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減災社会づくりに 私たちができること
What we can do as YOUTH to create the disaster reduced society

日時 ： 2007 年 2 月 27 日（火）ー3
日（火）ー3 月 18 日（日）
会場 ： 阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター 防災未来館１F
防災未来館１F

インターネットテレビ会議 ： 成果発表 2007 年 3 月 4 日（日）

主催： 防災世界子ども会議プロジェクト実行委員会
NDYS Committee

世界の子どもたちがつくった災害安全マップ展
2007/03/18

感想と今後の課題

NDYS ユース代表

中野 元太

今回は「減災社会づくりに、私たちができること」を基本とし、各国の子どもたちが災
害安全マップの制作に取り組んできた。今回のマップ制作を通して、生徒自身が意識を高
め、知識を深めることが出来、さらには NDYS を通じて世界の自然災害を知るきっかけを
与えるものとなっている。また、NDYS2005 の宣言文にある「Try to feel, Try to learn, Try
to share」がしっかりと受け継がれていることも喜ばしいことである。

Try to feel
ここに参加している方は皆、災害や減災、安全、安心などに対する意識を持ち、

Try to learn
災害安全マップを制作することによって、災害や減災、安全、安心について学
んでいる。

Try to share
そして災害安全マップを通しての学びを、愛知会議において共有できる。
しかし、ここで終わってはならない。それぞれが、それぞれの住む地域につ
いて調べ、学び、考えたことを、次は自分たちの同級生であったり、後輩であ
ったり、近所の学校であったり、より多くの人たちに伝えていくことこそが、
確実な防災教育につながる。防災教育という世代を超えたコミュニケーション
により、地域の人たちに災害や防災について考えてもらい（Feel）
、自らの命を
守るために学ぼうとし（Learn）
、そして学んだ人々がさらに伝えていく（Share）
。
今後の大きな目標は、マップの制作に終わらず、学んだことを積極的に伝えて
いくこと。若者の活発な活動が、そこに住む多くの人の防災意識向上に役だち、
この防災世界子ども会議が、お互いのマップだけではない独自の活動を共有し
合える場になれば、より実りのあるものとなるだろう。

Global Disaster Safety Map Exhibition
2007/03/18

My feeling and perspectives in the future
Youth Representative of NDYS

Genta Nakano

With the main theme of “What we can do as YOUTH to create the disaster reduced
society”, students worked on making disaster safety map in each country. Throughout
making the map, student’s awareness on disaster reduction would be increased and their
knowledge would be deepened. Besides, NDYS give an opportunity to know about
world disasters. I am glad that concept of declaration 2005 “Try to feel, Try to learn, Try
to feel” was firmly inherited to now.

Try to feel
Every participant is aware of against disasters, disaster reduction, safety and relief,

Try to learn
By making a disaster safety map, participant learned about disasters, disaster reduction,
safety and relief,

Try to share
And we can share in Aichi conference what we learn through the disaster safety map.
However, this is not an end. You should convey to your family, classmates, and junior
what you looked into, learned and thought about disasters and a safety where you live.
This could be an effective disaster reduction education for participant and community.
Feel people something about disasters and disaster mitigation, Learn about risk
management for protecting their own lives. Then, Share the knowledge to their own
community. The perspective in the future is not only making a safety map, but actively
spread what you learn about disaster mitigation. Active action of youth would make a
community safe and resilient against natural disasters.

ICTと防災教育

世界の子どもたちがつくった

災
害 安全
災害
安全 マ ッ プ 展
阪神・淡路大震災の教訓から学び、神戸の子どもたちのつくった『災害安全マップ』、さまざまな自然災害の経験
を元に世界の子どもたちがつくった『災害安全マップ』と約20点の写真パネルにまとめた活動風景に解説をそ
えて展示します。この展示期間中に、インターネット・テレビ会議を使った国際会議『防災世界子ども会議
(NDYS) 』を開催。マップをつくった子どもたちのグループが各国から参加します。

無料

共

日時

2007年2月27日（火）〜3月18日（日）
9：30〜17：30

場所

人と防災未来センター 防災未来館１F ロビー

主催

防災世界子ども会議プロジェクト実行委員会

催 阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター、神戸大学 海事科学部附属国際海事教育研究センター
神戸大学都市安全研究センター、国連教育科学文化機関（ユネスコ）
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、iEARN

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
後援予定 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、神戸市教育委員会
兵庫県私立中学高等学校連合会、兵庫県外国人学校協議会、内閣府、総務省、文部科学省
国土交通省近畿地方整備局、国連国際防災戦略(UN/ISDR)、アジア防災センター（ADRC）
国際防災復興協力機構(IRP神戸)、国際連合地域開発センター（UNCRD）兵庫事務所
国際連合大学高等研究所、(財)兵庫県国際交流協会他

インターネット・テレビ会議を使った国際会議
International Video Conference through the Internet

防災世界子ども会議
Natural Disaster Youth Summit
NDYSとは：阪神・淡路大震災10年となる機会をとらえ開催した国際会議「防災世界子ども会議2005 inひょうご」
を出発点として、2006年台湾、2007年には名古屋で開催の会議を目指して取り組むICTを活用した国際的な防災教
育プロジェクトです。
「会議」に先立ち、半年間のオンライン協働学習を通して、地域の守りたいものや危険な箇所を
見つけ、
どのようにして被害を最小限にとどめるかを考えて「災害安全マップ」づくりに取り組んでいます。当テレビ会
議では、
「防災世界子ども会議2007 inあいち」に向けて、大震災の情報発信施設である人と防災未来センターと世界
の学校をつなぎ、子どもたちがリアルタイムに意見交換をします。

日時

2007年3月4日（日）13:30〜15:40

場所

防災未来館1階 ガイダンスルーム

無料
公開

多地点をつなぐインターネットテレビ会議
プログラム

13:10

ビデオ上映

（阪神・淡路大震災10年記念植樹）便り
春一番を告げる「河津さくら」

13:30

開会

司会進行：生徒
主催者挨拶

ビデオメッセージ

13:40

記念講演

14:00

海外での「防災教育」の
取り組み

サルバノ・ブリセーニョ（ISDR事務局長）
『最近の災害から学ぶ学校防災・防災教育の重要性』
講師：IRP神戸 復興専門官 村田 昌彦 氏
¡スリランカ・ネパール
立命館大学 国際関係学部/NDYS2005生徒実行委員長

中野 元太

¡パキスタン

京都大学 大学院地球環境学堂 博士課程/NDYS実行委員

塩飽 孝一

14:30

テレビ会議
防災世界子ども会議
NDYS

人と防災未来センターとイラン、台湾、ロシアなど近年大きな自然災害を経験した
国々を中心とする約5カ国が、インターネット回線でつながり、それぞれの国を代
表する子どもグループが国際会議を開きます。各地の学校で取り組んでいる『災
害安全マップ』を紹介しあい。世界各地の災害から得た教訓について意見交換を
します。

15:30

総評

兵庫県教育委員会

15:40

閉会

挨拶

上谷

教育企画課

良一

＊この事業は、
「ひょうご安全の日推進県民会議」の助成を受けて
実施しています。

終了後、人未来館のIFレストランで交流会を持ちます。
（実費1,000円）
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お申し込み
E-mail：ndys@jearn.jp
Tel or Fax：078-251-6833 NDYS事務局 納谷・岡本
〒651-0085
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「防災世界子ども会議 2007」プロジェクトの報告

防災世界子ども会議代表
岡本 和子

「防災世界子ども会議 2007」プロジェクトの報告を、謹んでみなさまにお届けします。
「防災世界子ども会議（NDYS）
」は、阪神・淡路大震災の 10 周年をきっかけに、
「大震災の
教訓を未来へ 命の尊さを考えよう！」をテーマに誕生した国際的な防災教育プロジェクトです。
2005 年 3 月に兵庫県淡路島で 12 カ国・地域から子どもたちが参加の「防災世界子ども会議
2005in ひょうご」を出発点として、2006 年台湾高雄で開催し、2007 年 5 月には愛知県で「会
議」を開催予定です。

ICT（情報通信技術）を活用し、ネットワークを通じたコミユニケーションの可能性を防災
教育にとりいれ、災害に備え、生き残るために、世界中の子どもたちの知恵と努力で、自然災
害の被害を小さくし、助けあうことを目的としているオンライン防災教育プロジェクトです。
今回の展示は、活動の原点である阪神・淡路大震災の情報発信施設である人と防災未来セン
ターから、大震災の教訓から学び、神戸の子どもたちのつくった「災害安全マップ」
、さまざま
な自然災害の経験を元に世界の子どもたちがつくった「災害安全マップ」
、10 カ国 ・地域 23
点をパネルにまとめた活動風景に解説をそえて展示しました。
災害安全マップづくりの過程で、子ども達は、海外の生活や考え方、そこから生まれた災害
の教訓や防災の知識をインターネットテレビ会議や掲示板を通して学んできました。そして、
ついに、3 月 4 日に、人と防災未来センターを発信地として、防災の専門家や海外での防災教
育に関して活躍する講師を迎え、災害や減災について学び、
「災害安全マップづくり」の成果発
表をテレビ会議で実現しました。こうしたコミユニケーションから得た情報を共有することに
より、改めて自分の地域を知り、地域に活かしていくことができるはずです。
世界中の子どもたちのつくった「災害安全マップ」
。この活動は各国の学校教育の中に浸透し
つつあり、いつの日か、つなぎ合わせれば、
「グローバル災害安全マップ」が出来上がります。
最後になりましたが、人と防災未来センターのご協力、また運営に関わっていただいた自治
体、団体、企業、そして市民ボランティアの方々に、心から感謝申し上げます。
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概要・参加者
● 名称：

「世界の子どもたちのつくった災害安全マップ展」
GGlloobbaall DDiissaasstteerr SSaaffeettyy MMaapp EExxhhiibbiittiioonn
インターネットテレビ会議『防災世界子ども会議 2007in 神戸』
VViiddeeoo--CCoonnffeerreenncciinngg
● テーマ：
～ 減災社会づくりに 私たちができること～
What we can do as YOUTH to create the disaster reduced society
● 日程：2007 年 2 月 27 日（火) －3 月 18 日（日）
● 時間：展示 8.30－17:30
テレビ会議 3 月 4 日（日）13:30－15:40

● 会場：阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター 防災未来館１F
● 参加者：展示 延べ約 5,000 名
テレビ会議 約 80 名（海外からの参加を含め約 200 名）

● 参加費：無料
● 主催：防災世界子ども会議プロジェクト実行委員会
● 共催： 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）、神戸大学海自科学部付属国際海事教育研究センター、神戸大学都市安全研究センター、
京都大学大学院地球環境堂国際環境防災マネジメント論分野、
iEARN (International Education and Resource Network)
● 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、国土交通省近畿地方整備局、
兵庫県教育委員会、ひょうごｅ―スクールコンソーシャム、兵庫県、神戸市、神戸市教育委
員会、国際防災復興協力機構（ＩＲＰ）、アジア防災センター（ＡＤＲＣ）、国際防災・人道
支援協会（ＤＲＡ），国際連合地域開発センター（ＵＮＣＲＤ）兵庫事務所，（ＯＣＨＡ）神
戸、国連大学高等研究所（財）兵庫国際交流協会、独立行政法人

国際協力機構兵庫国際セ

ンター、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），ＮＰＯ
法人はりまスマートスクールプロジェクト、遠隔教育研究会ＭＩＮE，ＮＩＥネット

● 事務局：〒651-0085 神戸市中央区浜辺通 4-1-23

三宮ベンチャービル 503

NPO 法人グローバルプロジェクト推進機構 JEARN 神戸事務所内
＊この事業は、
「
（財）ひょうご震災記念 21 世紀研究機構」と「ひょうご安全の日推進県
民会議」の助成を受けて実施しました。
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「世界の子どもたちのつくった災害安全マップ展」
展示解説
今回の展示は、活動の原点である阪神・淡路大震災の情報発信施設である人と防災未
来センターから、大震災の教訓から学び、神戸の子どもたちのつくった『災害安全マッ
プ』
、さまざまな自然災害の経験を元に世界の子どもたちがつくった『災害安全マップ』
、
10 カ国・地域（アルゼンチン、イラン、カナダ、スロバキア、台湾、トリニダード・
トバゴ、日本、ネパール、マレーシア、ロシア）から 23 点をパネルにまとめた活動風
景に解説をそえて展示しました。
解説資料
主催者からの挨拶

4

兵庫県知事からのメッセージ

5

世界の子どもたちがつくった

6

災害安全マップの取り組みについて
オンライン協働学習と参加国の紹介

7

防災世界子ども会議（NDYS）とは

8

NDYS2005-2006 会議/宣言文

9

各紙に紹介された記事より
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主催者からの挨拶
阪神・淡路大震災の教訓から学び、
神戸の子どもたちのつくった『災害安全マップ』、
さまざま
な自然災害の経験を元に『世界の子どもたちがつくった災害安全マップ展』を開催します。
『災
害安全マップ展』
とこの展示期間中に、インターネット・テレビ会議を使った国際会議、
『防災世
界子ども会議』を開催します。
大震災復興・国際感謝の集いとして、
被災国の子どもたちを招いた国際会議「防災世界子
ども会議2005 iｎひょうご」を出発点として、
世界の学校・子どもたちが、
オンラインによる交流や協
働学習を通して、
「減災社会づくりに 私たちができること」を基本コンセプトとして、
NDYS宣
言や世界のさまざまな自然災害の教訓などの「情報」を収集・発信・共有し、
「地球の持続」
とい
う大きな目標にむかって、
「グローバルな防災教育ネットワーク」を拡張・充実させています。
2006年台湾で会議を開催し、
2007年名古屋で開催する国際的なICTを活用する防災教育プ
ロジェクトを継続して推進しています。
今回の災害マップ展では、
5月に開催の「防災世界子ども会議2007 iｎあいち」に先立ち、
活
動の原点である阪神・淡路大震災の情報発信施設である人と防災未来センターから、
これまで
の交流や協働学習の成果を振り返ります。
平成19年2月27日
防災世界子ども会議代表

岡本

和子

Massage from the Host
In recognition of the enlightening initiative by the Natural Disaster Youth Summit 2005 in Hyogo ,
which was proved successful with children s positive participation, the 2nd NDYS conference was
held in Taiwan in 2006 to advance the move.
The first conference was organized in Hyogo in March, 2005 in commemoration of the 10th
anniversary of Hanshin-Awaji earthquake which occurred on January 17,1995 in the southern part of
Hyogo. It was intended to promote the awareness of the devastation and to impress the importance of
saving lives in the minds of young children sharing their experiences gained from the similar perennial
natural disasters in recent years to pass them on to generation to generation
I would like to emphasize that this project is intended particularly for children to learn disaster
management through ICT (Information and Communications Technology), cross cultural
communication. Therefore, this project requires lots of supports from various sectors of society
including those of governmental administration branch offices, institutions, industry, academia and
variety of specialist professional expertise.
Preceding the NDYS2007 in Aichi, we would like to reflect the results of cultural exchanges and
collaborative works at the Disaster Reduction and Human Renovation by this exhibition.
We appreciate the every possible support and contribution from you all.
Thank you.

Kazuko Okamoto
The Chair of the NDYS committee

$

兵庫県知事からのメッセージ
安全安心な世界の実現をめざして
「世界の子どもたちがつくった災害安全マップ展」が開催されま
す。一枚一枚のマップには、
安全な暮らしへの子どもたちの願いが
込められています。
阪神・淡路大震災から１２年。その間にも、
世界の各地で毎年の
ように大きな災害が発生しています。多くの温かい支援により震災
を乗り越えてきた私たちには、
この経験と教訓を生かし、
災害による
被害の軽減に貢献していく責務があります。
このため、
兵庫県は、
地域での防災活動や防災教育の推進とと
もに、
人と防災未来センターを中心に世界の防災関係機関等と連
携して、
防災減災対策の推進や被災地の復興支援に積極的に取
り組んでいます。
とりわけ、
次代を担う子どもたちに、
震災の経験と
教訓をしっかりと伝えていくことが何より大切です。
それだけに、
「防災世界子ども会議」プロジェクトを通して、
世界
の子どもたちが災害への備えの重要性を学び、
災害安全マップづ
くりなどの活動に取り組んでいることは、
本当に心強いことです。
２１世紀を生きる子どもたちへ、
安全で安心して暮らせる世界を
受け継いでいけるよう、
今の私たちにできることに、
力を合わせて取
り組んでいこうではありませんか。
兵庫県知事

井戸 敏三

Aiming at realizing a safe and secure world
"The Exhibition of Disaster Safety Maps Created by Children in the world" is being held.
Children created each map with wishes for safer living.
Twelve years have past after the Great Hanshin-Awaji Earthquake.
In the meantime, serious natural disasters have occurred in various places in the world almost every
year.
We who have overcome the suffering from the earthquake with warm support from various countries
and places have an obligation of contributing to reduce the sufferings of others using our experience
and what we have learnt.
Therefore, Hyogo-Prefecture promotes reconstruction aid of stricken areas, disaster reduction
measurements and risk managements (I think this should be risk assessments) in cooperation with
disaster reduction related organizations, led by the Disaster Reduction and Human Renovation
Center.
Above all, it is important for children of the next era, amongst other things, to effectively convey their
experience and the lessons learnt from the earthquake disaster.
Primarily, it is important to be handing this experience and these lessons down to the children who
carry the next generation.
Thus, it is really encouraging that children of the world are learning the importance of preparedness
against disasters and are working on the activity of creating a Disaster Safety Map through the
"Natural Disaster Youth Summit" project.
Letģs join our forces together to make a safe and secure world,
for the children of the 21st century to inherit.

Governor of Hyogo Toshizo Ido
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どうすれば災害の被害を少なくできるのか？

どこが悪いのか？

自分たちの地域のいいところはどこなのか？

期間：9月より半年間

・ 地域に関心を持つ

被害軽減の方法を考える

・ 災害の怖さを知り、自らの力で被害抑止、

子どもが被害抑止の重要性を認識する

目的：身につけさせたい「防災力」とは

調査対象の災害を決める。

対象：小学校から高校まで、全ての学年

グローバル災害安全マップ プログラム
Global Disaster Safety Map(GDSM)Progrum

プ」が出来上がります。

兵庫県神戸市立
葺合高等学校
（NDYS2006)

言葉、価値観の違いを超えて「協働」で災害安全マップをつくることにより、
「グローバル災害安全マッ

限にとどめるかを考えながら「災害安全マップ」つくりに取り組んでいます。世界のすべての学校が、

オンライン協働学習を通して、地域の守りたいものや危険な箇所を見つけ、
どのようにして被害を最小

ます。

件にあった「防災教育」をすすめていこうとしてい

験などの「情報」を分かちあい、それぞれの国の条

校・子どもたちが、さまざまな自然災害の教訓や経

ンラインによる交流や協働学習を通して、世界の学

にあって、再び同じ被害を繰り返さないために、オ

命や財産が失われてきました。インターネット時代

災害がすべての国々で繰り返し発生し、多くの尊い

火山、ハリケーン、台風、洪水、地滑り、旱魃などの

自然災害に国境はないと言われるとおり、地震、津波、

災害に強い社会づくりを目指して、世界の学校が力を合わせて
「グローバル災害安全マップ」をつくろう！
Let's Create Global Safety Map! Winning against Natural Disasters

&

ネパール Nobel Academy, Kathmandu

イラン Kherad school, Teheran

独自

集まった災害安全マップ

NDYS2006in台湾で

スロバキア SOU-hutnicke, Kosice

のカリキュラムを編成して進めています。

つくりに取り組んだ成果を発表する「会議」を目指して

世界のそれぞれの学校が、交流を深めながら、
「災害安全マップ」

オンライン防災教育

世界の子どもたちがつくった
災害安全マップの取り組みについて

カナダ W.H.Day Elementary School,
Bradford

オンライン協働学習と参加国の紹介
インターネット時代にあって、
これからの防災教育の促進は、インターネットを活用した世界の国々とのオン
ラインでの交流や協働学習の中にデザインされるものではないかと、iEARN（アイアーン国際教育ネットワ
ーク）を活用し、
「防災世界子ども会議プロジェクト」を開発しました。
現在、30カ国・地域の学校が、
「異文化コラボレーション」のツールとして、テレビ会議やフォーラムなどを
使って、半年間のオンライン協働学習に取り組んでいます。その成果発表として、災害被災地や災害の予想
される地域に場所を移し、子どもたちは集い「会議」をもちます。

iEARNのミッション

NDYSのスローガン
広げよう！防災教育ネットワーク
深めよう！こころの絆

参加国・地域のご紹介
● アジア・太平洋
インド インドネシア スリランカ タイ 台湾 日本 ネパール
バングラデシュ マレーシア オーストラリア パプアニューギニア

● 中東
イラン パキスタン

● 北アメリカ・カリブ
アメリカ カナダ キューバ トリニダード・トバゴ

● ラテンアメリカ
アルゼンチン

● ヨーロッパ・地中海
アルメニア ウクライナ グルジア スロバキア チェコ ロシア

● アフリカ

iEARNのグローバルマップ

エジプト カメルーン シェラレオネ セネガル ナイジェリア

iEARN（アイアーン）は、世界120カ国以上、2万校、約100万人の子どもたちが参加する国際教育ネットワークで、
各国政府も信頼するNGO（非営利事業組織）です。
本プロジェクトを継続して開発研究するには、多方面からのご支援、専門分野の享受を必要とします。ICTを活用し
た国際交流を通して、防災教育を進めるものであり、国際機関、行政、地域国際交流協会、企業、専門機関、これら学
校の外部にある組織等、また学校・教育委員会、大学、地域ボランティアと連携、協働で取り組んでいます。

オンライン協働学習
ホームページ
多言語で情報発信！

異文化コラボレーションのツール

フォーラム

インターネットテレビ会議

プロジェクトを動かす心臓部です！

母言語でコミユニケーション!

'

リアルタイムでの異文化コミユニケーション活動！

防災世界子ども会議（ＮＤＹＳ）とは
阪神・淡路大震災10年となる機会をとらえ、
「大震災の教訓を未来へ 命の尊さを考えよう！」をテーマ
として、2004年9月より、兵庫の子どもたちを核として、世界の学校・子どもたちが、インターネットを
活用した交流やオンライン協働学習を通して、世界のさまざまな自然災害の教訓をつなぎ、
「情報」を
交換しながら、防災について学びあい、語り合い、命の大切さを考える「会議」を目指してスタートしま
した「新たな防災教育」の試みです。
NDYSは、二度と再び、阪神・淡路大震災と同じ被害を国内だけでなく、世界で発生させないことにあ
ります。防災教育に国境はありません。ICTを活用した国際交流を通して〜 減災社会づくりに 私た
ちができること〜を基本コンセプトとして、防災教育ネットワークを拡張・充実させながら、地球の持続
という大きな目標に向かって、持続可能な社会を実現するための防災教育を推進する国際協働プロジ
ェクトです。
また、世界と交わる防災教育の実践で、国際連帯、国際協力の重要性についても普及・啓発し、国際社
会を生きる人材を育成することを目的としています。
NDYS started as a gathering named' Natural Disaster Youth Summit 2005 in Hyogo', which invited the children who
experienced disasters in other countries and thanks to the international support for recovery from the Hanshin Awaji
Earthquake (it occurred on January 17,1995 in the southern part of Hyogo).
NDYS was organized in Hyogo on May 2004 and started from September 2004, commemorating 10th anniversary of
great Hanshin Awaji Earthquake. It was intended to promote the awareness of the devastation and to impress the
importance of saving lives in the minds of young children sharing their experiences gained from the similar perennial
Natural Disasters in recent years to pass them on to generation to generation.
アイアーンエジプトユースサミット会場と兵庫県
教育研修所を結ぶテレビ会議より

ポスター絵 グラハム・クラーク氏
Picture of Poster c Graham Clarke

NDYSプロジェクトはスタートしました。

活動の経緯
2004年9月

2005年1月

3月

NDYSプロジェクトのスタート
世界15カ国、国内外54の学校、1,000人にも及ぶ子どもたちが参加
国連防災世界会議 パブリックフォーラム
「復興への思いが世界を包む 絵画展・写真展とテレビ会議」を開催
会場：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」国際会議開催
会場：兵庫県立淡路夢舞台国際会議場

2006年1月

「防災世界子ども会議2006in台湾」国際会議開催
インターネットテレビ会議で台湾と神戸をつないだ会議
メイン会場：国立科学工芸博物館 高雄 ／ サテライト会場：JICA兵庫

2007年5月

「防災世界子ども会議2007inあいち」国際会議開催予定

(

防災世界子ども会議2005inひょうご
阪神・淡路大震災では、世界から多くの温かな励ましをいただ
きました。
この感謝の気持ちをこめて、大震災10年となる機会をとらえ、
「防災世界子ども会議2005 in ひょうご」 国際会議を開催し
ました。
プロジェクトの成果発表として「防災世界子ども会議2005in
ひょうご」国際会議を開催するに至り、インドネシア、ネパール、

フォーラム2005 JICA兵庫
（2005/3/27）

発表：インドネシア・アチェのスマトラ沖
津波の報告をするバンダアチェの
高校生（2005/3/28）

台湾、セネガル、エジプト、ロシア、アルメニア、スロバキア、シ
アトル、アルゼンチンから１１ヶ国の代表の子ども30名、大人
17名（計47名）が参加。全体では500名が参加しました。
最終日、宣言発表会で、各国代表がNDYS2005宣言をまと
めました。こうしてNDYS2005で防災教育ネットワークの基
礎とNDYSプロジェクトの基盤ができました。

発表：テディベアを「小さな防災大使」
とした国際交流の取り組み
（2005/3/28）

NDYS2005宣言発表
（2005/3/28）

NDYS2005宣言
「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！」

Try to feel, try to learn, try to share

防災世界子ども会議2006in台湾
1999年には、台湾中部で大きな地震が起きました。それは、
「9.21地震」として知られています。
NDYS2006では、NDYS2005のネットワークを基礎に、自然災害による被害を少なくするために、世界各地点の地域環境
の安全について調査し、学校周辺の「災害安全マップ」つくりに取り組みました。この会議で世界から集まった「災害安全マッ
プ」が、つなぎ合わされ展示され、その成果発表をしました。そして迎えた最終日、私たちは、次のような宣言文を採択しました。

NDYS2006宣言
ティンネージャーとして、私たちの自然を守ることに関われ
て嬉しく思います。
国際社会と地域社会がつながることによって、また、この
NDYSに参加することによって、私たちは、グローバルなビ
ジョンを生み出し、自然災害による被害を減少できればと
願います。みんなが手を取り合って、自然災害の発生を予

台湾と神戸をインターネットでつないだ
テレビ会議（サテライト会場：JICA兵庫）
（2006/1/8）
NDYS2007災害安全マップ展

防し、傷つくことを少しでも減らせることを期待しています。

母語で宣言発表をするイランの子ども
（2006/1/8）

私たち、21世紀の若者は、みんなが同じ（地球という）ボー
トに乗っていること、その結果、私たちの各地での経験の分
かち合いが、今後の地球全体の平和を確かなものにするで
あろうと堅く信じています。
ここに、防災世界子ども会議2006のスローガンを述べます。

私たちの環境を大切に
何が出来るのかを考え
身近なものを大切に

NDYS2007災害安全マップ展
（2006/1/8）

)

防災世界子ども会議2006in台湾 宣言発表会
（2006/1/8）

各紙に紹介された記事より

NDYS2005

NDYS2006

神戸新聞

兵庫ジャーナル

*+

2005.4.10

2006.1.6

朝刊

県政ニュースサイト

主催者からの挨拶
阪神・淡路大震災の教訓から学び、
神戸の子どもたちのつくった『災害安全マップ』、
さまざま
な自然災害の経験を元に『世界の子どもたちがつくった災害安全マップ展』を開催します。
『災
害安全マップ展』
とこの展示期間中に、インターネット・テレビ会議を使った国際会議、
『防災世
界子ども会議』を開催します。
大震災復興・国際感謝の集いとして、
被災国の子どもたちを招いた国際会議「防災世界子
ども会議2005 iｎひょうご」を出発点として、
世界の学校・子どもたちが、
オンラインによる交流や協
働学習を通して、
「減災社会づくりに 私たちができること」を基本コンセプトとして、
NDYS宣
言や世界のさまざまな自然災害の教訓などの「情報」を収集・発信・共有し、
「地球の持続」
とい
う大きな目標にむかって、
「グローバルな防災教育ネットワーク」を拡張・充実させています。
2006年台湾で会議を開催し、
2007年名古屋で開催する国際的なICTを活用する防災教育プ
ロジェクトを継続して推進しています。
今回の災害マップ展では、
5月に開催の「防災世界子ども会議2007 iｎあいち」に先立ち、
活
動の原点である阪神・淡路大震災の情報発信施設である人と防災未来センターから、
これまで
の交流や協働学習の成果を振り返ります。
平成19年2月27日
防災世界子ども会議代表

岡本

和子

Massage from the Host
In recognition of the enlightening initiative by the Natural Disaster Youth Summit 2005 in Hyogo ,
which was proved successful with children s positive participation, the 2nd NDYS conference was
held in Taiwan in 2006 to advance the move.
The first conference was organized in Hyogo in March, 2005 in commemoration of the 10th
anniversary of Hanshin-Awaji earthquake which occurred on January 17,1995 in the southern part of
Hyogo. It was intended to promote the awareness of the devastation and to impress the importance of
saving lives in the minds of young children sharing their experiences gained from the similar perennial
natural disasters in recent years to pass them on to generation to generation
I would like to emphasize that this project is intended particularly for children to learn disaster
management through ICT (Information and Communications Technology), cross cultural
communication. Therefore, this project requires lots of supports from various sectors of society
including those of governmental administration branch offices, institutions, industry, academia and
variety of specialist professional expertise.
Preceding the NDYS2007 in Aichi, we would like to reflect the results of cultural exchanges and
collaborative works at the Disaster Reduction and Human Renovation by this exhibition.
We appreciate the every possible support and contribution from you all.
Thank you.

Kazuko Okamoto
The Chair of the NDYS committee
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兵庫県知事からのメッセージ
安全安心な世界の実現をめざして
「世界の子どもたちがつくった災害安全マップ展」が開催されま
す。一枚一枚のマップには、
安全な暮らしへの子どもたちの願いが
込められています。
阪神・淡路大震災から１２年。その間にも、
世界の各地で毎年の
ように大きな災害が発生しています。多くの温かい支援により震災
を乗り越えてきた私たちには、
この経験と教訓を生かし、
災害による
被害の軽減に貢献していく責務があります。
このため、
兵庫県は、
地域での防災活動や防災教育の推進とと
もに、
人と防災未来センターを中心に世界の防災関係機関等と連
携して、
防災減災対策の推進や被災地の復興支援に積極的に取
り組んでいます。
とりわけ、
次代を担う子どもたちに、
震災の経験と
教訓をしっかりと伝えていくことが何より大切です。
それだけに、
「防災世界子ども会議」プロジェクトを通して、
世界
の子どもたちが災害への備えの重要性を学び、
災害安全マップづ
くりなどの活動に取り組んでいることは、
本当に心強いことです。
２１世紀を生きる子どもたちへ、
安全で安心して暮らせる世界を
受け継いでいけるよう、
今の私たちにできることに、
力を合わせて取
り組んでいこうではありませんか。
兵庫県知事

井戸 敏三

Aiming at realizing a safe and secure world
"The Exhibition of Disaster Safety Maps Created by Children in the world" is being held.
Children created each map with wishes for safer living.
Twelve years have past after the Great Hanshin-Awaji Earthquake.
In the meantime, serious natural disasters have occurred in various places in the world almost every
year.
We who have overcome the suffering from the earthquake with warm support from various countries
and places have an obligation of contributing to reduce the sufferings of others using our experience
and what we have learnt.
Therefore, Hyogo-Prefecture promotes reconstruction aid of stricken areas, disaster reduction
measurements and risk managements (I think this should be risk assessments) in cooperation with
disaster reduction related organizations, led by the Disaster Reduction and Human Renovation
Center.
Above all, it is important for children of the next era, amongst other things, to effectively convey their
experience and the lessons learnt from the earthquake disaster.
Primarily, it is important to be handing this experience and these lessons down to the children who
carry the next generation.
Thus, it is really encouraging that children of the world are learning the importance of preparedness
against disasters and are working on the activity of creating a Disaster Safety Map through the
"Natural Disaster Youth Summit" project.
Letģs join our forces together to make a safe and secure world,
for the children of the 21st century to inherit.

Governor of Hyogo Toshizo Ido
%

どうすれば災害の被害を少なくできるのか？

どこが悪いのか？

自分たちの地域のいいところはどこなのか？

期間：9月より半年間

・ 地域に関心を持つ

被害軽減の方法を考える

・ 災害の怖さを知り、自らの力で被害抑止、

子どもが被害抑止の重要性を認識する

目的：身につけさせたい「防災力」とは

調査対象の災害を決める。

対象：小学校から高校まで、全ての学年

グローバル災害安全マップ プログラム
Global Disaster Safety Map(GDSM)Progrum

プ」が出来上がります。

兵庫県神戸市立
葺合高等学校
（NDYS2006)

言葉、価値観の違いを超えて「協働」で災害安全マップをつくることにより、
「グローバル災害安全マッ

限にとどめるかを考えながら「災害安全マップ」つくりに取り組んでいます。世界のすべての学校が、

オンライン協働学習を通して、地域の守りたいものや危険な箇所を見つけ、
どのようにして被害を最小

ます。

件にあった「防災教育」をすすめていこうとしてい

験などの「情報」を分かちあい、それぞれの国の条

校・子どもたちが、さまざまな自然災害の教訓や経

ンラインによる交流や協働学習を通して、世界の学

にあって、再び同じ被害を繰り返さないために、オ

命や財産が失われてきました。インターネット時代

災害がすべての国々で繰り返し発生し、多くの尊い

火山、ハリケーン、台風、洪水、地滑り、旱魃などの

自然災害に国境はないと言われるとおり、地震、津波、

災害に強い社会づくりを目指して、世界の学校が力を合わせて
「グローバル災害安全マップ」をつくろう！
Let's Create Global Safety Map! Winning against Natural Disasters

&

ネパール Nobel Academy, Kathmandu

イラン Kherad school, Teheran

独自

集まった災害安全マップ

NDYS2006in台湾で

スロバキア SOU-hutnicke, Kosice

のカリキュラムを編成して進めています。

つくりに取り組んだ成果を発表する「会議」を目指して

世界のそれぞれの学校が、交流を深めながら、
「災害安全マップ」

オンライン防災教育

世界の子どもたちがつくった
災害安全マップの取り組みについて

カナダ W.H.Day Elementary School,
Bradford

オンライン協働学習と参加国の紹介
インターネット時代にあって、
これからの防災教育の促進は、インターネットを活用した世界の国々とのオン
ラインでの交流や協働学習の中にデザインされるものではないかと、iEARN（アイアーン国際教育ネットワ
ーク）を活用し、
「防災世界子ども会議プロジェクト」を開発しました。
現在、30カ国・地域の学校が、
「異文化コラボレーション」のツールとして、テレビ会議やフォーラムなどを
使って、半年間のオンライン協働学習に取り組んでいます。その成果発表として、災害被災地や災害の予想
される地域に場所を移し、子どもたちは集い「会議」をもちます。

iEARNのミッション

NDYSのスローガン
広げよう！防災教育ネットワーク
深めよう！こころの絆

参加国・地域のご紹介
● アジア・太平洋
インド インドネシア スリランカ タイ 台湾 日本 ネパール
バングラデシュ マレーシア オーストラリア パプアニューギニア

● 中東
イラン パキスタン

● 北アメリカ・カリブ
アメリカ カナダ キューバ トリニダード・トバゴ

● ラテンアメリカ
アルゼンチン

● ヨーロッパ・地中海
アルメニア ウクライナ グルジア スロバキア チェコ ロシア

● アフリカ

iEARNのグローバルマップ

エジプト カメルーン シェラレオネ セネガル ナイジェリア

iEARN（アイアーン）は、世界120カ国以上、2万校、約100万人の子どもたちが参加する国際教育ネットワークで、
各国政府も信頼するNGO（非営利事業組織）です。
本プロジェクトを継続して開発研究するには、多方面からのご支援、専門分野の享受を必要とします。ICTを活用し
た国際交流を通して、防災教育を進めるものであり、国際機関、行政、地域国際交流協会、企業、専門機関、これら学
校の外部にある組織等、また学校・教育委員会、大学、地域ボランティアと連携、協働で取り組んでいます。

オンライン協働学習
ホームページ
多言語で情報発信！

異文化コラボレーションのツール

フォーラム

インターネットテレビ会議

プロジェクトを動かす心臓部です！

母言語でコミユニケーション!

'

リアルタイムでの異文化コミユニケーション活動！

防災世界子ども会議（ＮＤＹＳ）とは
阪神・淡路大震災10年となる機会をとらえ、
「大震災の教訓を未来へ 命の尊さを考えよう！」をテーマ
として、2004年9月より、兵庫の子どもたちを核として、世界の学校・子どもたちが、インターネットを
活用した交流やオンライン協働学習を通して、世界のさまざまな自然災害の教訓をつなぎ、
「情報」を
交換しながら、防災について学びあい、語り合い、命の大切さを考える「会議」を目指してスタートしま
した「新たな防災教育」の試みです。
NDYSは、二度と再び、阪神・淡路大震災と同じ被害を国内だけでなく、世界で発生させないことにあ
ります。防災教育に国境はありません。ICTを活用した国際交流を通して〜 減災社会づくりに 私た
ちができること〜を基本コンセプトとして、防災教育ネットワークを拡張・充実させながら、地球の持続
という大きな目標に向かって、持続可能な社会を実現するための防災教育を推進する国際協働プロジ
ェクトです。
また、世界と交わる防災教育の実践で、国際連帯、国際協力の重要性についても普及・啓発し、国際社
会を生きる人材を育成することを目的としています。
NDYS started as a gathering named' Natural Disaster Youth Summit 2005 in Hyogo', which invited the children who
experienced disasters in other countries and thanks to the international support for recovery from the Hanshin Awaji
Earthquake (it occurred on January 17,1995 in the southern part of Hyogo).
NDYS was organized in Hyogo on May 2004 and started from September 2004, commemorating 10th anniversary of
great Hanshin Awaji Earthquake. It was intended to promote the awareness of the devastation and to impress the
importance of saving lives in the minds of young children sharing their experiences gained from the similar perennial
Natural Disasters in recent years to pass them on to generation to generation.
アイアーンエジプトユースサミット会場と兵庫県
教育研修所を結ぶテレビ会議より

ポスター絵 グラハム・クラーク氏
Picture of Poster c Graham Clarke

NDYSプロジェクトはスタートしました。

活動の経緯
2004年9月

2005年1月

3月

NDYSプロジェクトのスタート
世界15カ国、国内外54の学校、1,000人にも及ぶ子どもたちが参加
国連防災世界会議 パブリックフォーラム
「復興への思いが世界を包む 絵画展・写真展とテレビ会議」を開催
会場：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」国際会議開催
会場：兵庫県立淡路夢舞台国際会議場

2006年1月

「防災世界子ども会議2006in台湾」国際会議開催
インターネットテレビ会議で台湾と神戸をつないだ会議
メイン会場：国立科学工芸博物館 高雄 ／ サテライト会場：JICA兵庫

2007年5月

「防災世界子ども会議2007inあいち」国際会議開催予定

(

防災世界子ども会議2005inひょうご
阪神・淡路大震災では、世界から多くの温かな励ましをいただ
きました。
この感謝の気持ちをこめて、大震災10年となる機会をとらえ、
「防災世界子ども会議2005 in ひょうご」 国際会議を開催し
ました。
プロジェクトの成果発表として「防災世界子ども会議2005in
ひょうご」国際会議を開催するに至り、インドネシア、ネパール、

フォーラム2005 JICA兵庫
（2005/3/27）

発表：インドネシア・アチェのスマトラ沖
津波の報告をするバンダアチェの
高校生（2005/3/28）

台湾、セネガル、エジプト、ロシア、アルメニア、スロバキア、シ
アトル、アルゼンチンから１１ヶ国の代表の子ども30名、大人
17名（計47名）が参加。全体では500名が参加しました。
最終日、宣言発表会で、各国代表がNDYS2005宣言をまと
めました。こうしてNDYS2005で防災教育ネットワークの基
礎とNDYSプロジェクトの基盤ができました。

発表：テディベアを「小さな防災大使」
とした国際交流の取り組み
（2005/3/28）

NDYS2005宣言発表
（2005/3/28）

NDYS2005宣言
「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！」

Try to feel, try to learn, try to share

防災世界子ども会議2006in台湾
1999年には、台湾中部で大きな地震が起きました。それは、
「9.21地震」として知られています。
NDYS2006では、NDYS2005のネットワークを基礎に、自然災害による被害を少なくするために、世界各地点の地域環境
の安全について調査し、学校周辺の「災害安全マップ」つくりに取り組みました。この会議で世界から集まった「災害安全マッ
プ」が、つなぎ合わされ展示され、その成果発表をしました。そして迎えた最終日、私たちは、次のような宣言文を採択しました。

NDYS2006宣言
ティンネージャーとして、私たちの自然を守ることに関われ
て嬉しく思います。
国際社会と地域社会がつながることによって、また、この
NDYSに参加することによって、私たちは、グローバルなビ
ジョンを生み出し、自然災害による被害を減少できればと
願います。みんなが手を取り合って、自然災害の発生を予

台湾と神戸をインターネットでつないだ
テレビ会議（サテライト会場：JICA兵庫）
（2006/1/8）
NDYS2007災害安全マップ展

防し、傷つくことを少しでも減らせることを期待しています。

母語で宣言発表をするイランの子ども
（2006/1/8）

私たち、21世紀の若者は、みんなが同じ（地球という）ボー
トに乗っていること、その結果、私たちの各地での経験の分
かち合いが、今後の地球全体の平和を確かなものにするで
あろうと堅く信じています。
ここに、防災世界子ども会議2006のスローガンを述べます。

私たちの環境を大切に
何が出来るのかを考え
身近なものを大切に

NDYS2007災害安全マップ展
（2006/1/8）

)

防災世界子ども会議2006in台湾 宣言発表会
（2006/1/8）

各紙に紹介された記事より

NDYS2005

NDYS2006

神戸新聞

兵庫ジャーナル

*+

2005.4.10

2006.1.6

朝刊

県政ニュースサイト

展示風景
展示風景 写真

11
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想定災害 地震 台風 地滑り

制作者： 神戸市立葺合高等学校 ２年生 81 名
制作日：

2007 年 2 月 26 日

本校での防災教育は国際科の IA（国際事情）という授業で扱っています。2 年生国際科 2 クラス（計 81 名）
が今年度は参加していますが、それぞれのクラスで 13 人から 14 人の３つのグループを作り、
『地震』
『台風』
『地滑り』について防災マップと防災ポスターを作製しました。防災マップは学校内のものと学校付近のもの
2 種類を作成し、校外へカメラを持って実際に調査に出かけるなどして災害をより身近に感じることができる
ことを狙いとしました。

Natural Disasters Education is included in the curriculum of the International Course under the subject
IA (International Affairs). Two classes in the second grade having a total of eighty one (81) students were
involved in the poster and safety map projects. Each class was divided into three groups having 13 or 14
members. The students organized themselves under the following groups: ‘Earthquake Group’, ‘Typhoon
Group’, and ‘Landslide Group’.Time Frame: about 10 sessions.
Procedure

Students Investigating the area
(Got permission for students to use their mobiles to take pictures.)

Organizing
Researching/
Researching/
Discussing

Planning

Investigating the
Area

Designing
Designing

1
Making Posters

and Maps
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台湾・高雄 想定災害 地震
制作者：高雄縣立鳳西（フェンシ）國民中学 有志生徒
制作日：2006 年７月

台湾は環太平洋地震帯に位置しますので、多くの地震があります。そういうわけで、私たちは地震を研究の
テーマに選びました。私たちが安全に地震から逃げることはとても重要です。私たちの学校では、学生がボラ
ンティア活動をしていてとても忙しいのですが、そこからたくさんのことを学びましたので、新しいプロジェ
クト、NDYS に興味をもったときにも、両親を説得して参加することにしました。

Taiwan locates in circum-pacific seismic zone, so we have a lot of earthquakes. That’s why we
choose earthquake as a theme of research. It’s so important for us to escape from earthquake safely. We
learned a lot from being volunteers of youth, so when we were interested in a new project, NDYS, we
persuaded our parents to let us join it, we although we are always very busy.

私たちの学校です。

14

日本の学校と、防災をテーマにテレビ会議をし
ました。

世界の子どもたちのつくった災害安全マップ
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トリニダードトバゴ・ポート・オブ スペイン
想定災害 ハリケーン
制作者： El Dorado Comprehensive Secondary

制作日：2007 年 3 月

2005 年 8 月、ハリケーン「カトリーナ」がカリブ海諸国を襲いました。
国連ＩＳＤＲの情報によると、地球の温暖化で海水の温度が上昇して、ハリケーンが増加するのだそうです。
エイブ・ファーガソンさんは、災害安全マップを書いて自分たちが出来ることは何かを考えたとき、
「防災に
ついて学ぶ場」の HP を運営し、世界の仲間と情報を共有し、コミユニケーションをとることの大切さに気が
つきました。
5 月開催のあいち会議にも参加し、日ごろテレビ会議
で話しをしているプロジェクトのメンバーと、顔を会わ
せて語り合えるのを楽しみにしています。
NDYS2007 は愛知県で「会議」を開きますが、NDYS2008
は、トリニダード・トバゴ（カリブ海）で「会議」を開
きます。そのキックオフが、『阪神・淡路大震災を忘れ
ないように』と、2007 年 1 月 17 日に、国をあげて行わ
れました。現地の新聞によると、トリニダード会議のテ
Natural Disaster

ーマは、『水の文化 The Culture of Water』です。
http://www.naturaldisastersiearntnt.org/

エイブ君の運営するサイト

15
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想定災害 台風

制作者：台北市立大理高級中学校

有志生徒 12 名

制作日： 2006 年１月

この災害安全マップは台北市のホームページにある電子地図を基に作成しました。この災害安全マップは、
台風シーズンの大理中学高等学校周辺の地域を表しています。この地図では、安全な場所と危険な場所を色で
区別して示しています。赤は危険な箇所を、オレンジ色は注意を要する場所、みどり色は安全な場所を示して
います。また発表会では、台風による被害の歴史を写真で紹介しました。
私たちはこのプロジェクトを通して、学校や地域コミュニティの人々の防災に対する意識を喚起すること、
そして、そのことによって、人々の生命や財産を守り、互いに助け合うことができるようになることを期待し
ています。

The basic eMap comes from the Taipei city website. This safety map shows the nearby area of DALI
High School in Typhoon seasons. We use colors to represent where the safety or dangerous location are
when typhoon comes, RED represents dangerous, ORANGE are caution and GREEN as safety places.
We also have pictures in our presentation to show the history of typhoon disasters. Hoping our
discussion can help the people in school and community to increase the awareness of preventing natural
disasters, and then prevent damages of lives and property and help each other.

16
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トリニダードトバゴ・ポート・オブ スペイン
想定災害 ハリケーン
制作者： El Dorado Comprehensive Secondary

制作日：2007 年 3 月

2005 年 8 月、ハリケーン「カトリーナ」がカリブ海諸国を襲いました。
国連ＩＳＤＲの情報によると、地球の温暖化で海水の温度が上昇して、ハリケーンが増加するのだそうです。
エイブ・ファーガソンさんは、災害安全マップを書いて自分たちが出来ることは何かを考えたとき、
「防災に
ついて学ぶ場」の HP を運営し、世界の仲間と情報を共有し、コミユニケーションをとることの大切さに気が
つきました。
5 月開催のあいち会議にも参加し、日ごろテレビ会議
で話しをしているプロジェクトのメンバーと、顔を会わ
せて語り合えるのを楽しみにしています。
NDYS2007 は愛知県で「会議」を開きますが、NDYS2008
は、トリニダード・トバゴ（カリブ海）で「会議」を開
きます。そのキックオフが、『阪神・淡路大震災を忘れ
ないように』と、2007 年 1 月 17 日に、国をあげて行わ
れました。現地の新聞によると、トリニダード会議のテ
Natural Disaster

ーマは、『水の文化 The Culture of Water』です。
http://www.naturaldisastersiearntnt.org/

エイブ君の運営するサイト
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想定災害 地震

制作者：Omran 小学校（イラン地震クラブ所属）5 名
制作日： 2006 年 9 月～10 月

2003 年 12 月 26 日 午 前 5:28、 マ グ ニ チ ュ ー ド 6.3 の 地 震 が イ ラ ン の 古 都 バ ム の 直 下 で 発 生 し
ま し た 。 世 界 最 大 の 日 干 し レ ン ガ 建 築 の 一 つ で 、 約 2000 年 に も わ た っ て 私 た ち イ ラ ン の 人 々 が
住 ん で い た 場 所 で し た 。現 在 オ ム ロ ン 小 学 校 の あ る テ ヘ ラ ン が 、こ の 数 年 の 間 に 巨 大 地 震 が 発 生
すると報道されています。バムと同じ被害を受けないようにと、私たちは、学校の周辺を歩き、
危 険 な 場 所 を み つ け て 安 全 マ ッ プ を つ く り ま し た 。マ ッ プ に ラ ン プ を つ け て 危 険 な 箇 所 が よ く わ
か る よ う に し ま し た 。 こ の NDYS プロジェクトに参加し、交流を通して、防災についての知識や備えの大
切さを学び、とても幸せに思っています。
Global Safety Map was a big step on this direction and we are happy to a big part of this NDYS Project. We along
with four other schools followed the same line of Learning about Iran faults and then Teheran faults and finally we
zoomed on the area of school and studied this are carefully.

地震から命を守るには、災害に強い建物に住むことが

安全な場所と、危険な場所を色わけしてよくわ

大切だとわかりました。

かるようにしました

１６

The Earthquake Club in Iran URL: http://eq.schoolnet.ir/
18
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ネパール・カトマンズ

想定災害
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地震

制作者： Nobel Academy, Elementary School
制作日：

2006 年 11 月 30 日

昨年のオランダで開催されたアイアーンの国際会
議に参加した先生から、阪神・淡路大震災の教訓から
始まった NDYS プロジェクトのことを知り、プロジェ
クトに参加しました。私たち 14 名が安全マップをつ
くりました。
「地震」から自分の命を守ろうというテーマで安全な
場所と、危険な場所をみつけて色わけをしました。も
っと勉強して、ネパールのみんなの命を守りたいと思
っています。
｢防災世界子ども会議 2007in あいち｣で、みなさん

Nobel Academy
http://www.nobel.edu.np/

にお会いできるのを楽しみにしています。
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世界の子どもたちのつくった災害安全マップ

マレーシア・ぺラック

-8-

想定災害 火災

制作者： Batu 4 National Secondary
制作日：

2006 年 1 月

想定災害は火災です。村で火事が起こった場合の最短の避難経路と避難場所を描きました。この災害安全マ
ップで、村の人々はどこへ逃げればよいかがわかります。
このプロジェクトを行って、自分たちで情報を集め、パワーポイントで作品を作るなど多くの知識を得るこ
とが出来ました。温室効果についても学びました。これらの問題を解決する行動を起こしていきたいです。

When the fire occurred, we manage to use the shortest way to escape. There have several main safe
assembly places, such as main roads and field. Then, all villagers will use the shortest and safest way to
the safety place. Beside that, villagers who were lives nearby school field will gather at the field.
Furthermore, the rest of the villagers will use the shortest way toward the main road for their lives.
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世界の子どもたちのつくった災害安全マップ

ロシア・モスクワ

-9-

想定災害 地震・竜巻

制作者：国立 1129 校 小学校 3・4 年生 40 名
制作日：2007 年 10 月
私たちの学校の校舎は、木造です。学校にいる間に災害が起きたことを想定して、様々な災害時の緊急マッ
プをつくりました。布の上に顔写真をはり、刺繍やアップリケなどをほどこし、みんなで力をあわせて、手作
りの「緊急マップ」をつくりました。そのマップを日本、台湾、イランなどの学校とテレビ会議を通して紹介
をしました。みんなが不意に災害に遭遇した場合、安全に非難するためには、日頃からの心の準備が必要だと
思いました。本校のシンボルであるふくろうのぬいぐるみグラシャもテレビ会議に参加しました。

Our building is tree store building. We are on the third level. You can
See us from the windows on the map. In emergency case we should leave our classrooms and go to the
steps to the first floor and leave school from emergency exit. You can see that also on our map. We made
such training in September we did it very quickly.

こんにちは！私たちの学校です。

コンピュータールームで、テレビ会議をしました。
地震や竜巻が発生した場合を考えてつくった「緊急マ
ップ」を紹介しました。
名古屋の柳小学校から、
「作成にどれくらい時間がか
かりましたか」という質問があり、答えは「一ヶ月」
と応えました。大きな布製のマップにみんなで、アッ
プリケの刺繍をしました。

iEARN-ロシア
ロシア URL:

http://iearn-russia.org/
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スロバキア・コツシエ

-１０-

想定災害 洪水

制作者： SOU-hutnicke, Šaca
制作日： 2006 年 11 月 30 日

Flood: Know Your Terms
•Flood Watch:
Flooding is possible. Tune in to NOAA
Weather Radio, commercial radio, or
television for information
•Flash Flood Watch:
Flash flooding is possible. Be prepared to
move to higher ground; listen to NOAA
Weather Radio, commercial radio, or
television for information

Daria Dudova 先生より
「防災世界子ども会議について、世界中の人と交流した
り、遠い外国の先生達がどのように教えているかを知るな
んて、想像もできませんでした。各国・各地の文化や習慣
の相違については学んできましたが、このような自然災害
や防災問題については知る由もありませんでした。 より
多くの情報を入手し、さらに多くを学ぶ・・・・“防災世
界子ども会議は Great!!!”と重ねて言わせて下さい。
」
あいち会議でお会いできるのを楽しみにしています。

•Flood Warning:
Flooding is occurring or will occur soon;
if advised to evacuate, do so immediately
•Flash Flood Warning:
A flash flood is occurring; seek higher
ground on foot immediately
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世界の子どもたちのつくった災害安全マップ

カナダ・ブラッドフォード

-１1-

想定災害 さまざまな災害

制作者： W.H.Day Elementary School
制作日：2006 年 10 月 30 日

幼稚園のクラスで災害安全マップをつくりました。私たちが危険な場所をみつけてマップをつく
ったと同じように、安全を話し合うために消防署からの訪問者がありました。

They are also kindergarten classes so the students are 4 and 5 years old. We have 2 classes
who are finished their community maps.Cuthbertson's A class and Cuthbertson's B class. We
had visitors from the fire department in to discuss safety as well as working on our maps.
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世界の子どもたちのつくった災害安全マップ

アルゼンチン・ブエノスアイレス

-１2-

想定災害 さまざまな災害

制作者：IPPI Institute, SHS
制作日： 2006 年 11 月 30 日

“Adolfo Alsina”
：

Square “Jose Marmol“：

学校の近くにある、唯一のグリーンスペイス
学校の近くにあるこの公園に昨年植樹をしました
地震だけでなく、自然災害全般について調べています。というのもアルゼンチンは洪水、干ばつなどの災害
によく見舞われるからです。私たちは、調べたあと、集めた情報で災害安全マップを作りました。話合いの後、
環境保護のシンボルとしての「植樹」のアイデアを実行に移すことにし、校庭に植樹をしました。

URL: http://usuarios.lycos.es/terremotosalta/inicio.htm
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テレビ会議 「防災世界子ども会議 2007in 神戸」
テーマ： 減災社会づくりに 私たちができること
日 時： 2007 年 3 月 4 日（日） 13:30－15:40
会 場： 防災未来館 1 階 ガイダンスルーム１

参加者： 200 名（テレビ会議参加者を含む）

プログラム Program
13:10

13:30

13:40

14:00

14:30

15:30

15:40

ビデオ上映

春一番を告げる「河津さくら」
(阪神・淡路大震災 10 年記念植樹)便り
Video
“Commemorative Tree Planting as the reminder of the Great HanshinAwaji Earthquake
"Kawazu" cherry trees at "Haru Ichiban no Oka
開会
司会進行： 生徒
Opening
Master of Ceremony : Students
主催者挨拶
Opening Remarks
メッセージ
サルバノ・ブリセーニョ（ISDR 事務局長）氏
Message
Mr. Salvano Briceno, director, UN/ISDR
記念講演
『最近の災害から学ぶ学校防災・防災教育の重要性』
Special Speech
”The Importance of Learning from Recent Disasters for Disaster Reduction
and Disaster Reduction Education at School”
講師 IRP 神戸 復興専門官 村田 昌彦 氏
Mr. Masahiko Murata, Recovery Expert,IRP Kobe
海外での「防災教 1)スリランカ/ネパール Sri Lanka / Nepal
育」の取り組み
中野 元太
立命館大学 国際関係学部/NDYS2005 生徒実行委員長
Future Education
Mr. Genata Nakano, Student of Ritsumeikan University
On Natural Disaster
Representative of NDYS 2005 Students Committee
2)パキスタン Pakistan
塩飽 孝一
Mr. Koichi Shiwaku
京都大学 大学院地球環境学堂 博士課程/NDYS 実行委員
Graduate School of Kyoto Univ, Committee member of NDYS
災害安全マップづ NDYS2007 の参加校のうち、イラン、ロシア、台湾、トリニダード・
くりの報告と意見 トバゴ、日本がつながり意見交換をします。
交換
About five nations, such as Iran, Taiwan, Nepal, Moscow, and Argentina
are connected to Disaster Reduction and Human Renovation in Kobe
Presentation and
through the Internet, and the group of children representing each country
Discussion about
has a meeting for disaster reduction.
DSM
総評
上谷 良一
Comments
Mr. Ryoichi Uetani
兵庫県教育委員会 教育企画課
Hyogo Prefectural Board of Education
閉会
挨拶
Closing
Closing Remark

＊ この事業は、
「
（財）ひょうご震災記念 21 世紀研究機構」と「ひょうご安全の日推進県民会議」の助
成を受けて実施しました。
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寄せられたメッセージ
参加者の皆様へ
2005 年１月に神戸市で開かれた国連防災世界会議で、諸国代表団は今後十年間の国際防災指針
「兵庫行動枠組」を採択した。本会議は、ハザードに対する脆弱性やリスクの軽減を目指した戦略
的・体系的なアプローチを与える機会を提供し、国とコミユニティが災害に対する抵抗力を高める
必要性を提供し、その方法を特定した。防災世界子ども会議(NDYS)は、この「兵庫行動枠組」の重
要な役割を担うことができる。 私は、兵庫・神戸でスタートした NDYS の開発プログラムを見て大
いに励まされている。国際防災戦略(ISDR)は、安全な世界を目指して、NDYS と共に取り組んでい
くことを心から願っている。本当にありがとう。
メッセージより抜粋

Message from Sálvano Briceño
As you know, 168 governments adopted in Kobe, January 2005, the Hyogo Framework for
Action to build the resilience of nations and communities to disasters by 2015. This policy
instrument has provided impetus to the area of disaster risk reduction and has evolved into a
global movement for disaster risk reduction. In this context, your initiative though the Natural
Disaster Youth Summit (NDYS) can play an important role in this movement. I am very
encouraged to see development of NDYS, which also started in Kobe, Hyogo. We, the United
Nations secretariat of the International Strategy for Disaster Reduction, look very much forward
to working closely with you toward a safer world.
Thank you very much.
Excerpt from message

サルバノ・ブリセーニョ 氏
Dr. Salvano Briceno
2001 年 6 月より国連国際防災戦略（ISDR）事務局長。2005 年 1 月神
戸で開催された国連防災世界会議（WCDR）の中核を担う。これまで、
国連貿易開発会議（UNCTAD）、国連砂漠化対処条約（UNCCD）事務
局、国連機構変動枠組み条約（UNFCCC）、国連環境計画（UNEP）の
カリブ環境プログラム（1987-1991）等の要職を歴任、国連やベネズエラ
政府において、環境と持続可能な開発プログラムのマネジメント業務に
従事。ソルボンヌ大学において法学博士号取得。
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特別講演
『最近の災害から学ぶ学校防災・防災教育の重要性』
国際防災復興協力機構（IRP 神戸）復興専門官 村田 昌彦氏
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海外での『防災教育』の取り組み
スリランカ/ネパール

立命館大学 国際関係学部 中野 元太
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30

海外での『防災教育』の取り組み
パキスタン

京都大学大学院 地球環境学堂
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塩飽 孝一
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