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

 

世界の子どもたちのつくった災害安全マップ世界の子どもたちのつくった災害安全マップ世界の子どもたちのつくった災害安全マップ世界の子どもたちのつくった災害安全マップ        ----1111----    

日本･兵庫 神戸  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   

 

 

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.    

  

OrganizingOrganizingOrganizingOrganizing    

ResearchingResearchingResearchingResearching////    

DDDDiscussingiscussingiscussingiscussing        

PlanningPlanningPlanningPlanning    

Investigating the Investigating the Investigating the Investigating the 

AreaAreaAreaArea    

DesigDesigDesigDesigningningningning    

Procedure 

Making Posters  

and Maps 

 

制作日：  2007 年 2 月 26 日 
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世界の子どもたちのつくった災害安全マップ世界の子どもたちのつくった災害安全マップ世界の子どもたちのつくった災害安全マップ世界の子どもたちのつくった災害安全マップ        ----3333----    

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. 

 

 

 

 日本の学校と、防災をテーマにテレビ会議をし

ました。 

 私たちの学校です。 14 



世界の子どもたちのつくった災害安全マップ世界の子どもたちのつくった災害安全マップ世界の子どもたちのつくった災害安全マップ世界の子どもたちのつくった災害安全マップ        ----5555----    

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       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Natural Disaster     http://www.naturaldisastersiearntnt.org/ 

エイブ君の運営するサイト  

 

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

ーマは、『水の文化 The Culture of Water』です。 
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世界の子どもたちのつくった災害安全マップ世界の子どもたちのつくった災害安全マップ世界の子どもたちのつくった災害安全マップ世界の子どもたちのつくった災害安全マップ        ----4444----    

台湾・台北  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.  
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世界の子どもたちのつくった災害安全マップ世界の子どもたちのつくった災害安全マップ世界の子どもたちのつくった災害安全マップ世界の子どもたちのつくった災害安全マップ        ----5555----    

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       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Natural Disaster     http://www.naturaldisastersiearntnt.org/ 

エイブ君の運営するサイト  

 

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

ーマは、『水の文化 The Culture of Water』です。 
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世界の子どもたちのつくった災害安全マップ世界の子どもたちのつくった災害安全マップ世界の子どもたちのつくった災害安全マップ世界の子どもたちのつくった災害安全マップ        ----6666----    

イラン・テヘラン  想定災害 地震 

 

 

     

 

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.  

   

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１６ 

地震から命を守るには、災害に強い建物に住むことが

大切だとわかりました。 

安全な場所と、危険な場所を色わけしてよくわ

かるようにしました 

The Earthquake Club in Iran URL: http://eq.schoolnet.ir/ 

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 
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世界の子どもたちのつくった災害安全マップ世界の子どもたちのつくった災害安全マップ世界の子どもたちのつくった災害安全マップ世界の子どもたちのつくった災害安全マップ        ----7777----    

ネパール・カトマンズ  想定災害  地震 

制作者： Nobel Academy, Elementary School 

制作日：  2006 年 11 月 30 日 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nobel Academy 

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

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

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世界の子どもたちのつくった災害安全マップ世界の子どもたちのつくった災害安全マップ世界の子どもたちのつくった災害安全マップ        ----8888----    

マレーシア・ぺラック  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世界の子どもたちのつくった災害安全マップ世界の子どもたちのつくった災害安全マップ世界の子どもたちのつくった災害安全マップ        ----9999----    

ロシア・モスクワ   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-ロシアロシアロシアロシア    URL:    http://iearn-russia.org/ 
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世界の子どもたちのつくった災害安全マップ世界の子どもたちのつくった災害安全マップ世界の子どもたちのつくった災害安全マップ世界の子どもたちのつくった災害安全マップ        ----１０１０１０１０----    

スロバキア・コツシエ  想定災害 洪水                

制作者： SOU-hutnicke, Šaca   

制作日： 2006 年 11 月 30 日  

    

    

 

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: 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 

•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世界の子どもたちのつくった災害安全マップ世界の子どもたちのつくった災害安全マップ世界の子どもたちのつくった災害安全マップ        ----１１１１1111----    

カナダ・ブラッドフォード  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世界の子どもたちのつくった災害安全マップ世界の子どもたちのつくった災害安全マップ世界の子どもたちのつくった災害安全マップ        ----１１１１2222----    

アルゼンチン・ブエノスアイレス  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 

 

     

    

 

 

 

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 

 

Square “Jose Marmol“：  

学校の近くにあるこの公園に昨年植樹をしました 

 

“Adolfo Alsina”： 

学校の近くにある、唯一のグリーンスペイス 
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テレビ会議テレビ会議テレビ会議テレビ会議    「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「防災世界子ども会議 2007in2007in2007in2007in 神戸」神戸」神戸」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 

  

＊ 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。           

13:10 ビデオ上映 

 

Video 

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 

“Commemorative Tree Planting as the reminder of the Great Hanshin- 

Awaji Earthquake 

"Kawazu" cherry trees at "Haru Ichiban no Oka 

開会 

Opening 

司会進行： 生徒 

Master of Ceremony : Students 

主催者挨拶 

Opening Remarks 

13:30 

メッセージ 

Message 

サルバノ・ブリセーニョ（ISDR 事務局長）氏 

Mr. Salvano Briceno, director, UN/ISDR 

13:40 記念講演 

Special Speech 

『最近の災害から学ぶ学校防災・防災教育の重要性』       

”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 

14:00 海外での「防災教

育」の取り組み 

 

Future Education 

On Natural Disaster  

 

1)スリランカ/ネパール Sri Lanka / Nepal 

中野 元太  

立命館大学 国際関係学部/NDYS2005 生徒実行委員長 

Mr. Genata Nakano, Student of Ritsumeikan University 

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 

14:30 災害安全マップづ

くりの報告と意見

交換 

 

Presentation and 

Discussion about 

DSM 

NDYS2007 の参加校のうち、イラン、ロシア、台湾、トリニダード・

トバゴ、日本がつながり意見交換をします。 

 

About five nations, such as Iran, Taiwan, Nepal, Moscow, and Argentina 

are connected to Disaster Reduction and Human Renovation in Kobe 

through the Internet, and the group of children representing each country 

has a meeting for disaster reduction. 

15:30 総評 

Comments 

上谷 良一 

Mr. Ryoichi Uetani 

兵庫県教育委員会 教育企画課 

Hyogo Prefectural Board of Education 

15:40 閉会 

Closing 

挨拶 

Closing Remark 
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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. 

 

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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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  塩飽 孝一 
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