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テーマ：気候変動と防災 プロジェクト期間：20１０年 9 月～201１年７月  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

皆皆皆皆さんのさんのさんのさんの学校学校学校学校もももも、、、、参加参加参加参加されませんかされませんかされませんかされませんか？？？？    参加参加参加参加((((登録登録登録登録))))するとするとするとすると    

◇◇◇◇１１１１－－－－５５５５ができますができますができますができます！！！！    

１．海外の学校と交流をはじめることができます。 

２．世界の防災学習の取り組みを共有できます。                      

３．台湾で開催予定の２０１１アイアーン国際会議＆ユースサミットへの参加資格が得られます。 

４．インターネットテレビ会議、フォーラム、言語グリッドなどの交流サポートツールが使えます。 

５．プロジェクトの修了証が授与され、、、、希望者には、大学進学への推薦状を発行します。    

◇◇◇◇    ６６６６－－－－８８８８をしていただきますをしていただきますをしていただきますをしていただきます！！！！    

６．実践プログラム(.災害安全マップづくりとキッズ防災バッグづくりと NDYS テディベア交流)のいず

れか、または、どちらも実践する。 

７．交流サポートツール（フォーラムなど）にメッセージを書き込む。 

８．プロジェクトの実践報告書を提出する。    

◇◇◇◇    NDYS201NDYS201NDYS201NDYS201１１１１プロジェクトのプロジェクトのプロジェクトのプロジェクトの最後最後最後最後のまとめにのまとめにのまとめにのまとめに「「「「2011201120112011 アイアーンアイアーンアイアーンアイアーン国際会議国際会議国際会議国際会議＆＆＆＆ユースサミットユースサミットユースサミットユースサミット台台台台湾湾湾湾」」」」があがあがあがあ

りますりますりますります！！！！    

    

20１０/９/１ 

防災世界子ども会議実行委員会 

防災世界子ども会議(NDYS) 

NDYS 201１募集要項 

アイアーン国際協働プロジェクト 

  

「第 6 回防災世界子ども会議 20１０ in トルコ」より 

 



    

 

 

■■■■    防災世界子防災世界子防災世界子防災世界子どもどもどもども会議会議会議会議（（（（NNNNatural atural atural atural DDDDisaster isaster isaster isaster YYYYouth outh outh outh SSSSummit ummit ummit ummit NDYSNDYSNDYSNDYS））））とはとはとはとは？？？？    

防災世界子ども会議は、インターネットをはじめとする 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、学びあうことを通して、多様な価値観

をもつ人々と協力・協働しながら、『気候変動と防災』という地球規模の課題に取り組み、その成果を未来へ発信するアイ

アーンプロジェクトです。半年間のネット上の協働学習の後に会議をもちます。そのミッションは、国境を越えた防災教

育を通して、国際的な視野での防災意識を共有しながら、地球時代のそれぞれの地域の減災社会づくりに取り組むこと。

そして持続可能な開発を可能にする社会づくりに連携・協力して取り組むことです。このため、ネットワークづくりを進

めています。 

■ NDYSNDYSNDYSNDYS のはじまりのはじまりのはじまりのはじまり        ----    ひょうご・ひょうご・ひょうご・ひょうご・神戸神戸神戸神戸からからからから広広広広がるがるがるがる防災教育防災教育防災教育防災教育のののの輪輪輪輪    ----                                                                                                

阪神・淡路大震災から 10 年を機に、ひょうごの子どもたちが核となり、「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！」という思いから始まりました。2005 年 3 月、神戸・淡路島で開催した「防災世界子ども会議

2005 in ひょうご」を成功させました。以来、2006 台湾、2007 愛知県、2008 トリニダード・トバゴ、2009 台湾、

2010 トルコで開催してきました。これまでに、４７カ国・地域、６，５００人の子どもたち、教師、ボランティアが参

加し、ネットワークを拡げています。    

    

■■■■世界世界世界世界をををを回回回回るるるる NDYS NDYS NDYS NDYS          

 

 

 

■■■■    これまでのこれまでのこれまでのこれまでの活動活動活動活動のののの成果成果成果成果                ----コミュニケーションがコミュニケーションがコミュニケーションがコミュニケーションが命命命命をををを救救救救うううう！！！！----    

１．プロジェクトに参加することで、世界にはさまざまな災害が発生し、多くの大切な命が失われている現実を見つめ、

地域に限定するのではなく、地球規模で防災を考えるようになりました。この地球規模の視点が、『防災と環境、防災

と気候変動』などの地球規模の深刻な課題を、共に考え、連携・協力して行動にうつすことを可能にしています。 

２．『防災世界子ども会議』プロジェクトは、命の尊さを考えることを通して、成熟社会、今まさに必要とされる新しい

学力（コミュニケーション能力、協働能力）を身につけることができる学習形態であり教材のひとつです 

３．インターネットをはじめとするＩＣＴが、コミュニケーションの大きな役割を果たし、若い人たちの問題意識とリー 

ダーシップを引き出すことを可能にしていることがわかりました。これまでの活動を通して、若い世代の防災教育の

リーダーが育っています。また、『コミュニケーションが命を救う！』という NDYS の精神が浸透しつつあります。    

    

■■■■    NDYSNDYSNDYSNDYS のプログラムのプログラムのプログラムのプログラム    

みんなでつくるみんなでつくるみんなでつくるみんなでつくる                                            

グローバルグローバルグローバルグローバル災害安全災害安全災害安全災害安全マップマップマップマップ！！！！                    

国際防災教育専門家による『防災学習の進め方』の

レクチャー他を実施し、主体的に防災学習に取り組

むことのできる環境を整えています。    



    

    

    

    

■■■■    NDYS20NDYS20NDYS20NDYS20１１１１１１１１のテーマはのテーマはのテーマはのテーマは、、、、「「「「気候変動気候変動気候変動気候変動とととと防災防災防災防災」」」」ですですですです。。。。    

1. どんな自然災害が世界では起こっているのか。 

2. 自然災害が多発・進化しているのは、気候変動とどのような関係が 

あるのだろうか。 

3. どんな努力が防災のためになされているのか。 

など、世界中の各地からの防災意識向上の声を集めます。そして、 

世界の子どもたちの考える「気候変動と防災」を学習します。 

■■■■    NDYS20NDYS20NDYS20NDYS20１１１１１１１１ののののスケジュールスケジュールスケジュールスケジュール        

    

 

 実践プログラム 

メインプログラム サブプログラム 

 

災害安全災害安全災害安全災害安全マップづくりマップづくりマップづくりマップづくり    キッズキッズキッズキッズ防災防災防災防災バッグづくりとバッグづくりとバッグづくりとバッグづくりと

NDYSNDYSNDYSNDYS テディベアテディベアテディベアテディベア交流交流交流交流        

 

ディスカッション 

（環境への関心高めて） 

8 月 参加登録、プロジェクト準備（9 月以降も登録を受け付けます）  

9 月 プロジェクト開始 

過去の災害の被害や、災害の起こる仕組

みについて調査する。 

学校周辺地域を調べ、危険な箇所、安全

な箇所、未来に保存した居場所などを調

べる。 

災害の被害を未然に防ぐ方法を考える。 

 

交流校マッチング 

 

「キッズ防災バッグ」づくり 

テディベア、自己紹介、 

学校紹介、写真を撮る 

災害安全マップづくり 

途中経過をフォーラムに報告 

テレビ会議（随時） 

フォーラムで紹介する。 

フォーラムへの書き込み 

交流相手校へ郵送 

10 月～ 

12 月 

フォーラムで災害安全マップについて

質問などし、交流する。 

発表用プレゼンテーション作成 

相手校からの NDYS テディベ

アを受け取る。 

メッセージを交換する。 

テーマ：「気候変動と防災」 

 

自己紹介をする。 

意見をアイアーンフォー

ラムに書き込む 

 

インターネットテレビ会

議 

地球温暖化を防ぐ手立て、

自分たちのできることを

考えリストを作る。 

 

作成したリストをコミュ

ニティに配布紹介する。 

201１年

1 月 

◎ 防災世界子防災世界子防災世界子防災世界子どもどもどもども会議会議会議会議フォーラムフォーラムフォーラムフォーラム２０１２０１２０１２０１１１１１・グローバル・グローバル・グローバル・グローバル災害安全災害安全災害安全災害安全マップマップマップマップ展展展展     

1 月 29 日（土） 人と防災未来センター（神戸） 予定 

テーマ：気候変動と私たちの住む街の防災・減災 

インターネットテレビ会議を通した世界の子どもたちの取り組み成果発表、パネルディスカッション（発

表資料や災害安全マップの写真を NDYS 事務局に送る。） 

２月～3月 1)「2011 アイアーン国際会議＆ユースサミット台湾」のプレゼンの準備

をする。2) 「2011 アイアーン国際会議＆ユースサミット台湾」にむけ

て、それぞれの学校で成果物（ウエッブ、プレゼンテーション、ポスター

セッションなど）を完成させ。成果物をウエッブ上で公開する。         

インターネットテレビ会議

やフォーラムで意見交換な

どの交流を行う。     

７月 ◎◎◎◎    2011201120112011 アイアーンアイアーンアイアーンアイアーン国際会議国際会議国際会議国際会議＆＆＆＆ユースサミットユースサミットユースサミットユースサミット台湾台湾台湾台湾     

会期：201１年７月 17 日（日）－23 日（土） 台湾・高雄 

会場：国際会議：ホテルガーデンビラ ユースサミット：科学工芸博物館  

 



 

    

■■■■    交流交流交流交流サポートツールをサポートツールをサポートツールをサポートツールを紹介紹介紹介紹介しますしますしますします。。。。    

     

    

 

プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト全体全体全体全体へのへのへのへの参加参加参加参加フォームフォームフォームフォーム    

1.名前（フリガナ） 

2.メールアドレス 

3.職責・担当教科 

4.学校名・勤務先名 

5.ホームページアドレス（任意） 

6.学校・勤務先電話、ＦＡＸ番号 

7.学校・勤務先住所 

8.参加する生徒の学年（年齢） 

9.参加人数 

10.インターネット環境について 

11.このプロジェクトに期待すること（任意） 

 

○ インターネットテレビインターネットテレビインターネットテレビインターネットテレビ会議会議会議会議    

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

学習をすすめています。 

 

NDYSNDYSNDYSNDYS フォーラムフォーラムフォーラムフォーラム２００９２００９２００９２００９のクレジットのクレジットのクレジットのクレジット    

共催：財団法人 ひょうご震災記念 21 世紀研究機構 阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター 国連教育科学文化機関（ユネスコ） 

神 戸 大 学  海 事 科 学 部 附 属 国 際 海 事 教 育 研 究 セ ン タ ー  京 都 大 学  大 学 院 地 球 環 境 学 堂  国 際 環 境 防 災 マ ネ ジ メ ン ト 論 分 野               

特別協力：NICT(独立行政法人 情報通信研究機構) 言語グリッドプロジェクト  後援：内閣府 外務省 文部科学省 国土交通省国土地理院  

兵庫県 神戸市 兵庫県教育委員会 ひょうご e-スクールコンソーシアム 神戸市教育委員会 兵庫県私立中学高等学校連合会  

国際防災復興協力機構(IRP)事務局 アジア防災センター（ADRC）国際連合地域開発センター（UNCRD）兵庫事務所 (社)日本教育工学振興会他  

 

NDYSNDYSNDYSNDYS 事務局事務局事務局事務局： 〒６５０－０００３ 神戸市中央区山本通３丁

目１９番８号  神戸市立海外移住と文化交流センター３F 

NPO 法人  グローバルプロジェクト推進機構 JEARN 事務所内 

TEL & FAX: ０７８－８６２－８２８８  

E-mail:  ndys@jearn.jp    

 

○○○○    インターネットフォーラムインターネットフォーラムインターネットフォーラムインターネットフォーラム    

ネットワーク上の掲示板です。 

共通言語は英語で、情報交換が 

活発に行われています。 

 

■■■■    おおおお申申申申しししし込込込込みみみみ方法方法方法方法                                ・                                        

参加ご希望の学校は、下の参加フォームを添えて、NDYS 事務局まで、E メールまたはファックスにてお申し込みください。 

詳しくは WEB ページ URL: http://ndys.jearn.jp/をご覧ください。 

 

○○○○    コスモスコスモスコスモスコスモス    システムシステムシステムシステム    

CoSMOS (CoSMOS (CoSMOS (CoSMOS (Collaborative Safety Collaborative Safety Collaborative Safety Collaborative Safety 

Maps on Open SystemMaps on Open SystemMaps on Open SystemMaps on Open System))))    

災害安全マップと言語グリッドを

介した言葉の壁を感じさせない、

NDYS オリジナルの協働学習のツ

ールです。 

人と防災未来センターで、複数の国・地域と

同時接続しながらコミュニケーションを進行 

 

「「「「防災世界子防災世界子防災世界子防災世界子どもどもどもども会議会議会議会議フォーラムフォーラムフォーラムフォーラム２０２０２０２０10101010」」」」のクレジットのクレジットのクレジットのクレジット    

 



痘衝遼蜜巌 端善逐賂巌垂青蜜乍
状吹晋責沼晋唇積晋嬢

{yoshi_ikeda , yo-yoshioka , ykitamura}@kwansei.ac.jp

凪燥診寝嘗暑勝需申癒喨忘叔団手酒
灯船尻循廠商抄揮淳庄晶淳潤庶妾

2010.01丸丸丸丸丸丸丸丸丸丸丸丸丸丸丸丸丸丸丸丸状吹晋責沼晋唇積晋嬢

蛸嫡州堵駄需食城

CoSMOS 州嵩娠上拭

癌赤消巌昔据醸逗霜択州象昼周十戎巌縮晶順揮助暑署新叢周十柔
灯船尻循廠商抄揮淳庄晶爵窓洗周収呪酒玩

癌側凪趨椙壌囚酬湘触 *1 修 JEARN 爵跳図殊柔灯船尻循廠商抄揮
淳庄晶勝招準熟竣署綬謝戎巌凪燥診寝嘗暑勝叔団手酒側凪世漬
晋闘需灯船尻専葬叔章呪樹遮柔玩

癌灯船尻循廠商抄揮淳庄晶周杓寂柔紳沼州武修瀬逮州退遮綬謝戎巌
毒渉逮叔娠遮樹循奨少藷駿揮淳庄晶殊柔周修申癒喨忘収囚州瀬
逮制対爵創辛綬謝柔玩

癌凪燥診寝嘗暑勝需申癒喨忘叔団手酒灯船尻循廠商抄揮淳庄晶淳
潤庶妾 CoSMOS 叔織象手酒

灯船尻循廠商抄揮淳庄晶淳潤庶妾 CoSMOS
癌CoSMOS*2 周修衰錠州阻樋爵謝柔

Õ GoogleMap 需州彰晶竣眼凪燥診寝嘗暑勝叔趨椙鍾長症周勝
招暑署手巌囚州鍾但州凪燥診寝嘗暑勝灼縦灼柔十邪周手酒玩

Ö 凪燥診寝嘗暑勝榛折眼嘗塾潤叔娠遮酒榛折付捻州卓森醜偵沼癌
祢侵周十呪樹巌米撞収嬢裳蹴綬僮幼綬酌柔玩

× 嘗暑勝臭州膳鰌嶼戎膳寂眼凪燥診寝嘗暑勝州遷仁州詔尽周
娼暑純揮準叔染酌西週惹需爵綬酌柔玩

Ù 棲瀬逮循娼晶署眼障譲手酒循娼晶署修蒋森綬樵焼逮巌著逮巌
署承循逮巌傷廠晶潤逮周喨忘取汁柔玩

*2 http://www.kitamura-lab.jp/cosmos/*1 http://ndys.jearn.jp/ja/index.html

傷廠晶潤逮

Õ 趨椙鍾長灼従凪燥診寝嘗暑勝叔色備殊柔

× 膳鰌州嶼戎上

召揮準錠嬢周循娼晶署吭爵謝戎巌
嘗暑勝寝職周鞘殊柔触匝醜遡探
叔数俚殊柔玩

凪燥診寝嘗暑勝州昔据爵榛折取汁柔
( 竣彰暑竣綬胎全州召揮準臭 )

嘗塾潤周十柔榛折付捻州卓
森醜偵沼癌祢侵爵窓洗

著逮

樵焼逮

署承循逮

層瀬逮州喨忘請旋

循娼晶署醜膳鰌州庶春潤署叔断酋含
糎宣症州寝樹州榛折瀬逮爵潜戎董縦柔

膳鰌州場千需腫汁爵嶼従汁樹
遮柔詔尽叔折殊嘗揮俊揮

Ö 凪燥診寝嘗暑勝爵
榛折取汁柔

嘗揮俊揮州塑灼汁樹遮柔
詔尽周彰晶竣爵謝柔

膳鰌叔嶼柔詔尽叔蒸酋巌
娼暑純揮準叔染錫

障譲手酒娼暑純揮準修瀬逮舜
彰暑書綬棲瀬逮喨忘取汁巌八
戎柁手喨忘周十呪樹腫州鴇植

叔薦析綬酌柔

数俚取汁酒循娼晶署修瀬逮舜彰暑書綬
棲瀬逮喨忘取汁巌八戎柁手喨忘周十呪

樹腫州鴇植叔薦析綬酌柔
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URL: http://www.unisdr.org/asiapacific/events/v.php?id=11326 
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NDYS is Published on Magazine Called Elite on September in Turkiye. 
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編集後記編集後記編集後記編集後記    

 

おかげさまでトルコ会議報告書を発行することができました。毎年報告書をつく って

いますが、今年は、トルコ会議に参加した高校生のみなさんが編集委員として、いろい

ろな記事を集めて割付を行い、一冊のものにまとめあげることができました。 

編集委員のみなさんの取材のこぼれ話などについて触れていただきたいと思います。 

 

○同じ出来事を体験しても人それぞれ感じ方・捉え方は違う、ということを改めて感じ

られた報告書編集でした。自分も経験したことを他の 5人の目から追体験する機会をい

ただけて、とても面白かったです。 

                                                              山本 瑞穂 

  

○トルコの風景や言葉、みんなの笑顔、パーティのこと、そして発表と、いろいろと思い

出しながら編集をさせていただきました。みなさんに、この報告書を読んでもらって、充

実した 10日間であったことを知っていただき、私たちのトルコでの活動や感じたことが伝

わればと願っています。編集を担当できてよかったです。ありがとうございました。 

 

藤原 麗生 

 

最後に、みなさまのご協力とご支援がなければ、この活動を続けることはできません。

『子どもたちの絆が世界を変える！』をモットーにして、これからも阪神・淡路大震災

の経験や教訓を ICT を活用して世界へ伝え、世界の子どもたちと協働で防災学習をす

すめてまいります。変わらぬご協力とご理解をいただきますようお願いいたします。 

                     

防災世界子ども会議代表 岡本 和子  

 

 

 

    「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 2010 in 2010 in 2010 in 2010 in トルコ」参加報告書トルコ」参加報告書トルコ」参加報告書トルコ」参加報告書    

 

発行日  2011 年 1 月 29 日 

編集委員  藤原 麗生・山本 瑞穂 

責任者   岡本 和子 

事務局   防災世界子ども会議実行委員会 

       〒650-0003 

神戸市中央区山本通３丁目１９番８号  

神戸市立海外移住と文化交流センター３F 

NPO法人  グローバルプロジェクト推進機構 

JEARN事務所内 

       電話＆FAX 078-251-6833 

       URL：http://ndys.jearn.jp/ 

        E-mail: ndys@jearn.jp 

 

無断転載をお断りします。 
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