests of Mayor 

Recep Altepe. The young who shared more enjoyed the scenery and the night very much. 

The first day events revealed the thrill and excitement of the summit.  

 

Time Stopped at the Bursa City Tour 

International Natural Disaster Youth Summit on Wednesday, the children had the opportunity 

to see and recognize the historical and social places of Bursa. Teams were created for all 

day tour of the city. The guests coming from different countries had a wonderful day visiting 

Grand Mosque, Grand Bazaar, Historical Complex Muradiye, Zafer Plaza Mall and Green 

Square guided by Tunçsiper’s teachers and students. 

City Park (Kültürpark) is Wonderful in That Time of the Season 

The youth who are working very hard to prevent the natural disasters and make the world a 

place to live in, continued sharing the historical, touristic and cultural values of their own 

countries. After the welcome speech of the Mayor of Yıldırım Municipality Özgen Kesgin, the 

students who were the guests of him for diner at Akarsu Restaurant, introduced themselves. 

The dinner with the warm weather was completed at Kültürpark Entertainment Center.  
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Workshop Activities  

The heavy schedule of August 26 starts with breakfast at Tunçsiper Schools. After the 

breakfast, every student is directed to the workshop activities which they choose towards 

their field of interest. The students who worked at the workshops turned their presentations 

into a masterpiece with poster work, dance, music, painting, jewelry design, drama, 

magazine, table tennis and billiards, message board workshops. These masterpieces were 

presented at the certificate ceremony.  

Wonderful Time in City Forest in Bursa, 

The participants as the guests of Nilüfer Manicupality Mayor Mustafa Bozbey, not only had a 

magnificent picnic feast but also had a great time teaching their dances to each other. At 

the picnic chestnuts were served and the students spent hours of fun being alone with the 

nature. 

 

And Certificate Ceremony… 

The certificate ceremony at which the studies done throughout the week were 

exhibited, plaques and certificates were presented, at which the countries became a 

“single country”, foods were eaten, performances were staged, and gift sales were carried 

on behalf of Pakistani… Each country is a little sad because of the fact that the wonderful 

summit is about to end but they have their colorful memories with them. The students took 

lots of photos to immortalize the time they spent with each other. Songs were sung and 

dances were performed. At the end of the night everyone was very happy. 

Farewell to Bursa 

The willing students were committed to the families that were indicated the first day of the 

summit for a specific time. Families took the students to their homes. The other students were 

hosted at the park, touristic or historical places. The students who wanted to go to a 

shopping center were taken to Korupark Mall. When lunch time was over, the guests going to 

Đstanbul were fare welled by the teachers of Tunçsiper Schools. They promised to each other 

to meet in Taiwan next year. 

At Yeditepe University in Istanbul.. 

6. Natural Disaster Youth Summit was held in Bursa. After that, they departed from Bursa to 

Đstanbul. As the guests of Yeditepe University, they spent wonderful time for 2 days. After the 

welcome message of Yeditepe University Rector with a film, the university campus was 

introduced. An example of being a university student was presented. 

After the presentation, they were taken to Sultanahmet Square to visit historical and turistic 

places. Later, they had a wonderful Bosphrous Tour for the diner with a marvelous view of 

Istanbul. The Yeditepe University Rector Ahmet SERPĐL shared welcome message one more 

time as the host of the dinner. 
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翻訳：神戸市立葺合高等学校 国際科 2年 山本 瑞穂 

＜翻訳（一部抜粋）＞ 

 

    

17171717 の国々がの国々がの国々がの国々が集結集結集結集結    

私立トゥンクシペール校で催された 6度目の防災世界子ども会議には、17 ヶ国から集まった若者が

参加した。 

第 6 回防災世界子ども会議、略して NDYS の歴史は 8月 24 日に始まり、ブルサにて盛大な式典が行

われた。大陸、国家、若者たちが訴えることはただ一つ。「世界は一つの国である。それを守るため

の力は自分の心とエネルギーに存在している。」 

 

防災世界子ども会議防災世界子ども会議防災世界子ども会議防災世界子ども会議 2010201020102010、開催地ブルサ、開催地ブルサ、開催地ブルサ、開催地ブルサ    

 NDYS は毎年、世界各国のいずれかの地で開かれ、それぞれの国で災害の影響を最小限に抑えるため

にどのような活動をしているのかを、生徒や教員が発表する。さらに、最先端の情報技術を駆使し、

自国の環境の変化や地球温暖化の原因を説明する。 

 この会議は、大震災を経験した日本のチームにより、2005 年に発足した。トゥンクシペール校から

は 16 人の生徒が代表して、2007 年の日本会議、2008 年のトリニダード・トバゴ会議、2009 年の台湾

会議に参加してきた。彼らは 2008 年に会議の主催を志願し、それが昨年承認された。 

 その後すぐに学習が進められ、彼らは協賛企業へのプレゼンテーションを作成した。生徒たちはそ

の協力者たちと共にアイディアを議論し、たくさんの準備をしてきた。そしてついに、数多のコミュ

ニケーションの産物であるこの会議が、ブルサで開催されたのだ。 

 世界中から、日本、インドネシア、台湾、インド、ロシア、ウクライナ、アゼルバイジャン、グル

ジア、トルコ、ルーマニア、マケドニア、イラン、パキスタン、ヨルダン、ギニア、トーゴ、エジプ

トの計 17 ヶ国、300 人が、この会議に参加した。バングラデシュ、カナダ、ケニア、ネパール、ナイ

ジェリア、シエラレオネ、スリランカ、ウガンダ、UAE、アメリカは、ピーク日のテレビ会議に参加

した。 

 

（中略） 

 

タイヤレ文化会館での会議タイヤレ文化会館での会議タイヤレ文化会館での会議タイヤレ文化会館での会議    

 NDYS は 8 月 24 日火曜日に行われた。敬意を示す沈黙と国歌斉唱の後、メルベ・オズデミル、ユミ

ット・クシルの両生徒がプレゼンターを務め、会議は始まった。まず行われたのは納谷淑恵博士によ

る各国とのテレビ会議。国際協力と、災害被害の最小限化について、話し合われた。続いて北村泰彦

教授による、国際協力のための共同ツール「CoSMOS」についての説明、トルコの「AKUT」の共同創立

者で代表であるナスフ・マフルキ氏による自身のプログラムについてのスピーチが行われた。 

 歌とダンスの後、NDYS トルコの代表者でトゥンクシペール高校の校長であるニメット・アタベク氏

が演説し、数年間継続している準備と、災害との戦いのために皆が共有し、共に行動することの重要

性を強調している、それらのプロジェクトについて、会場の参加者に伝えた。そしてトゥンクシペー

ル校の創設者であるネジフ・トゥンクシペール氏は、「トルコの代表としてこの組織の主催者となれ

てとても幸せだ」と語った。会議の第一部は、ニルフェル地区教育主任、メフメット・カヤ氏のスピ

ーチで締めくくられた。 
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第二部は、シェフナズ・バルタジュラル・ギョクタライ博士による昨年度の宣言から始まった。次に、

地方自治長官代理のネジメッティン・シェノジャク氏は、「災害への予防策を打つために、私たちは

必要な知識を持つべきだ」と発言。その後、同氏に記章が贈られた。この会議にメッセージを送った

ユルドゥルム市長オズゲン・ケスギン氏、ニルフェル市長ムスタファ・ボズベイ氏、国家教育地方長

官アティラ・グルサル氏、国家教育町長官メフメット・カヤ氏にも同様に記章が贈呈された。 

 各国の言葉に訳された宣言文の発表の後、プログラムは終了した。最後に記念撮影が行われ、「メ

フテル」と呼ばれる、国家の歴史的なバンドの演奏と共に、参加者は別れを告げた。 

 

トゥンクシペール校で、世界の若者たちが災害への備えトゥンクシペール校で、世界の若者たちが災害への備えトゥンクシペール校で、世界の若者たちが災害への備えトゥンクシペール校で、世界の若者たちが災害への備え    

 タイヤレ文化会館での会議の後、各国の参加者たちはトゥンクシペール校で、彼らが災害への備え

として行ったことを共有した。発表の後、前述の AKUT 代表ナスフ・マフルキ氏は参加者に、今日ま

でに行われた研究について知らせた。 

 

 

（中略） 

 

そして表彰式そして表彰式そして表彰式そして表彰式…………    

 一週間を通しての学びに対して表彰式が執り行われ、記章と表彰状が贈られた。同時に、食事やパ

フォーマンス、パキスタンへの義援金のためのチャリティーバザーも催され、参加した国々は「一つ

の国」となった。この素晴らしい会議が終わろうとしているという事実を前に、参加者は皆、一抹の

寂しさを感じていたが、色とりどりの思い出もまた、胸に残っていた。生徒たちはそれぞれに過ごし

た時を永遠にするため、たくさんの写真を撮っていた。歌が歌われ、踊りが披露され、その夜の最後

には皆、幸せな気持ちに浸っていた。 

 

（中略） 

 

イスタンブールのイェディテペ大学でイスタンブールのイェディテペ大学でイスタンブールのイェディテペ大学でイスタンブールのイェディテペ大学で    

 ブルサでの会議の後、参加者はイスタンブールへ移動し、イェディテペ大学のゲストとして素晴ら

しい 2日間を過ごした。到着するとまずは映像と共に学長が歓迎の言葉を述べられ、大学のキャンパ

スと大学生活の例が紹介された。 

 プレゼンテーションが終わると、参加者はスルタナフメット広場に赴き、歴史ある地や観光地を訪

れた。その後彼らは素晴らしいボスポラス海峡ツアーに参加し、イスタンブールの感動的な景色を眺

めながら食事を取った。イェディテペ大学学長アフメット・セルピル氏は、ディナーの主催者として

再び歓迎の意を述べた。 
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参加者の声 

3333----1111----1 1 1 1 トルコ会議に参加してトルコ会議に参加してトルコ会議に参加してトルコ会議に参加して    生徒の感想生徒の感想生徒の感想生徒の感想    

    

『『『『トルコトルコトルコトルコでの学びでの学びでの学びでの学び』』』』        

  

兵庫県立舞子高等学校 環境防災科 3年 木村 莉沙 

 

私はこのプロジェクトに参加して本当によかったと思っています。普通の高校生は経験で

きないことができました。 

 トルコで開催された、防災世界子ども会議に参加させていただき、様々な国の災害や防災、

文化に触れることができました。外国で私たちの防災を発表できたことも貴重な経験でし

た。私たちが学んできたものを外国の方に知ってもらえたことはすごいことだと思います。

また、日本以外のたくさんの国での防災への取り組みを知ることができました。 

  

ワークショップでは、日本以外の国の方の意見や考え方を知ることができました。また、

日本でのワークショップとは違い、英語で自分の考えを伝えることの難しさを感じました。

私がもっと英語が出来たなら、トルコで出会った方々とたくさんの話が出来たであろうと

思います。そのことを残念に思うと同時に、語学力の大切さを知りました。これからも頑

張って英語を学び、自分の考えを英語でも伝えられるようになりたいです。 

トルコでの 10日間は、私の一生の思い出になりました。 

 

 

『『『『トルトルトルトルコ会議に参加してコ会議に参加してコ会議に参加してコ会議に参加して』』』』        

兵庫県立舞子高等学校 環境防災科 3年 藤原 麗生 

 

私は、トルコに出かけていろいろ学んだことがあります。1 つ目は、文化の違いについて

です。トルコの人々は訪問時ちょうど断食の時期でした。なので、太陽が出ている時間は

食事どころか水さえ飲まないそうです。私はそれにびっくりしました。お腹が空いても我

慢しないといけないのはキツいことだと思いました。 

 

また、私はトルコの先生に「神を信じていますか？」って聞かれて少し戸惑いました。と

っさに信じているって応えたところ、それなら一緒にお祈りに行こうって誘われて出かけ

ました。お祈りは 1 日に 5 回するそうで、私は５回目のお祈りに参加しました。参加した

後、イスラム教の人々は神を敬う気持ちが常に強いと思いました。この信仰心の熱い人々

を見て、自国の文化を尊重することは大切なんだと改めて思いました。 

 

2 つ目は、貧富の差です。インスタンブールとブルサの街に行きました。街の景色はとて

も美しくヨーロッパの街並みに似ていました。しかし、街から少し外れたとこでは災害に

弱い家がたくさん建っていました。ほかにも、子どもたちが瓦礫の中で遊んでいるところ

を見たり、物乞いにも会いました。私は初めて貧富の差を感じ、日本では考えられないと

思いました。世界中には私が知らないことがまだまだたくさんあると思いました。 

そのことを私は他の人にも伝えていきたいし、今自分が何不自由もなく生きているこ

とが幸せなんだということも伝えていきたいと思います。 
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3333----1111----2 2 2 2 トルコ会議に参加してトルコ会議に参加してトルコ会議に参加してトルコ会議に参加して    生徒の感想生徒の感想生徒の感想生徒の感想    

    

『『『『トルコ会議に参加してトルコ会議に参加してトルコ会議に参加してトルコ会議に参加して』』』』        

兵庫県立舞子高等学校 環境防災科 3年 三好 萌 

 

 初めて海外に出かけることで、不安がたくさんありました。このような世界会議に参加

できるチャンスがめぐってくるとは、正直思ってもみませんでした。 

 

トルコに出かけて、印象に残ったことがたくさんあります。 

英語の必要性を改めて感じました。私たちより年下の子どもたちが英語でコミュニケーシ

ョンをとっている姿をみて、とてもかっこいいと思いました。私は英語が苦手でこれまで

逃げていましたが、勉強していかないといけないなと思いました。 

他には、文化の違いです。17カ国・地域からの参加があり、いろいろな文化に触れること

ができ、外国のことを身近に感じました。日本ではありえない物乞いやラマダンがあり、

物価の安さにも驚きました。また、世界中の防災の考え方にも驚きました。防災を専門に

勉強している私にとってとても勉強になる内容でした。 

 

高校生の私たちがこのような会議に参加できたことに感謝しています。この体験をしっ

かり高校・地域などで話していきたいと思っています。また、この会議で友達になった人

たちと、交流を続けていきたいと思います。出かける前は不安でしたが、今では、また機

会があれば出かけたいと思っています。 

 

 

『異国での学びと気付き』『異国での学びと気付き』『異国での学びと気付き』『異国での学びと気付き』                                    

神戸市立葺合高等学校 普通科 2年 西峪 杏菜 

 

トルコに行かせていただいて最も印象に残ったことは、日本人と外国人との人間性や考え

方の違いです。現地で色々な国の人と話をしていると、私たちと同い年くらいの人でもし

っかりとしていて、学ぶところが多くありました。また、宗教や戦争についての話を振ら

れても聞き役に回るばかりで、何の考えも持っていない自分を不甲斐なく感じました。周

囲の人々の反応を気にしたり話を合わせたり、そんなことばかりしている日本の高校生に

囲まれ私もその一人でしたが、社会に興味を持ち主張があり日常生活の中でも議論する、

そんな人々を眩しく感じ、それ以来、周りに流されない自分になろうと考えるようになり

ました。 

 

もうひとつ、考えさせられたこともありました。それは、英語が母国語ではない人々と交

流しているうちに感じたことで、訛りのある英語についてです。世界各国から人々が集ま

る中、英語があまり得意ではない人もいて、独特の喋りで話されるのです。リスニングに

はそこそこ自信のあった私ですが、人によっては何を話しているのか所々しかわからない

ことがありました。こういうことは、これから英語が世界共通語になるにつれてますます

増えていくでしょう。しかし、日本の高校のリスニングはアメリカ英語がほとんどです。

これから関わる人々全員が英語が得手ということはないでしょう。本当に使える英語を学

ぶには今の英語教育ではいけないのではないか、そう感じました。 
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3333----1111----3 3 3 3 トルコ会議に参加してトルコ会議に参加してトルコ会議に参加してトルコ会議に参加して    生徒の感想生徒の感想生徒の感想生徒の感想    

    

『一つの目的と様々な文化』『一つの目的と様々な文化』『一つの目的と様々な文化』『一つの目的と様々な文化』                                                                                            

神戸市立葺合高等学校 国際科 2年 山本 瑞穂 

 

「イスラム教では明日から“ラマダン”という時期に入ってね、太陽が昇っている間は

何も飲み食いしないんだ」―トルコ人の先生がこう言った時、私は自分の耳を疑いました。

8月も末の真夏に、半日以上も水一滴すら飲まないなんて信じられません。しかし翌日、そ

の先生や他のいくらかの方たちは本当に、日中飲まず食わずで過ごしていたのです。夕食

時、その日最初の食事を幸せそうに食べる先生に、何故そんなことをするのかと尋ねてみ

ると、先生は「貧しくて、その日食べる物にも困っている人たちの気持ちを理解するため

だよ」と答えてくれました。それまで私は宗教といえば神様に関することばかりだと思っ

ていたので、この答えは全く予期しておらず、目から鱗が落ちるような気分でした。これ

が、私がトルコに行かせていただいて最初に印象に残った出来事です。それからも毎日が

新たな文化との出会いや発見の連続で、実際に見て感じられた驚きは一つひとつ鮮明に記

憶に残っています。“防災”という一つのテーマのもとで集まった仲間との特別な出会いは、

同じ国際交流でもホームステイなどとはまた違い、本当に多様な文化を学べる貴重な機会

を私に与えてくれました。 

またその中でもう一つ、自分自身の国のことをいかに知らなかったかということにも気

付かされました。誰もが世界に出ていくようになったこの時代、一人ひとりが誇りを持っ

て“日本人”だと言えることがとても重要だということを深く感じました。 

    

『『『『トルコ会議に参加してトルコ会議に参加してトルコ会議に参加してトルコ会議に参加して』』』』    

兵庫県立川西高等学校宝塚良元校 卒業生 川口 直紀 

 

トルコ会議は、僕にとって生まれて始めての海外旅行でした。トルコに到着した初日、

この時点が一番ホームシックでした。英語が大の苦手の僕は外国人の人たちに話しかけら

れたのですが、何を言っているのか全くわかりませんでした。しかし、日本語で「サムラ

イ」と呼ばれているのは聞き取れました。その後、「サムライ」はトルコにいる間、僕のニ

ックネームになりました。 

 

防災世界子ども会議が正式に始まったころから、急にトルコが楽しくなりました。こち

らの生活に慣れてきたからだと思います。そして、皆の話していることが少しずつわかる

ようになってきました。 

 

会議では、ＮＤＹＳ宣言文の発表、分科会での発表といろいろ思い出に残っていますが、

特に印象に残っているのがワークショップです。海外の皆と一緒に絵を描くワークショッ

プに参加したのですが、絵を共に描くことがこんなに楽しいとは思いませんでした。言葉

が十分に通じなくても、心をひとつにして絵が描けたからです。 

 

会議に参加して、僕は国際交流に興味をもつようになりました。今でも海外からメールが

届くので、大嫌いだった英語の勉強を真剣に始めました。トルコが大好きになり、 今後も

交流を続けていきたいし、ボランティア活動も進んでやっていこうと思っています。  
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3333----2222----1 1 1 1 海外から寄せられた参加者の声海外から寄せられた参加者の声海外から寄せられた参加者の声海外から寄せられた参加者の声    

 

翻訳：神戸市立葺合高等学校 国際科 2年 山本 瑞穂 

 

Ria Rajgaria - India  

It has been a lovely experience here. We have already started making so many friends from 

different countries and I really hope that when I go back home we stay in touch. The students 

of Tunçsiper Schools are extremely friendly. Thank you so much for giving us this opportunity.  

Tissa Sadat Homayounian - Iran  

I think NDYS is great. I had a lot of good time working for NDYS. I am very glad to be here. 

Thanks for letting us stay 

Gabriel Decu, Carmen Elena Petre - Romania 

It was an interesting Project first of all because it had united childs from different country and 

we made a lot of friends with this opportunity and an unique experience for us. The 

Romanian team ,on finding out about natural disasters. 

Olga Timofeeva, Ekaterina Kozelkova, Anastasia Sazonova, Danil Vlasov, 

Sergey Sukhodoev - Russia 

Dear friends, we are so happy participating here. We are ready to share our ideas hearts and 

smiles with everyone who needed. We are all the children of one nation. Please take care of 

yourselves and our mother planet. From Russia with love. 

Indonesian Team  

I feel so enjoy with my new friends. ; 

Pin-Ni (Selina) Tseng- Taiwan 

It is so nice to meet everyone in Turkey by NDYS. It’s really a good time to be with everyone 

here. NDYS is the best.  

 

Mimoza Anastoskav - Macedonia 

NDYS 2010 in Tunçsiper Schools in Turkey was an extraordinary event. We would like to thank 

the organizers to making this summit possible. Our time together, and new friends will leave a 

positive mark on all of us. We will remember these days a long period. Thank you for 

everything 

 

Georgian Team 

Thank you dear Nimet and the entire host group. You did a great job to make ushappy on 

this summit. You gave a good example of the best hosting. All the best to you! Georgians will 

remember this week with the best memories for ever. Warmly.  
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Kharkiv Specialized School 75 - Ukraine 

It is difficult to express my feeling after so exciting wee I had in Turkey. We would like to say 

great thank you to all people who participated in organizing of NDYS summit. We won’t 

forget the school which was so hospitable for us. Our hearts are full of gratitude and new 

impressions about Turkey. You gave us a lot of energy for the whole school year. Thank you so 

much indeed. 

 

Irada Samadova, Aynur Huseynova, Nahida Huseynova, Rena Suleymanova - 

Azerbaijan 

Dear Ms. Nimet Atabek and all Tunçsiper Schools staff! We spent the most amazing days in 

Bursa and Istanbul. NDYS is a very useful experience for our students and they enjoyed every 

minute of the summit. They made a lot of friends here, which is one of the purposes of Youth 

Summits. It was a pleasure to meet Ms. Nimet Atabek a smart, creative and very friendly 

person. We loved Bursa and it’s people. See you all of you in Azerbaijan! 

 

Nezih Tunçsiper, the founder of Tunçsiper Schools 

Our students are individuals who successfully fulfill their duty for the environment. They are 

very sensitive .We had the honor of being host of the project which is international. We are 

aware of our responsibilities. We welcomed to our guests coming from 17 countries with a 

strong management, teachers and students. We announced our voice to the world. We 

thank to everybody participating our organization and supporting us. 

 

 

 

＜翻訳＞ 

 

Ria Rajgaria – インドインドインドインド 

ここでの経験はとても素敵なものでした。もうすでに色々な国から来た友達ができたけれど、帰国し

てからもずっと連絡を取り続けていたいと心から願います。トゥンクシペール校の生徒たちは最高に

フレンドリーでした。私たちにこのような機会を与えてくださって、本当にありがとうございました。 

 

Tissa Sadat Homayounian – イランイランイランイラン 

NDYS は素晴らしいです。このプロジェクトのために働いて、良い時間をたくさん過ごせました。ここ

に来れてとても嬉しいです。私たちを滞在させてくださってありがとうございました。 

 

Gabriel Decu, Carmen Elena Petre – ルーマニアルーマニアルーマニアルーマニア 

様々な国の子どもたちが協力した大変興味深いプロジェクトでした。この機会に私たちはたくさんの

友人を作ることができ、特別な体験をすることができました。 
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Olga Timofeeva, Ekaterina Kozelkova, Anastasia Sazonova, Danil Vlasov, 

Sergey Sukhodoev – ロシアロシアロシアロシア 

この会議に参加できて良かったです。私たちは意見交換をし、心と笑顔を分かち合うことができます。

私たちは皆、地球の子どもたちなので、自分たち自身と母なる地球を大切にしましょう。ロシアより

愛を込めて。    

 

インドネシアチームインドネシアチームインドネシアチームインドネシアチーム    

新しい友達ができて嬉しかったです。 

 

Pin-Ni (Selina) Tseng- 台湾台湾台湾台湾 

NDYS によってトルコでみんなに会えて良かったです。ここでみんなと過ごす時間は本当に素晴らしか

ったです。NDYS は最高です。 

 

Mimoza Anastoskav – マケドニアマケドニアマケドニアマケドニア 

NDYS トルコは、信じられないくらい素晴らしいイベントでした。この機会を与えてくださった組織に

感謝します。一緒に過ごした時間と新しい友人は、私たちに前向きな方向性を残してくれるでしょう。

将来もこの日々を忘れることはないと思います。 

 

グルジアチームグルジアチームグルジアチームグルジアチーム    

主催者のみなさん、ありがとうございました。素晴らしい企画を準備してくださいました。最高の会

議でした。この一週間のことは決して忘れないでしょう。 

 

Kharkiv Specialized School 75 – ウクライナウクライナウクライナウクライナ 

あのトルコで過ごしたとても楽しい一瞬の後で、私の気持ちを表現するのは難しいです。NDYS を組織

するのに参加してくださった全ての方たちに、心から感謝の意を述べたいと思います。手厚くもてな

してくれた学校を、私たちはきっと忘れません。私たちの心は、感謝の気持ちと、トルコへの新しい

印象とでいっぱいです。これからの学年中へのエネルギーをたくさん与えてくれました。心から、あ

りがとうございました。 

 

Irada Samadova, Aynur Huseynova, Nahida Huseynova, Rena Suleymanova 

– アゼルバイジャンアゼルバイジャンアゼルバイジャンアゼルバイジャン 

ブルサとイスタンブールで、私たちは驚くほど楽しい日々を過ごしました。生徒たちにとって、NDYS

はとても有用な経験となり、彼らは会議の一瞬一瞬を楽しんでいました。この会議の目的の一つであ

った、たくさんの友達をここで得ました。素晴らしい主催者の方に出会えたことも光栄です。みなさ

ん、アゼルバイジャンでお会いしましょう！ 

 

Nezih Tunçsiper, トゥンクシペール校創設者トゥンクシペール校創設者トゥンクシペール校創設者トゥンクシペール校創設者 – トルコトルコトルコトルコ 

生徒たちは環境への義務を成功のうちに果たしました。彼らはとても繊細です。私たちは、この国際

的なプロジェクトの主催者になるという栄誉を賜りました。私たちは自己の責任に気づいています。

私たちは強力な管理と教師、生徒たちを以って、17 ヶ国からいらしたゲストを歓迎しました。そして

私たちの声を世界に伝えました。私たちの組織を支えてくださった皆さん、参加してくださった皆さ

んに感謝しています。 
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