
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  We visited September 21 Earthquake Memorial Exhibit Room in NSTM 
2005/01-3  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  We made our final data collection for our project. 
2005/3/24-31  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  




