
 
 
 

国際会議 
「防災世界子ども会議 2005 in ひょうご」 
Natural Disaster Youth Summit（NDYS）2005 in Hyogo 

 
 

                  趣 旨 

 
 
「防災世界子ども会議２００５」プロジェクトのまとめとして、2005 年 3 月、世界１１

カ国から子ども達の代表を迎え、日本の子ども達ともに、「防災世界子ども会議２００５ in 
ひょうご」国際会議をもち、最終日、宣言文を採択し、世界へ発信する。 

 
参画と協働、共生をテーマに「元気ひょうご」をめざして、阪神・淡路大震災 10 周年記

念事業として、ひょうごの子どもたちが、阪神・淡路大震災 10 周年への思いを形にする。 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

   防災世界子ども会議 2005in ひょうご 概要  

 

 

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 命の尊さを考えよう！ 

期  間： 2005 年 3 月 25 日（金）～ 3 月 28 日（月） 

 

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） 

 

後  援： 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、 

宝塚中ロータリークラブ 

 

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 

 

活動場所： 3 月 25 日・26 日 国営明石海峡公園 神戸地区 

3 月 27 日    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） 

3 月 28 日    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 

    



 

防災世界子ども会議 2005in ひょうご プログラム  

 

 

参 加 者： 3 月 25～28 日 全日程参加 

参加国および地域（子どもの参加人数＋大人の参加人数） 

アメリカ（4+3）、アルゼンチン（2＋1）、アルメニア（2＋1）、イラン（6＋3）、イン

ドネシア（2＋1）、エジプト（2＋1）、スロバキア（2＋1）、 

セネガル（2＋1）、台湾（4＋2）、ネパール（2＋1）、ロシア（2＋2）、 

  以上 海外 11 カ国および地域から 子ども 30 名、教師 17 名 

日本から 子ども 30 名、教師 23 名 

 

3 月 27 日 NDYS Forum2005 
全日程参加者 100 名、日本から 子ども 20 名 計 120 名 

 3 月 28 日 宣言発表会  

全日程参加者 100 名、一般参加者 350 名、 

テレビ会議参加者 50 名  計 500 名   

 
国際会議プログラム（タイムスケジュール） 

 

3 月 25 日（金）：1 日目  

 

「防災世界子ども会議 2005in ひょうご」国際会議オープニングイベント 

 

ユニセフパークプロジェクト 2005 国際キャンプ (1)  

～自然からの癒し、学び ～   ユニセフパークプロジェクト（UPP）との共同企画 

 

時間 プログラム 内容 場所 

7:30 国内参加者 

  三ノ宮集合 

国内からの参加者を受付。バスでしあわ

せの村へ 
JR 三ノ宮駅 

8:30 国内参加者 

しあわせの村集合 

三ノ宮集合者、海外参加者と合流し現地

へ向かう 

6:30 海外参加者 起床 起床後、身支度をする 

7:00 朝のつどい 軽い体操をする 

7:30 海外参加者 朝食  

9:00 参加者全員集合 参加者がそろい、現地へ移動 

神戸市 

しあわせの村 

10:00 里山にあいさつ 趣旨説明 

・ 仲良くなる 

・ 里山を探検 

※地元熟練者がサポート 

12:00 昼食・休憩 ※地元の食材で 

14:00 遊び場をつくる テーマ：「あったかい場所」 

国営明石海峡 

公園 神戸地区 

17:00 風呂・夕食   

19:00 開会式 

（オリエンテーショ

ン） 

挨拶 

・  NDYS2005 実行委員長  岡本 和子 

・ 国営明石海峡公園事務所長     

松本 勝正氏 

・ (財 )日本ユニセフ協会専務理事

東郷 良尚氏 

仲間づくりのアクティビティ 

神戸市 

しあわせの村 

ホール 

22:00 就寝   
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3 月 26 日（土）：2 日目 

 

ユニセフパークプロジェクト 2005 国際キャンプ（2） 

ユニセフのつどい 

 
時間 プログラム 内容 場所 

6:30 起床･朝のつどい  

8:00 朝食  

神戸市 

しあわせの村 

9:00 移動   

10:00 遊び場をつくる 前日に引き続き、遊び場を作る 

12:00 昼食・休憩 ※地元の食材で 

13:00 遊び場で遊ぶ 作った遊び場で遊ぶ 

他の班の遊び場を見る 

テーマ「あったかい場所」発表のための

ビデオ撮影 

 

国営明石海峡 

公園 神戸地区 

15:00 移動   

16:00 ユニセフのつどい 交流会 

「防災世界子ども会議 2005in ひょうご」

に参加の世界 11 カ国の子ども達と交

流しませんか 

立食形式で軽食 

来賓の挨拶 

 兵庫県知事 井戸 敏三氏 

 神戸市長  矢田 立郎氏 

 (財)日本ユニセフ協会専務理事   

東郷 良尚氏 

   ユニセフ本部 ケン・マスカル 

(Mr. Kenneth Maskall )氏    

ビデオレター 

ユニセフ大使 アグネス・チャン氏 

  

UPP2005 国際キャンプでの子どもたちの

遊び場つくりのビデオ発表 

 

コープこうべ 

生活文化センタ

ー 

19:30 移動   

20:30 入浴・休憩  

 ふりかえり 「防災世界子ども会議 2005」へとつなげ

ていく内容に 

22:00 就寝  

神戸市 

しあわせの村 

 

※ 「ユニセフのつどい」は、（財）日本ユニセフ協会兵庫県支部の定例イベントであり、その場

を借りて「UPP2005 国際キャンプ発表会」を実施。一般参加者（100 名） 

 

※ 宿泊場所となる「神戸市しあわせの村」では、国際会議期間中（4 日間）、一般を対象にした

展示会を開催。ユニセフ、UPP、防災世界子ども会議による様々な展示を行った。 
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3 月 27 日（日）：3 日目 

 

人と防災未来センター見学 

NDYS Forum2005、NDYS パーティ 

13:00 NDYS Forum 

（第 1 部） 

JICA セミナー 

・スマトラ沖地震概要 

・派遣隊員の体験談 

長谷川みさ氏（調整員） 

小倉健一郎氏（医師） 

川崎 章子氏（看護士） 

・ 質疑応答 

14:10 休憩  

14:20 NDYS Forum 

（第 2 部） 

NDYS Forum 2005 
Disaster Simulation 
～Make a difference in the world～ 
 

・来賓の挨拶 

兵庫県教育委員会企画調整担当課長 

滝波 泰氏 

・ グループディスカッション、 

・ グループプレゼンテーション 

・ 「宣言文」作成 

＊コメンテータ ケン・マスカル 

(Mr. Kenneth Maskall)氏  

UNICEF Geneva Regional Office Planning 
Officer Head of Office UNICEF Banda Aceh
（ユニセフ バンダアチェ事務所代表） 

 
 
JICA 兵庫 

 

 

時間 プログラム 内容 場所 

6:30 起床・朝のつどい  

8:00 朝食  

9:00 移動  

神戸市 

しあわせの村 

9:30 人と防災未来センタ

ー 

語り部の話を聴く 

語り部の話 

・池見 宏子氏（神戸のなおちゃん） 

・米田 実氏（語り部ボランティア） 

10:30 人と防災未来センタ

ー 

シアター見学 

班別にセンター内見学 

1.17 シアター、大震災ホール他 

Forum に向けて意識を高める 

人と防災未来セ

ンター 

12:00 移動・昼食 Forum に向けて交流を深める  

17:00 移動   

18:30 NDYS Party 交流会 

Performance 
・America‘Beating the earthquake’
・Japan ソーラン節 

チャリティーバザー 歌“ねがい”他 

22:00 就寝  

神戸市 

しあわせの村 



 

兵庫県立淡路夢

舞台国際会議場

兵庫県立淡路夢

舞台国際会議場

防災世界子ども会議 2005in ひょうご プログラム  

 

 

3 月 28 日（月）：最終日 –1- 

 

宣言発表会 

 

時間 プログラム 内容 場所 

6:30 起床・朝のつどい 

朝食 

 

8:45 出発  

神戸市 

しあわせの村 

「宣言文」作成(レセプションホール) 9:30 

 

準備、リハーサル開

始 プレゼンテーションリハーサル 

（メインホール）       

ポスターセッションの準備は、カントリ

ーコーディネーター担当（回廊） 

12:00 昼食  

12:30 吹き戻しの紹介 地元名産品「吹き戻し」の遊び方実演 

12:55 メインホールへ移動  

 

13:00 オープニングセレモ

ニー 

和太鼓国際交流 

写真撮影 

13:30 開会宣言 

 

 

来賓代表挨拶     

兵庫県神戸市立葺合高等学校代表、イラ

ン代表による開会宣言 

 

兵庫県副知事  斉藤 富雄氏  

NDYS 顧問 兵庫県教育長  

武田 政義氏 (ビデオレター)    

アイアーン台湾代表 Chen Shan-zen 氏

 

13:39 「防災世界子ども会

議 2005」プロジェク

ト紹介 

兵庫県立明石西高等学校による 9 月から

続けてきたプロジェクトの紹介 

13:47 ポスターセッション

「見どころ・聞きど

ころ」 

各校代表者が、自分たちのポスターセッ

ションを PR 

 

 

14:15 ポスターセッション 1.兵庫県神戸市立樫野台小  2.アメリカ 1

3.公文 4.名古屋市立柳小 5.アメリカ 2  6.

スロバキア 7.ロシア 8.イラン 1 9.イラン 2 

10.アルメニア 11.兵庫県立川西高宝塚良元校

12.台湾 13.アルゼンチン 1 14.アルゼンチン

2 15.兵庫県明石市立野々池中 16.エジプト

17.セネガル 18.UPP 19.大阪府高槻市立高槻

第一中 20.兵庫県神戸市立湊中 21.東京都墨

田区立鐘淵中  22.兵庫県神戸市立葺合高 23.

兵庫県立舞子高 24.神戸のなおちゃん  25.ネ

パール  26.兵庫県私立神戸国際大附高  27.イ

ンドネシア  28.兵庫県立明石西高 29.兵庫

県私立甲南女子高 30.グルジア 31. 兵庫県

私立啓明学院中・女学院  32.兵庫県立津名高 
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3 月 28 日（月）：最終日 –2- 

 

宣言発表会 

 

14:15 メインホールにて発

表（ポスターセッシ

ョンに並行して） 

14:15 大阪府高槻市立高槻第一中 

14:23 東京都墨田区立鐘淵中  

14:31 アメリカ 14:39 アルメニア 

14:47 エジプト 14:54 台湾 

15:02 イラン 1 15:10 イラン 2 

 

15:20 ユニセフパークプロ

ジェクト 

UPP2005 国際キャンプ報告       

～自然からの癒し、学び ～ 

テーマ「あったかい場所」 

15:24 「小さな防災大使世

界の旅」プログラム 

ロシア、台湾、イラン、アルメニア、

兵庫県立川西高等学校宝塚良元校他 

 

15:34 防災教育（こころの

ケアを通じた ICT 国

際交流 

テレビ会議 

夢舞台会場と名古屋市立柳小学校を結ぶ

15:49 「非常持ち出し袋か

ら学んだ世界」 

プロジェクト代表校 

兵庫県神戸市立樫野台小学校 

15:57 「災害に備え、立ち

向かう国際協力のあ

り方」 

プロジェクト代表校 
兵庫県神戸市立葺合高等学校 

16:05 「インドネシア・ア

チェからの報告」 

インドネシアからの参加者によるインド

ネシア津波の報告 

The Raging Tsunami  
Manggroe Ache Darussalam,Indonesia
SMA Negeri バンダアチェの高等学校 

 

16:13 宣言文発表 「2005in ひょうご宣言」 

全日程参加者子ども 全員ステージに 

宣言 ユース実行委員長  

兵庫県立舞子高等学校 中野 元太 

 

16:26 総評 京都大学大学院地球環境学堂 助教授

ラジブ・ショウ（Dr. Rajib Shaw）氏 

 

16:36 主催者挨拶 実行委員長  岡本 和子       

16:39 クロージングセレモ

ニー 

歌「さくら さくら」 

和服（Kimono）、琴演奏国際交流 

16:44 閉会宣言 兵庫県立川西高等学校宝塚良元校代表、

エジプト代表による閉会宣言 

16:45 終了  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

兵庫県立淡路夢

舞台国際会議場 
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3 月 29 日（火） 

 
震災と子どもフォーラム 

 

時間 プログラム 内容 場所 

 6:45 朝食  

 移動  

神戸市 

しあわせの村 

 7:50 集合   

 8:00 移動   

 9:00 震災復興・国際感謝

の集い 

ワークショップ： 

被災児童・招待者 

 

「震災と子どもフォーラム」 

 

主催：兵庫県国際交流協会 

12:00 昼食  

13:30 （集いつづく）  

15:00 集い終了  

15:30 ホームステイ・ 

マッチアップ 

ホストファミリーとの対面 

兵庫県国際交流

協会・ひょうご国

際プラザ 

 



 

インドネシア、アチェ参加校の津波報告 

 

 

参加校のプレゼンテーション –１- 

インドネシア津波の報告 

“The Raging Tsunami Manggroe Ache Darussalam, Indonesia” 
 

インドネシア SMA Negeri バンダアチェの高等学校 

 

 
 
インドネシア、アチェの子どもたちは、2004 年 12 月のスマトラ沖地震についての報告をした。

スマトラ沖地震で母親と兄弟を亡くしたウイザーさん（左）は、「津波がわからないまま、多くの

子どもたちが亡くなった。学校で、災害から身を守る勉強をしていなかった。津波から身を守る

知恵を学んで帰りたい」と報告。 
会場は、真剣に発表する子どもたちの姿勢、スクリーンに映し出された復興する学校の様子に

耳を傾け、壇上の子どもたちの胸中に去来する同胞への哀悼の念を深く想った。発表の後、会場

が長く大きな拍手で彼らへの共感を表明したのがとても感動的だった。 
会議が終了した 28 日夜、再びスマトラ沖で大きな地震が起きたことをニュースで知った。 

アチェの 2 人の子どもたちは、どんな思いで、神戸の宿泊地で、一夜を過ごしたのだろう。まず

頭に浮かんだのはそのことだった。 
 

    
 

注：プレゼン資料（全部で 88 枚）の中から抜粋して、次頁に掲載する。 
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宣言発表会 参加校の発表  

 

 

参加校のプレゼンテーション –2- 

 

 

   

 

 

 

 

 
                  

プロジェクト代表校の発表 

 

大震災の経験を伝えたい 

「非常持ち出し袋から学んだ世界」“ What are you going to take with you? ” 
               兵庫県神戸市立樫野台小学校  

 

   

NDYS プロジェクトを通して交流のある世界の学校へ、防災ポストベアが 

「こころのケア」郵便を届けている。名古屋市立柳小学校の６年生は、交流の 

あるスロバキアの子どもたちへ、クリスマスプレゼントのお礼を、夢舞台会場と

つないだテレビ会議で実現した。 ロシア、セネガル、アルゼンチンの学校とも 

「こころのケア」を通して交流を続けていく。 

防災教育「こころのケア」を通じた ICT 国際交流   テレビ会議 

 

防災ポストベアの冒険  名古屋市立柳小学校 



 

NDYS プロジェクトでは、防災ベアを通して、海外の国々について学習し、その国の自然災

害について学ぶことができた。プロジェクトを通して交流のある学校が、夢舞台会場に集まり、

みんなで力を合わせて、何が出来るかを考えた。この小さな活動を通して、防災教育ネットワ

ークの輪を広げていく。 

「そして命は続いていく」“ And life continued 
イラン Farzanegan high school  

 
イラン、バム地震の教訓。自然災害を避けて通ることはできません。 
しかし、それに備えて、立ち向かうことは出来るはずです。 

宣言発表会 参加校の発表  
 

参加校のプレゼンテーション –3- 

 

 

 

   

 

                  

 

「小さな防災大使世界の旅」プログラム 
 

ロシア、イラン、台湾、ネパール、アルメニア、日本 
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参加校のポスターセッション –1- 

 

半年間に及ぶプロジェクト学習の成果発表の瞬間。 

世界 12 カ国から 32 ブースが展示された。 
 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宣言発表会 参加校の発表  

発表：1.兵庫県神戸市立樫野台小  2.アメリカ 1

3.公文 4.名古屋市立柳小  5.アメリカ 2  6.ス

ロバキア 7.ロシア  8.イラン 1  9.イラン 2

10.アルメニア 11.兵庫県立川西高宝塚良元校 12.

台湾 13.アルゼンチン 1 14.アルゼンチン 2 15.

兵庫県明石市立野々池中 16.エジプト 17.セネガ

ル 18.UPP 19.大阪府高槻市立高槻第一中 20.兵

庫県神戸市立湊中 21.東京都墨田区立鐘淵中  22.

兵庫県神戸市立葺合高 23.兵庫県立舞子高 24.神

戸のなおちゃん  25.ネパール  26.兵庫県私立神戸

国際大附高  27.インドネシア  28.兵庫県立明石西

高 29.兵庫県私立甲南女子高 30.グルジア 31.

兵庫県私立啓明学院中・女学院  32.兵庫県立津名高
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参加校のポスターセッション –2- 
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参加校のポスターセッション –3- 
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国際会議の情報発信 

 

ユース実行委員会広報チーム（兵庫県三田市立藍中学校新聞部）は、携帯電話を使って情報を

収集し、リアルタイムに、連日、会議の速報をウエブで配信した。 

また、国際会議の模様は、インターネットでライブ配信された。いくつかの学校では、この模様

を体育館や教室で見て、議論を行った学校もある。 

 

参照 NDYS2005 デイリーニュース 

末尾の資料に 4 日間の国際会議の模様を掲載。 
 

URL： http://ndys.jearn.jp/ai/english/index.htm 
 

 

 

  
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

防災世界子ども会議 2005in ひょうご宣言 

 

 

「防災世界子ども会議 2005in ひょうご宣言」 

 
迎えた最終日、2005 年 3 月 28 日、宣言発表会で、各国代表が、「きょうを防災について考える

出発点として、防災について学び、感じ、共有しよう！」とした宣言文をまとめた。 

 

NDYS2006 は、NDYS2005 でつながったネットワークの基礎をさらに強化、充実させ、ICT の活用に

よる防災教育を通して、防災教育ネットワークの輪を広げて行く！ 
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宣言文の制作過程（3日目の活動紹介を中心に） 
 
3 日目の活動概略 

 
「防災世界子ども会議 2005 in ひょうご」第 3日目となる 2005 年 3 月 27 日（日）、JICA 兵庫

にて「NDYS Forum 2005」を開催した。本フォーラム開催にあたって、兵庫県下の高校生を中心に

ユース実行委員会を構成し、関係機関からのサポートを得ながらプログラム企画・フォーラム運

営に取り組んだ。11 カ国から約 60 名の会議参加者と、約 30 名の当日国内一般参加者を迎え、防

災をテーマに『私たちに何ができるのか』活発な意見交換がなされた。 

 
1．趣旨 

 
フォーラムは 2 部構成で実施された。第一部では講演を主とし、スマトラ沖大地震発生後、現

地にて医療救援活動をされた JICA スタッフの方々に、活動内容や救援活動を通して感じた想い、

そして現地の被災者の声を、映像を交えて伝えていただいた。さらに、UNICEF バンダアチェ代表

の Maskall 氏より、緊急支援チームによる災害発生直後の支援活動の後、アチェの人々が復興へ

向けての長い道のりへの第一歩を踏み出し始めた様子をリポートいただいた。特に、壊滅的な状

況の中、校庭にテントを張って再会された学校、そしてそこで学ぶ子どもたちの映像が印象的で

あった。驚異的な自然の力の前に、人間社会の脆さや無力感を感じずにはいられないが、第一線

で活躍されている専門家の熱意に触れる機会を得て、自分たちにも何かできるはずだ、何かしな

ければという強い想いが子どもたちの中に芽生えていく様子が伺いとれた。子どもたちにとって

非常に重要な場所である『学校』の役割、そして『学ぶ』ことの意義について改めて考える中で、

自分たちが学んだことをもとにアクションを起こすことの社会的意義を意識することを期待した。 

 

第二部では、ユース実行委員会がグループディスカッションを企画し、ファシリテーターとし

て運営にあたった。この活動の位置付けとして、プロジェクトを通して培った「防災に関する知

識」そして「論理的思考能力・課題発見力・探究心・コミュニケーション能力・プレゼンテーシ

ョン能力」などの資質・能力を発揮する最適の場であると期待した。また、Maskall 氏より、各

グループのプレゼンテーションに対して、専門家の視点から、ポジティブで実践的なフィードバ

ックをいただけたことで、ディスカッションの学習効果により深みが生まれたと考える。 
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プログラムアウトライン 

 

＜第 1 部＞ JICA セミナー 

 スマトラ沖地震の概要 

 派遣隊員の体験談 

            小倉健一郎氏（医師） 

        スリランカ医療チーム 2 次隊、医療法人相愛会相原第二病院 

長谷川みさ氏（調整員） 

        インドネシア医療チーム 1 次隊（アチェ派遣）、社団法人青年海外協力隊 

川崎章子氏（看護士） 

        インドネシア医療チーム 1 次隊（アチェ派遣）、兵庫県災害医療センターHCU 

 

 バンダ・アチェの現状リポート 

ケン・マスカル（Mr. Ken Maskall）氏 

UNICEF Geneva Regional Office Planning Officer 

Head of Office UNICEF Banda Aceh（ユニセフ バンダアチェ事務所代表） 

 

＜第 2 部＞ Disaster Simulation（災害シミュレーション） 

 全体の説明 

兵庫県教育委員会 企画調整担当課長 滝波 泰氏 ご挨拶 

グループアクティビティ説明   

 グループアクティビティ 

グループごとの説明 

グループディスカッション 

 プレゼンテーション（8 グループ） 

各グループからディスカッションの内容発表 

ケン・マスカル氏からのコメント 

 

２．ディスカッション内容 

ユース実行委員会では、“防災学習のグローバルネットワークの構築”を基盤に以下のポイント

を課題とし、それらのポイントを軸にディスカッショントピックを設定した。 

 Connecting Youth （youth power 若い力） 

 Think Globally, Act Locally＝小さな力が集まれば、大きな力になる。 

 ICT などを使ったネットワークの活用形態 

 防災活動の拠点として学校を活用   
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＜ディスカッショントピックス＞ 

 海外での災害で、自分は何ができるのか。 

 ICT を使用したネットワークの活用形態（例 ポストベア） 

Advantage & disadvantage？その他の交流方法は？ 

 自分たちの地域でできること 

 防災学習の拠点としての学校の役割 

“Make a difference 

in the world”

Natural Disaster Youth Summit

NDYS Forum

  

Report on Sumatra

Ms.Hasegawa Misa

Japan Overseas Cooperative Association

Dr.Ogura Kenichiro

Aihara daini hospital

Ms.Kawasaki shoko

Hyogo Emergency Medical Center

 
 

Flow of work
〔Activity〕 Group discussion (45Minutes)

Decide two presenters and a note taker.

　 We give  discussion topics to each. 
What can you do, when natural disaster strikes 

other countries?

What is the role of “school” on disaster mitigation 
study?

How to make an effective use of the NETWORK ? 

What can you do about disaster prevention in your 
region?
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Presentation (3minutes in each group) 
Presenter make a speech on your results 

of discussion.

Comment by Mr.Ken Maskall

Declaration   (30minutes) 
Think about your group opinion, and write 

down on your paper with decoration.

Closing

Make a Hand Print outside  

 
３. 各グループからの報告 

 

各グループで話し合われた内容を、ファシリテーター報告より抜粋する。 

 

3.1 トピックス：海外の災害で自分は何ができるのか（C グループ、F グループ） 

  

＜C グループ＞ 

 まず、自分の国で募金活動をする。クラス内で募金活動を行ったり、バザーなどで集め

たりする。そのお金を、お薬、服、お医者さんの派遣のために使う。 

 募金活動の実践例を報告しあう。日本の参加者は、学校の先生の知り合いにスリランカ

人がいたので、全クラスからお金を集めて送った経験を話した。また、スマトラ沖地震

と大津波で被災された方のために、イランの女の子はクラスでお金を集めて送ったとい

う。 

 募金以外では、豊岡の水害のときに、被災地まで行って泥をかき出す作業などを行った

経験が話された。 

 

⇒ これらの話し合いを受けて、最終的な結論は、海外の災害時の自分たちの行動として、たく

さんの人からお金を集めて有効に使おうということになった。たとえば薬、救援作業で現地

に行く人たちのための旅費など。救助のために使うことがよいと思う。 

＜F グループ＞ 

 災害が起こった地域や国に対して、私たちが手助けしてあげるということはとても大き

なことに感じるけど、実際には今日みんなで話してみて、身の回りや自分たちの地域で

して上げられることは以外にたくさんあるんだなと思った。 

 たとえば募金活動であったり手紙を書いて送ってあげたり、ほかにも物資や食べ物など

を送ってあげられるという意見が出た。 
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 私たちができることは、本当にわずかで小さなことかもしれないけれど、そんな小さな

力でもたくさんの多くの人たちの力が集まればそれはとても大きな力になりうると思う。 

 

⇒ 結論として、一人ひとりの小さな力をあわせて、これからも災害が起こったときなどは、お

互いに助け合い、力を合わせていこう、と話し合った。 

 

3.2 トピックス：ICT を使用したネットワークの活用形態（G グループ、H グループ） 

 

＜G グループ＞ 

 ポストベアの利点は？ 

 遠くの人とコミュニケーションできる 

 ほかの国の文化を知ることができる 

 日記などを見て、その国の人の考え方を知ることができる。 

 かわいくて親しみやすい 

ICT の利点は？ 

 遠くの人とコミュニケーションできる 

 多くの情報を得られる 

災害時には？ 

 手紙や ICT を通して励ましの手紙などを送ることができる 

 ICT を使うことにより、現場のニーズが知りやすくなる 

 

＜H グループ＞ 

 ポストベアの長所 

 お互いの国の文化を知り合うことができる 

 意見を共有できる 

 親しみやすい 

 ポストベアの短所 

 子どもには言葉が理解できず、文化交流が難しい 

 ICT のよい点 

 High speed, Low cost 

 ICT の悪い点 

 パソコンのない地域もあり、連絡が取れない 

 ICT とはとてもよいツールではあるが、危険などが潜んでいる場合もあるので、使用に

は注意を払わなければならない。 
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                                （参考）Post Bear について 

「防災ポストベア」                         

ある日，Post Bear は愛知県の中にある名古屋市を訪れま

した。そこで，いつものんきに太鼓をたたいて歌を歌ってい

る、音楽の先生と出会いました。 

「先生！僕の名前は Post Bear と言います。世界中の子ど

もたちのために何かできることはないかといつも考えていま

す。」と Post Bear が音楽の先生に言いました。 

すると太鼓をたたきながら歌っていた音楽の先生が言いま

した。 

「あら・・・Post Bear って言うから、てっきり郵便配達

人かとおもったわ！ちがったの？」 

と半ばびっくりしたように太鼓と歌をやめて言いました。

Post Bear は申し訳なさそうに「すいません・・・この名前はわたしのおじいさんがつけてく

れたのです。わたしのおじいさんは昔，郵便配達人をしていたので，私にも郵便配達人になっ

てもらいたかったようでこの名前をつけたのです。」 

Post Bear はややうつむき加減で言いました。 

音楽の先生は、慰めるように 

「いい名前じゃない・・変なこと言ってごめんね！」と Post Bear の肩を軽くポンポンとたた

きました。うつむき加減だった Post Bear は、元気を取り戻してにっこり笑いました。音楽の

先生は、「よかった！」 

と言って同じようににっこりしました。音楽の先生は続けて言いました。 

「せっかくいい名前をもらったんだから本当に郵便配達人になればいいじゃない？」 

と大きな声で言いました。Post Bear はいきなり郵便配達人になれ！と言われてびっくりしま

した。それでも内心「どうしようかなぁー」と迷いました。 

音楽の先生は 

「実はね、柳小学校で今度防災の勉強をするの。インターネットで調べたり，テレビ会議でた

くさんの人と出会ったりするんだけど････やっぱり人の心が伝わるのは自分の手で書いた手紙

が一番！今確実に相手に届けてくれる郵便配達人を探していたところなの・・・あなたならぴ

ったりだわ！」 

音楽の先生はどんどん話を進めていきました。 

「この手紙は海外まで行くのよ！あなた外国に行ったことある？手紙と一緒に色々なところを

見てくるといいわ！」 

Post Bear は、音楽の先生のあまりに一方的な言葉にあっけに取られていましたが，「外国」

と聞いていっぺんでやる気になってしまいました。こうして防災メールを持った Post Bear が

誕生しました。 
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3.3 トピックス：自分たちの地域でできること（B グループ、E グループ） 

 

＜B グループ＞ 

この班は、最初にお互いの国の災害について話し合った。そこから日ごろの準備＝防災として

私たちには何ができるのかについて話し合った。以下のような意見が出た。 

 ハザードマップの作成 

 避難経路の確保 

 非常持ち出し袋を用意しておく 

 家族と防災について話し合う 

 学校教育をうける 

 近所づきあいを大切にする 

 （洪水に対して）スロープを作る 

 

⇒ この話の結論として「近所の人と仲良くして、非常時に助け合う。そして、災害に対する正

しい知識を持ち、またそれを常識のものとするために、学校などあらゆる場でもっと災害に

ついて学んでいこう。」ということになった。 

 

＜E グループ＞ 

自分たちの地域でできることについて 

 避難経路の確保 

 家で安全な場所を知っておく、また作っておく 

 携帯電話の活用（ライト、安否確認） 

 お金を少々かけても、防災に投資する 

 近所の人と仲良くしていく 

 防災教育の充実 

 避難訓練 

 

⇒ 最終結論として“身近なところからはじめていこう” ということになった。 

 

3.4 トピックス：防災学習の拠点としての学校の役割（A グループ、D グループ） 

 

＜A グループ＞ 

学校とはどんなところ？という質問に対し、教育をうけるところ、勉強、友達といった返答が

あった。防災に関して聞いてみると、避難訓練や自然災害について勉強したり、実際に経験した

人の話を聞いたりする。そういったことを小学生などの次の世代につなげていく。 
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学校で勉強するだけでは命は救えない。どうしたら命を守れるだろうか？ 

 実際に経験した人の話を聞く。対処法も聞く。 

 常に知識に基づいて行動する 

 自分の住んでいる地域を理解し、安全な場所を知っておく 

  

⇒ 結論としては、近所づきあいを大切にすることで、お互いのことを理解でき災害のときに助

け合える。実際に経験した人の話を聞く機会を学校中心に作っていく。 

 

＜D グループ＞ 

 この班ではまず学校とは何かというところから話し合いを始めた。たくさんの意見が出た中で、

防災学習について日本などの国々では多くの学習時間をとっているけれども、災害があまり起こ

らない国については、地震や津波のメカニズムだけを学習するだけで、防災についてはまったく

触れないといった状態だった。聞いてみたのは、次のようなことである。 

（1）あなたにとって学校とは何か？（何を連想するか？） 

   先生、生徒、学習、友情‥ 

 （2）この中のキーワードから、学校とは学習をするための場所だといえるが、学校学習の中で

防災についてどれくらい勉強しているか？ 

   国によってまったくしていないところもあれば、週に 10 時間も勉強しているところもあっ

た。 

 （3）防災訓練はしていますか？ 

   多かったのが年に 1 度。ほかには、1 年に 3 回や週に 1 回というところもあった。 

 

スマトラ沖地震では津波のことを知らなかったために犠牲になった現地の人々がたくさんいる。

漁師などの常に自然に触れ合って生活している人たちは、災害が発生する前の自然から何らかの

警告を感じ取って身を守ることができるけれども、私たちはどうだろう。今では、街には家やビ

ルが立ち並び緑を見かけることはほとんどない。そうした中で、自然が私たちに何かを伝えよう

としても、当然、私たちは気づかず身を守ることなどできないのではないだろうか。ユニセフパ

ークプロジェクトで自然と触れ合ったように、私たちは常に自然に耳を傾けていなければならな

い。私たちが大人になってから防災を知ろうとしても学習する機会などめったにない。今、私た

ちが学生という立場である間に、防災についての意識を高め、知識を身につけることが何よりも

大切なのだと私たちは考えている。学校が拠点となって、私たち子どもが中心となり、世界中に

防災を広めていかなければならない。 

 

※各班のディスカッション内容は、各班のファシリテーターの話を元に作成している。 
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４. 宣言文の作成 

 

このディスカッション内容を参考に、ファシリテーターの意見を聞きながらひとつの宣言文を

作成した。 

議論する中で、あまりに内容がいろいろあるため、無理にまとめて宣言文にしないほうがいい

のではないか、という意見も出された。しかし、これらの議論をなにかの形で残すことも重要だ

と考え、各班のディスカッションの内容をまとめるのではなく、ディスカッションを今後も続け

ていこう、というメッセージが伝わるような宣言文とすることにした。そうして作られたのが、

次の宣言文である。 

 

防災世界子ども会議 2005in ひょうご 宣言文 

 

今回の防災世界子ども会議 2005 を通して、私たちはお互いの国を知り、文化を知り、防災に対す

る強い想いを共有しました。そして、お互いの国の防災教育や防災意識にも様々な違いがあると

いうことを認識しました。そういった議論をしていく中で、多種多様な意見が出されました。し

かしその時、私たちは宣言文以上に大切なことがあるということを知りました。それは、ここで

議論を止めてしまい宣言文を作っていくということよりも、何ができるのかを考え、議論し共有

し続けるということのほうが大切だということです。今日３月 28 日を防災について考える出発の

日として、いつまでもさまざまなものを感じ、そこから学び、共有していくこと“Try to feel, Try 

to learn, Try to share”を合言葉にこれからも活動を続けます。 

 

５. バザーの開催 

 

 防災について考えていく際、お金を集める募金活動についても、いろいろと話がでてきたので、

今回のフォーラムでも実際に行ってみることにした。 

 

 バザーの趣旨・目的 

 目的は、このように考えた。 

 バザーでの収益は全て UNICEF に募金する。 

 また、これを機に参加国の伝統工芸品等を持ち寄ってもらい、なかなか触れることのな

い他国の文化に触れる。 

 海外参加者にも、日本のお土産を持って帰ってもらう。 

 商品の値段は買い手に決めてもらう。また、自分の国のお金の単位でも買えるよ 

 うにした。 

 

 

 

 



宣言文作成過程の報告 

 

 

どのように説明をして、この計画に賛同してもらうか、そして値段についてどのように説明す

るかを事前に話し合った。また、セッティングと飾り付けを計画した。飾りつけとしては大きく

模造紙でポスターを製作し貼り付けたのと、収益を一点に集めるために募金箱を製作した。 

 

最初は、きっと上手くいかないと思っていましたがどこの国もかなりの量を持ってきていてく

れてすごくびっくりした。セッティングも当初考えていたものよりも大きく変えるほどの量が集

まって、たくさんの国の文化に触れることが出来た。ただ、値段設定のこととかがあまり伝わっ

ていなかったらしく、勝手に決めたりしていたり、こちらに「値段は決めてくれ」って言ってき

たり、買うものと日本円との割合が合ってなかったりしてもう少し改良は必要だったのでは？？

とも思う。日本ではバザー＝不要になったものを再利用してもらう。という考えが主で、持って

きてもらったものにもそれが濃く出ていた。しかし、ほかの国ではわざわざ買って持ってきてい

たりしたのもあったみたいなので、そこももう少し変えないといけないかなと思う。 

  

今回このようにバザーを企画、実行していって得たものがたくさんあった。すごく楽しかった

し、このような形の募金なら普通にするよりも集まるんじゃないか、と思った。この経験を今後

の防災の活動にも生かしていきたい。 

 

６. 参加者の感想 

 

○ 兵庫県立津名高等学校 古井 貴子 

日本を含む 12 カ国から集まってきたみんなと、今回防災について共有し合えたことは、私にと

って、とても忘れ難い出来事となった。 

今から約 10 年前、私が住む淡路島で大震災が起こった。当時まだ私は幼かったために、その時

の記憶は日ごとに薄れているような気がしてならない。でもあの時さしのべてくれた温かい救援

の手は今でも強く覚えている。 

 今回集まってきていたメンバーは、私と同じく災害を体験した人が多く、中にはこの前のスマ

トラ沖地震による大津波で家族を失った同い年の子もいた。その子たちと共に私達子供の視点で

防災や災害について話し合っていく中で、同じ参加者でありながら、同級生あるいは年下とは思

えないほど自分の意見や考えをしっかりと持っていたことに驚きを隠せなかった。と同時に、こ

れまで私の中に曖昧でしかなかった防災というものが一転した。  

また、「地震は自然現象だから止められないが、震災は社会現象だから私達の努力で軽減できる」

という大事なことがはっきりと見えた。阪神・淡路大震災の被災者であるという自覚が何一つな

かった私が、“大震災体験者の貴重な一人であるということを認識し、もっと防災というものに自

分から積極的にアクションを興しこれからの生活に役立てて生きたい！”と思うようにもなった。 

この会議を通し、私には本当に素晴らしい仲間；同じ災害を体験し分かり合え、そして助け合

い支え合うことのできる最高の仲間!!が数多くできた。被災し、自分が経験し見たりしたことを、

災害というものをまだ実際に知らない人たちに伝え教える事こそ、最も大事な事ではないだろう

か。そしてそこに、初めて防災というものが生まれてくるのではなかろうか。 
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この会議に参加することができて本当に良かった。一人では絶対に気付きも学びもしなかった

だろう。みんなが私に教えてくれ、私を大きく成長させてくれた。そして今回出会ったみんな一

人一人が、私にとってかけがえのないものとなった。本当に感謝している。これからもそれぞれ

の国で頑張ってもらいたい。ありがとう！！ 

 

○ Kherad high school  Sahar Rahmani, Iran 
From the first second I entered Japan, I faced to really friendly and kind people there. 
日本で出会った人みんなが、本当に親切で良い人たちばかりでした。 

 

In the UNICEF Park Project I could know them better. They were looking at us while we 
tried to solve our problems ourselves, and whenever we needed them they were ready to help 
us. 
前半の２日間を担当したユニセフパークプロジェクトのファシリテーターは、自分自身で問題解

決できるような環境を整えてくれ、助けが必要なときにはしっかりと助けてくれました。 

 

Also the cooperation between students was so great. When we shared our ideas we could 
make a better play ground than we expected, and also it helped us to make a great friendship 
with each other. 
参加者同士の協力もうまくいって、お互いの意見を分かち合い、よりよい遊び場を作ることが出

来ました。そして難しい問題にぶつかっても、参加者同士が協力し合うことで乗り越えることが

できました。 

 

Great relationship between the members of the conference helped everyone to be calm at the 
presentation. No one wanted to prove that who was the best, cause everyone were. We had 
gathered there to use our each other information and we did. 
後半２日間のユースサミットでは、意見交換の場でもみんなでしっかりと話し合え、すばらしい

プレゼンテーションが出来たと思います。 

 

Staying with the host family had also many advantages. First we could experience Japanese 
life. Also we could find great friends in Japan. As our host family was a labo teacher we could 
communicate with many Japanese, see many sight seeings and also experience Sakura 
festival. All these things made a great image from Japan and Japanese in my mind. It was so 
enjoyable for me when I saw Japanese have their own culture. They were so kind, polite and 
friendly. One of the best things I saw in Japan was that important people were as friendly as 
the others and behaved really great, so  we couldn't distinguish them from the others. 
ホームステイも良い体験となりました。日本での生活が体験でき、たくさんの友達を作ることが

できました。そして多くの日本人と話しをすることが出来たり、色々な場所へ観光に行って桜を

見ることも出来たりしました。日本人はとても親切で、礼儀正しくもあり親しみやすい感じです。 
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I am so happy I have attended this summit, not only could I find many friends from all over 
the world but also I could learn many things, not just about the natural disasters, Natural 
disasters were just an excuse to make a great relation between us. now I have many friends 
from all over the world, it 's not a declaration it's the fact that I feel we are all one family in 
all over the world: 
この会議に参加でき、世界中の人々と友達になれたことだけではなく、自然災害について学び、

自然災害をきっかけに多くの人々と知り合えたことがとても幸せです。世界中に友達がいるとい

うことは、私たちがひとつの家族であることと同じことだと思います。 

 

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 
 best regards Sahar 16 years old from Iram 
この世のすべての人間は、同じものから創造された同じ人間である。 

もし運命が一人の人間に苦痛を与えるのであれば、他の人間は平静にいられるはずはない。 

他の人間の痛みを未だに知ろうともしない人間は、人間と呼ぶに値するのだろうか。 
  
                                                          サハール イランより 
 
 
                 宣言文の制作過程作成 ユース実行委員長  

兵庫県立舞子高等学校 環境防災科 中野 元太 
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1. アルメニアのヌニックさんより 

 

Dear JEARN coordinators/organizers,  
Thank you very much for the outstanding opportunity for learning, sharing knowledge 
and cultural/educational exchange among different countries. We highly appreciate the 
chance, which helped our students to feel themselves as the true citizens of the globe, where 
everyone is ready to become a strong helping hand for others during difficulties. 
 
I do hope, that this is only the beginning, and in the near future we will meet again for the 
protected future of our young generation.  
Thank you once more. 
And one big request. Could you please send me the list of all participant teachers? I have only 
email addresses and would appreciate very much if you could send the list with their contacts. 
  
Warmly,  
Nunik Nahapetyan （Project Harmony, Armenia） 
 
 
2. ロシアのオルガさんより 

 

Dear friends in NDYS, Thank you very much for everything! We enjoyed working with you 
very much and we love Japan and our being there. You did really great job for all of us. 
Thank you and hope you have a chance to have a rest now 
Olga, Alla and students from Moscow  
Найди друга в своем городе! Поиск друзей по странам и городам в новой версии 
М-Агента  http://r.mail.ru/cln2660/agent.mail.ru（National No.1129 School ,Russia） 
 
 
 
3. セネガルのサリマタさんより 

 

Hello Dear all participants of NDYS  
We thank you all very much for giving us the opportunity to share this warm moment . 
We'll be the ambassadors of the project in Senegal and maybe in Africa .  
We shared very nice time with all of you and hope to see you in Senegal next July for a 
presentation on NDYS . 
All my hope to the children affected by the natural desasters .We are heartly with you . 
  
Thanks specially to our host families . 
I mean our families in Japan   
Regards,  Salimata Sense（Secondary school Martin Luther King, Senegal ） 
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４. 台湾のドリスさんより 

 

Dear friends in NDYS Global, 
 
Greetings from Doris!  I apologize for my late response to congratulate on the great success 
of NDYS Global Meeting! 
First of all, Chairman of iEARN Taiwan, Mr. Chen, asks me to pay his highest gratitude  
to all the planners' hospitable and considerate reception to us. All of us, including  
teachers and students, had a wonderful time during our stay. 
Meanwhile, we can see the thoughtful arrangement on each detail shown in the schedule.   
In spite of being unable to thank you one by one, I would like you know you have made a great 
impact on us. 
From UPP, we learned their whole-hearted involvement in students' activities. 
 
From UNICEF projects, we learned that together we can create a new world where creativity, 
team work and understanding are greatly fostered. 
From Youth Forum held in JICA center, we learned that youths can really make a  
difference when coming together sharing their experiences and ideas.  They surely 
shape the future plans for the world as a whole. 
 
From NDYS Conference, we learned to listen to many voices from youths through the poster 
session and presentation session.  We see the new hope budding from our young generation. 
Meanwhile, I personal would like to say, " Great to know you, and look forward to working 
with you soon" to anyone who has been talking to me during the conference time.  Though I 
may not be able to address you in person, it is really my great honor to know you are sharing 
the same vision with me, making the best of every possiblity for our students' learning.From 
all the wonderful sharing from our Japanese friends in Kobe Earthquake 10 years ago, we 
learned that we can do more for our local earthquake area.  
 
From students from Indonesia, we learned that how tsunami vicitms have suffered and 
inspired us to do more for them. 
 
From Dr.Rajib Shaw's succinct remark and speech, we learned a new perspective to see how 
natual disasters can affect our life and how we can see them as one of the important issue in 
life. 
 
From the homestay program provided, we learned the warmth and hospitality of Japanese 
cultures.  There is so much care, joy and love happening during our stay.  No words can 
express our appreication enough for all of the kind reception.  We are so sure that we will 
carry on their hospitality to another person we can offer service in return. 
 
Last but not the least, we learned sooo much from all the international friends.  We had lots 
of joy and fun with you!  Just like what I have said in our presentation, this is not the end of 
our project; instead, this is the new beginning of our project.  
Let's share the same vision and work for that! 
 
With a BIG HUG for everyone, 
Doris Wu ( National Fenghsin Senior High School, Taiwan) 
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5．スロバキアのダリアさんより 

 
Dear everybody, 
 Really, it is very nice to read of remembrances of our meeting in Japan. I have had very deep 
sensation, too. 
 
Most Holy Father died, thanks go to him. I hope, will be come another very kind person. 
  
So many nationalities we met in Japan, and everybody have had sense for understanding, 
nice. 
It was my long idea and my desire /wish / request, that everybody, all Earth should be 
peaceable and live in Peace. It will be very, very nice. 
  
My students have had much experiences, they are waiting everyday in front of my cabinet for 
talking about days and sensation in Japan. They are excited, still. They are talking about nice 
time and beautiful friendly girls, very friendly boys, it does not matter, what nationality are 
they.  
  
Thanks everyone, for nice time and nice memoirs. 
  

Question for these, who got logical game from us. Are you successful, already? 
Salimata, you was not trying in the forest this game, are you successful, or your students? 
Mariela, trip to Frankfurt was happier with you, especially for Peter, you know why? 
Maryam, I have had more information about your custums, thanks, it was nice to meet you. 
Mariam, it was nice to meet you, you are very nice. 
I would like to say everyone thanks, again. I think, behavior of the teachers are different, very 
nice, 15 years ago I was working in different job, I know, what I am talking.  
  
Wizar, it is very nice, you communicate by mobil phone with Marek, he is very happy. He 
would like to know your e-mail address. 
  

I hope this address of members will be for the future well-preserved. 
Thanks With love Daria 
（SOU-hutnicke, Šaca, 040 15 Košice, Slovakia） 
 

 

6. イランのマリアン・ベヌーディさんより 

 

Dear Daria, 
 I read your warm e-mail and found your feeling was same all of us. It was one of the greatest 
event during my life .even though I had joined in many conferences but this time was more 
exciting than others . I learned much more from others of different countries and get known 
with different cultures .I have hold your nice gift by myself and it reminds you for me. 
Hope once again meet you and your students in next conference of NDYS. 
All these happinesses is caused by NDYS group and I am thankfull of all . 
  
Maryam Behnoodi ( Farzanegan high school, Iran) 
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7. イランのマリアン・モカタリさんより 

 

Dear NDYS friends 
 
  There are always people who are a gift for the whole world. I know them. They have hearts 
like ocean and their kindness is endless. Everyone loves them and they have the capacity to 
love the whole world. They are always ready to help others. I think it is because of existance of 
these people god created the whole world. So thank god who created you. 
With love  
Mariam Mokhtari   (Kherad high school, Iran) 
 

 

8.  アルゼンチンのマリエラさんより 

 

Dear friends of NDYS, 
Argentine people have arrived safety after a long trip. 
I would like to thank you all for sharing those days in Japan. 
I was delighted because of the people I met there. Thank you for your kindness. You are 
really great. It was a great experience for me as well as for my students. It will be something I 
will never forget. 
warmly,  
Sirica Mariela Veronica (I.P.A.J.Matulaitis, SHS Argentina) 
 

 

9. アメリカのデレックさんより 

 

I do hope that the conference was just the beginning.    
We hope to list contact information and a short bio for all participants of the NDYS global 
conference on our web page.  
Any help creating a comprehensive list would be appreciated. 
Sincerely, 
Derek Van Dyke  (Federal Way Public Academy ) 
 
 
10. アメリカのチャックさんより 
 
Dear friends of NDYS, 
 
What a wonderful, fantastic, special, memorable experience for all of us. The NDYS 
conference exceeded my expectations. 
Thank you for all of your hard work, friendliness, patience and care. You are a treasure! 
Please extend our gratitude to all those involved in NDYS. 
 
Domo arigato goziamas, 
 
Chuck, Ben and Marshall  (St. Joseph Catholic School) 
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成果と今後の展望 

 
１．世界の災害、防災教育の現状を子どもたちが共有することにより、防災意識が高まった 

  

復興への思いをこめたインドネシア、アチェの子どもたちの発表などにより、災害前に対策を施 

す（予防防災）という意識が欠如しているのが現実であり、これが大きな防災の問題であることがわ

かった。防災教育を通して予防防災促進のためのネットワークを構築する目的が明確になった。 

またプロジェクト開始後、子どもたちは、自主的に情報を集めるようになり、クラスメートや家族 
に災害について教えるなど、災害を自分のこととしてとらえ、災害に対する意識が大きく変化した。 

 
２．防災教育ネットワークの基礎を構築できた 

 

７ヶ月という長期にわたり、インターネットなどの ICT を活用したコラボレーションを通して、生

徒のみならず、世界の先生方とも、防災教育のネットワークと呼べる基礎を構築できた。 
海外への参加校のテレビ会議などの ICT 支援を通して、情報通信ネットワークのシステムの構築に

成功し、世界の先生方との協力体制ができた。 

NDYS プロジェクトでは、「防災世界子ども会議 2005in ひょうご」を、出発点として、継続して、生

まれたばかりの防災教育ネットワークを充実・拡大させて、世界に情報を発信し、子どもたちの手に

よる「より安全、安心な世界作り」に向けた取り組みを行っていく。 

 

３．地球市民としての意識を、子どもたちがもつようになった 

 

プロジェクトを通して、世界の国々の習慣や伝統を知ることができ、たくさんの友達ができた。こ 
のような異文化交流学習を通して、子どもたちは深い絆で結ばれ、地球市民の一員であるという意識

をもつようになるなど、新しい世界観を持つようになった。 
 

４．子どもたちのコミュニケーション能力、コラボレーション能力が向上した 

 

国際会議での出会い、テレビ会議やフォーラムでのディスカッションを通して、多くの情報と経 
験を得て、子どもたちのコミュニケーション能力、コラボレーション能力が飛躍的に向上した。 

 

５．コミュニティに対する行動に変化がおきた 
 
子どもたちは、コミュニティへの意識を高め、リーダーになり、コミュニティに対して災害対策を 

教えようと思うようになった。 



            防災世界子ども会議 2005 総括 

 

 

   

             防災世界子ども会議 2005 の総括 

 

 

                           京都大学大学院 地球環境学堂         

                            助教授 ラジブ・ショウ 

 

 
ここ、県立淡路夢舞台淡路国際会議場での「防災世界子ども会議 2005in ひょうご」に参加でき

ることを嬉しく思います。私は 1月 18 日の会議にも参加しました。そこでは、イラン、バムとア

ルメニア、エレバンの生徒のテレビ会議が行われました。今、アルゼンチン、アルメニア、セネ

ガル、スロバキア、ロシア、インドネシア、イラン、ネパールなど日本だけでなく、多くの国の

生徒が参加しています。 

 

この国際会議には３つの重要な役目がありました。 

 

１．生徒同士が直接交流できるので、文化交流が促進できた 

２．友好関係とネットワークが拡張され、将来のプロジェクトのベースとなった 

３．学習のためでなく、防災の基盤を提供した 

 

予防防災（被害抑止、被害軽減）は、防災文化の一部であるべきであるとしばしば言われます。

効果的な国際交流をするために、文化交流は重要な役割を果たします。そして NDYS は正確にこ

れに焦点を当てています。他の問題としては、予防防災は、楽しみ、喜び、娯楽、ゲームととも

に取り組まれるべきであるということが挙げられます。取り組みは、日常生活において繰り返し

行われるべきであり、これが安全文化の形成につながります。 

 

会議の中心は、子どもであり、子どもたちは、積極的に異なるプロジェクト、活動に参加し、

異なる新しいアイデア、新機軸、方向性を出してきました。全員参加は、生徒の物事の考え方に

は非常に重要なものであり、子どもたちは、防災の問題をみるだけでなく、解決方法、原因を見

つけようとします。このように、防災教育の４つの段階（聞く、見る、話す、行動する）の中で、

NDYS は、生徒が予防防災活動としての対策をする、“行動する”というところを重視しました。 

 

NDYS に参加して、すべての生徒が防災の専門家になるわけではありません。しかし、学生時

に災害のリスクを知り、災害に関する問題を解決することは、防災意識を喚起し、学生が個人レ

ベルで行動を起こすことにつながります。そして、これがすべてのプロセスの中で最も大きな成

果となるでしょう。 

 

最後に、教師と JEARN を初めとする主催者の大きな熱意により、NDYS 2005 が活発なも 

のとなり、今後、長期間にわたり持続したものになるでしょう。私はその熱意と行動はすばらし

いものであり、将来の活動を楽しみにしています。 
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注：本資料は、宣言発表会の総括として使われたラジブ・ショウ氏作成によるプレゼンァイルを抜

粋して掲載するものである。 
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2004 年 9 月を正式なスタートとしました「防災世界子ども会議 2005」が、多くの成果

を残し無事終了いたしました。これも、たくさんの方々が物心ともに協力してくださり、

支えてくださったおかげです。 
 
名もない私たちが始めました「防災世界子ども会議 2005」の意義を理解していただき、

共催をしてくださった、兵庫県、兵庫県国際交流協会、国土交通省近畿地方整備局、ユニ

セフパークプロジェクト・ファシリテータグループ、JICA 兵庫、公園緑地管理財団、グロ

ーバルプロジェクト推進機構(JEARN)、International Education and Resource Network、
また、企画の段階からご協力をいただきました兵庫県教育委員会、その他たくさんの方々

に、改めて感謝を申し上げます。本当にありがとうございました。 
 
さて、この防災プロジェクトを振り返ってみますと、会議に参加しましたインドネシア

の生徒が述べました「僕たちは、これまで防災について何も学校で教わってこなかった」

という言葉が、大変印象深く心に残っています。もし、地震の後、津波が来るということ

を前もって学んでいたならば、多くの人々が、高台へ逃げることによって、助かったかも

しれません。また、後日行われました報告会で、日本からの参加生徒が、「防災教育とは、

知識として持っているだけではだめで、実際に行動できるようにならないといけないとわ

かりました」と感想をのべてくれたことも印象に残っています。 
 
2005 年の防災世界子ども会議の成果は、と問われたとき、たくさんの成果を上げること

ができるように思います。しかし、ここでは大切であると思われる二つの点のみをあげた

いと思います。 
一点目は、すでに紹介しましたように、プロジェクト参加生徒の防災にたいする意識の

向上です。プロジェクト開始後、生徒は、自主的に情報を集めるようになるなど災害に対

する態度が大きく変化しました。 
そして、二点目は、６ヶ月という長期にわたり、インターネットなどの ICT を活用した

コラボレーションを通して、生徒のみならず、世界の先生方とも、防災教育のネットワー

クと呼べる関係を構築できたことです。 
 
阪神・淡路大震災の教訓を生かしたいという私たちの願いは、「防災世界子ども会議 2005」

という形で結実しました。しかし、防災教育は、一度おこなったからそれでおしまいとい

った性質のものではありません。プロジェクトは、多くの先生方の賛同を得、継続するこ

ととなりました。 
 
防災世界子ども会議 2006 は、防災世界子ども会議 2005 でつながったネットワークの基

礎をさらに強化、充実させ、防災教育ネットワークの輪を広げ、子どもたちの手による「よ

り安全な世界作り」に向けた取り組みを行って行きたいと思います。 

これからも、どうぞ温かく見守ってください。よろしくお願いいたします。 

謝辞 
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副実行委員長   納谷 淑恵
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