2016 年度 JEARN 活動報告書より抜粋

国際協働学習 アイアーンレポート 2016
防災世界子ども会議
Natural Disaster Youth Summit
NDYS2016

http://ndys.jearn.jp/

2017.6.1０
防災世界子ども会議実行委員会

2016 年度 JEARN 活動報告集 -08-

国際協働学習ネットワークによる防災教育の実践と成果
～国連 持続可能な開発目標 SDGs の実現に向けて～
防災世界子ども会議実行委員会

創設者

岡本 和子

実行委員長

納谷 淑恵

温暖化に伴う気候変動によると考えられる洪水・集中豪雨・ゲリラ雷雨などの災害リスクに晒
される機会が急速に拡大しており、気候変動対策は世界のかってない重要な課題となっていま
す。この課題をどうすれば解決することができるのか。防災世界子ども会議 NDYS は 2016 年、気
候変動と私たちの住むまちの「防災・減災・復興」をテーマに主体的・対話的で深い学びの視点
で課題解決型の国際協働学習をスタートさせました。
1． はじめに

2016 年は、国連 持続可能な開発目標 SDGs

NDYS は、阪神・淡路大震災から 10 年を機
に「大震災の教訓を世界の子どもたちに伝えよ

を 2030 年までに達成すべく、１７の目標を設
定し、
「誰一人取り残さない」社会を目指し、

う、命の大切さを考えよう！」と、ひょうごの
子どもたちと海外の学校との交流学習から始ま

国際社会が新たな出発をする節目の年でした。
持続可能な開発を達成するために、気候変動な

りました。
「コミュニケーションが命を救う！」
をスローガンに、災害が引き起こす惨状に目を

どの災害リスクへの対策は、世界全体で緊急に
取り組まなければならない課題です。

むけ、
子どもたちが、
命を守る重要性に気づき、
命を守る判断、行動、備えができることを目的

1 月、志のある JEARN メンバーのサポートを
得て、持続可能な開発目標 SDGs の実現に向け

として開催しました。2005 年、ひょうごから産
官学民の連携・協働によるイノベーション事業

これまでの１０年間の実践でつながった６６カ
国・地域の学校が参加する NDYS 国際協働学習

としてスタートし、グローバルな防災教育ネッ
トワークの基礎を築きました。

ネットワークがスタートアップしました。
そのミッションは、防災協働学習を通し

２．目的と方法

て、地球規模での防災意識を共有しながら、そ
れぞれの国・地域にあった持続可能な社会づく

2-1 目的
NDYS は、世界と学び合う「国際協働学習」

り（防災文化の醸成）を目指して、地域社会で
行動する人材を育成することです。

を通した防災教育の促進を目的とするプロジェ
クトです。

また、世界と交わる防災教育の実践で、より
広く世界を感じとり、自らの課題やミッション
を発見しながら、地球規模の課題解決を担うな
ど、よりよく活動できる資質や能力をあわせも
つグローバル人材育成を目標としています。
2-2 方法
急激に変化し、不安定な社会を生き抜く次世
代の子どもたちは、これまでの基礎スキルだけ
でなく、２１世紀型のコンピテンシー（資質・
能力）が必要となります。このスキルを育むた
めに主体的・対話的で深い学びの充実は不可欠

Fig.1 国連 持続可能な開発目標 SDGs：

です。そして多様な人々の意識や社会を変える
原動力となる「ネットワークづくり」が急務で

2030 年に向けて持続可能な社会を実現するための
地球規模の優先課題などを明らかにした国際目標

す。
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2016 年度 JEARN 活動報告集 -08NDYS の国際協働学習は、ICT を活用して、
世界の小中高校の子どもたちが、さまざまな

世界 10 カ国・地域から小中高校生・教師
約 100 名：アメリカ合衆国、イラン・イスラム

国・地域の防災の知恵や災害から学んだ教
訓を共有し、学び合い、地球規模の課題解決に

共和国、インド、インドネシア共和国、オース
トラリア連邦、コロンビア共和国、中華人民共

取り組み、その成果を世界へ、未来へ発信する
iEARN の日本発プロジェクトです。半年間のネ

和国、トルコ共和国、台湾、日本（ひょうご）
国内 成果発表会 新潟 100 名

ット上の国際協働学習の後に、総仕上げとして
「会議」 をもち、連帯を深め、学び続けるコ

テレビ会議による参加 4 カ国・地域 50 名
宣言発表・災害安全マップ展 961 名

ミユニティを築いてきました。

生徒一人ひとりが、地球規模な視点から防災
を確認することができ、持続可能な社会を拓く

３．活動内容
3-1 NDYS2016 のテーマ

防災リーダーとしての素養を身につけることが
できました。また NDYS が今後どのように、世界

世界で起こっている課題に対して自分の問
題として考えられているか（課題認識が弱い）

と共に SDGs に取り組んでいけばいいのかを示
す「新潟宣言」を採択しました。

という点からスタートするために、テーマを気
候変動と私たちの住むまちの「防災・減災・復
興」と設定しました。
3-2 NDYS 国際協働学習プログラムの実践
期 間：2016 年 1 月から 8 月
国連 持続可能な開発目標 11 <住み続けられ
るまちづくり> ＆ 目標 13 <気候変動に具体的
な対策を>を達成するために、
それぞれの地域の
過去の災害、現在の防災状況を学習し、災害が
発生したときの問題点を考え、地域の災害安全
マップづくりやキッズ防災バッグづくりをしま
した。テレビ会議や iEARN コラボレーションセ
ンターで意見やアイデア交換をしました。
3-3 ICT が支える学びの環境
テレビ会議をはじめとする ICT と iEARN のコ
ラボレーションセンター、NDYS の WEB が有効に
機能し、交流・情報共有・問題解決を通して成
果を積極的に海外に発信できる工夫をしました。
3-4 成果発表会
NDYS2016 のまとめとして 2016 年 8 月 3-8 日
新潟市で、防災世界子ども会議 2016 in 新潟を
琴リンピックと同時開催しました。

世界
Fig.2 葺合高等学校のテレビ会議を通しての発表
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Fig.3「防災世界子ども会議 2016in 新潟」に集合！

４. 成果
参加した生徒の感想＆自己評価（ルーブリッ
ク）から：①防災といえば、地震や津波を想定
していましたが加えて気候変動の影響により求
められる防災のかたちが見えてきました。
②防災はグローバルな課題であることがよくわ
かりました。③自分たちの行動が温暖化に結び
ついているという問題意識が薄かったことに気
づきました。④地域の人々の力を生かせた備え
の大切さがよくわかりました。⑤多文化共生の
地域づくりとして、日本語の理解が不十分な住
民への情報提供のありかたの改善が必要である
と感じました。
備えの大切さは、22 年前に阪神・淡路大震災
において私たちが学んだ教訓です。また多文化
共生は大震災からの気づきです。
プロジェクトに参加することにより、世界に
友人ができ、世界とつながっている自分を発見
し、広い視野と友情を育てることで、そこから
個人的なネットワークが広がり、将来の活動の
場の可能性が広がっていくことでしょう。参加
のみなさんの 10 年先、20 年先の将来に何がで
てくるのか楽しみにしています。
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NDYS2016 宣言

2016.8.7

新 潟 宣 言
2016 年は、持続可能な開発目標を 2030 年までに達成すべく、１７の目標を設定し、「誰一人取り残さ
ない」社会を目指し、国際社会が新たな出発をした節目の年です。
この年に、防災世界子ども会議 NDYS は、これまでの流れを深め、広げていくためには、持続可能な
開発の観点からの防災教育がさらに必要と考え、気候変動と私たちの住むまちの「防災・減災・復興」と
テーマを設定し、NDYS2016 より、国連 SDGs 実現に向けた取り組みをスタートさせました。
アイアーンのネットワークを通して、世界 10 カ国・地域から参加の NDYS スクールの子どもたちは、半
年間の国際協働学習の総仕上げとして、8 月 3 日 - 8 日、新潟市に集まり、この取り組みの最初の成果
を、熱のこもったプレゼンテーションやポスターセッション（災害安全マップ展示など）で、各学校のそれぞ
れの取り組みを発表しました。
8 月 7 日、琴リンピック会場で、今会議の成果をまとめ、次のとおり新潟宣言を採択しました。

新潟宣言を採択し、それぞれの言葉で宣言文を発表しました。
トップをきって、日本代表で宣言する兵庫県・甲南高等学校の藤井君（右）
参加国・地域： アメリカ合衆国、イラン・イスラム共和国、インド、インドネシア共和国、
オーストラリア連邦、コロンビア共和国、中華人民共和国、トルコ共和国、台湾、日本
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５．未来への目標・方向性

＜国連 持続可能な開発目標 SDGs と NDYS の取り組み＞
NDYS2016 で、これまで防災といえば、地震や津波を想定していましたが、加えて気候変動の影響により
求められる防災のかたちが見えてきました。「防災・減災・復興」は地球規模の課題です。
この課題解決に向け、対話・国際協働を通して、新しい教育の歴史を共に創っていきましょう！
世界中がつながり、団結し、行動に移すことにより、SDGs でよりよい未来をつくることができる！

Fig.4 防災世界子ども会議 NDYS ロードマップ
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NDYS 参加報告
～神戸の震災復興問題点を世界と共有する～
甲南高等学校・中学校

中原

敦

高校２年生の総合学習で、阪神淡路大震災の復興について一連の授業やフィールドワークを実
施した。1 学期間の成果をまとめ、８月に新潟で行われた NDYS で “After 21 years of the
Great Hanshin-Awaji Earthquake～its recovery and problems～”という英語プレゼンテーシ
ョンを行った。
1．はじめに～学校での実践～
本 校 で は 、 2015 年 度 よ り 、 Global Study

2)灘神戸生協とネスレ日本を訪れ、当時の活動
や、現在の被災地支援について話を伺った。

Program（3 か月～1 年の留学を義務付ける、グ
ローバル人材養成プログラム、以下 GSP と略）

6 月の東北修学旅行で、GSP は 1 日宮古市田
老地区を訪れた。
「万里の長城」と呼ばれた防潮

の総合学習のテーマに、
「防災・災害復興」を掲
げている。理由は、全世界的課題を解決するこ

堤に守られていたにもかかわらず多くの死者を
だしたのはなぜか、防潮堤の上で語り部ガイド

とを目指す課題研究としてふさわしいこと、ま
た、1995 年の阪神淡路大震災を経験し、人や街

に話を聞いた。また、震災遺構の「田老観光ホ
テル」で松本社長から、津波襲来時の生々しい

から直接体験を通じて学ぶことができることで
ある。

話を、社長収録のビデオを見ながら伺った。

授業開きで「防災ゲーム」を行った。大震災
という非常時に起きる、様々な状況で明確な答

２．英語プレゼン準備
１で述べたような学習をまとめて、
世界の若者

えのない問いにどうこたえるか（全員分の食料
がない場合、それを配るべきか否か、等）を議

に発表しようと呼び掛けたところ、4 名の生徒
が応じてくれた。夏休みの３日間を使って、英

論することができる。
大震災後に再開発された HAT Kobe にある、

語でプレゼンテーション用のパワーポイントと、
展示発表用のポスターを作成させた。

「人と防災未来センター」を訪問し、大災害の
実相を少しでも身近に体験させた。
グループ別フィールドワークを 3 か所で行っ
た。1)再開発に問題の多かった新長田商店街を
歩き、店主から当時の様子や、復興過程、現在
の問題点を聞いた。

写真 1 新商店街でうなぎ屋店主から話を聞く

写真 2 発表用ポスター
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４．参加生徒感想

大会二日目にプレゼンテーションは行われ

阪神淡路大震災について、事前に調べたり、

た。レベルの高い発表が多かった。特に中国の
小学校の発表では、英語力と、コンピューター

フィールドワークでの経験を活かして発表でき
たので、内容に関してはいいものが作れたと思

グラフィックスを用いた IT 能力の高さが顕著
で、教育の質の高さがうかがわれた。

います。その後は誕生月ごとに分かれて、いろ
んな国の人と英語で話しました。英語が全く通

本校の発表は、練習を重ねたこともあり、恥
ずかしくはない程度のものできたのではないか

じなくて、ダメかと思いましたが何とか、コミ
ュニケーションを取ることができました。ここ

と思っている。
発表では、
阪神淡路大震災 21 年後の問題点を

で感じたのは、自分の英語がまだまだだという
ことと、英語で人に自分の言いたい事を伝える

二つ指摘した。一つは、余りにも野心的な復興
計画を作ってしまった新長田商店街について、

ということの重要さ、難しさを実感しました。
その後私は宣言文づくりに参加しましたが、後

現地フィールドワークと調べ学習から学んだこ
とを伝えた。もう一つは、住宅再建の問題点で

から訳して考えてみると、とても味があること
を言ったんだと思いました。

ある。特に最終的に復興住宅に高齢者が集まり、
今も孤独死の問題が続いていることを指摘し、
見守り活動に参加した様子も紹介した。さらに
修学旅行で訪れた田老地区の体験も伝えること
ができた。最後に、神戸の復興過程から学んだ
ことを、現在進行形の復興、これからの災害復
興に生かしていくべきだと結んだ。

写真 4 グループで作成した日本語の新潟宣言
５. 成果と課題
生徒 4 名と参加して、自分自身も生徒たちも
学ぶことが多くあり、成長の機会となったと感
じている。教師として、海外生徒たちの高い英
語と ICT 能力を目のあたりにして、日本の教育
の改善のスピードを加速させる必要を強く感じ

写真 3 発表の様子

た。
生徒たちは、海外の積極的でレベルの高い生

プレゼンテーション以外にも、実にさまざま
な素敵な体験をすることができた。ポスター発

徒たちと 6 日間を共に過ごして、随分と刺激を
受けた。英語で何とかコミュニケーションがで

表、新潟宣言作り、琴リンピック、豪華食事つ
きのカルチャーナイト、浴衣での盆踊り、花火

きて自信をつけた部分があると同時に、自分た
ちの知識のなさや幼さに気づかされたところも

大会など、様々な活動に世界各国から集まった
同年代の若者たちと参加でき、英語でコミュニ

多かった。2 学期以降の参加生徒たちの様子を
見ていると、学習面でも、物事への取り組みへ

ケーションをとることの楽しさを経験し、積極
的に動くことの大切さを知った。

の面でもかなり良い方向へ変わってくれた。
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課題解決型 国際協働学習の実践と成果
～防災世界子ども会議 NDYS 2016 in 新潟

での成果発表～

神戸市立葺合高等学校

茶本卓子

人々の防災への意識や知識を高め、多様な人々の命と文化財を守ることを目標に、ICT を活用し
て課題研究を行っています。音声をつけたパワーポイントを作成し、ネットワークで海外の学校
と共有します。さらにテレビ会議を通して対話・質疑応答の機会を持ち、その成果を英語で発信
することで国際協働学習を充実させています。その結果、視野が広がり、論理的思考力、問題解
決能力、英語でのプレゼンテーション能力、コミュニケーション能力が養われています。
1．はじめに

生徒達は、国連の持続可能な開発目標 SDGｓ

2016 年 8 月 4 日、防災世界子ども会議が新潟
で開催されました。気候変動と私たちの住むま

から防災、気候変動の分野に絞り、テーマを設
定し、課題研究を深めています。その理由は、

ちの「防災・減災・復興」をテーマとした取り
組みの成果発表会です。地元の中高生他約 100

世界全体で取り組むべき解決を急ぐ課題であり、
阪神・淡路大震災からの経験を生かし、地域コ

名に加えて、イラン・トルコなど自然災害の影
響を多く受ける海外の 10 カ国・地域から約 100

ミュニティとのつながりを通して、社会貢献活
動ができる分野だからです。

名の小中高校生他が一堂に会し、課題研究の発
表や質疑応答・意見交換が行われ、NDYS2016（新

２．目的と方法

潟）宣言が採択されました。
神戸市立葺合高等学校は、2016 年度に文部科

2-1 目的
課題研究・発表の目的のひとつは、防災に対

学省の SGH（スーパーグローバルハイスクール）
実施３年目を迎えています。５年間の研究課題

して多様な人々の関心を深め、人々の命と文化
財を守るための活動に積極的に参加していただ

は「神戸から綾なせ世界、共生への道を開くグ
ローバル・リーダー育成」です。

けるように啓蒙活動を行うことです。そのため
に課題を見つけ、分析し、グローバルな視点を

未来のグローバルリーダーを育成するため
に、新しく学校設定科目グローバルスタディー

持って改善法を提示し、発表を行っていきたい
と考えています。さらに海外の同世代の人々と

ズ（GS）を設け、教科横断型の授業、大学・国
際機関・企業・NPO の専門家を授業に招くなど

意見交換をすることで、将来、いろいろな形で
協働できることを期待しています。

の取組を継続し、揺るぎない MAKS マックス
(M:人間力 A:実践力 K:知識力 S:言語力)

2-2 方法
参加形態：新潟会場と本校コンピュータ室をつ

を持った生徒を育成しています。
本校が考案した MAKS は 16 の力から成り立っ

ないだテレビ会議
参 加 者：2・3 年生 6 名 課題研究発表

ています。①多角的な視点を持つ多面的で広い
視野 ②柔軟性に富んだ問題解決能力 ⑧論理

1・2 年生 18 名+教員４名
テレビ会議に参加

的思考力 ⑨デジタルツールを多面的に使いこ
なす能力 ⑬他国の文化・歴史に対する理解と

期

広い知識 ⑭高いコミュニケーション能力
⑯高いプレゼンテーション能力。

内

そしてその取り組みの中心になっているの

間： 課題の研究期間
３年生 2015 年 9 月から 6 ヶ月
２年生 2016 年４月から 4 ヶ月
容：海外の高校生と互いに防災への取り
組みの成果をパワーポイントを使っ
た発表を行い、質疑応答をしました。

が、課題研究→国際協働学習→社会貢献活動
です。
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新潟の会場には、生徒が神戸新聞社の協力を

ICT を活用した VR（バーチャルリアリティ）
さながら、新潟会場と学校をつなぎテレビ会議

得て英訳した阪神・淡路大震災関連記事を展示
していただきました。大震災発生から１週間の

参加しました。発表のパワーポイントは、英語
での説明音声をつけたプレゼンテーションを用

出来事をまとめた英語のパンフレットと神戸新
聞社の震災展示室に掲示されている震災後の記

意して、会場で流していただきました。タイト
ル は ３ 年 生 に よ る “Providing Disaster

事の英訳、近年世界で起こっている自然災害を
知らせる記事の英訳でした。多くの参加者に手

Related Information to Non-Japanese People
in Japan”（
「災害と日本語の理解が不十分な住

にとって見ていただくことで、一人ひとりが防
災意識を強く持ち、地域における責任ある防災

民への情報提供」）と２年生による”Protecting
Our Heritage from Earthquakes”（
「歴史的建

実践者として取り組まねばならないことを感じ
てもらえたら大変嬉しいことです。

造物を地震から守る啓蒙活動」の 2 本でした。

神戸市の中央に位置し、生徒が３名亡くなっ
た高等学校の責務として、22 年前の出来事が風
化しないように、さまざまな形で世界の人々に
伝えていくことの大切さを改めて感じました。
４．成果
課題研究のスタートは課題の発見から始ま
ります。上記の２つの研究も、数字による統計
の提示やネットによるデータ検索だけではなく、
神戸市役所、教育委員会、幼稚園や小学校でイ
ンタビューを行いました。その過程で現状がよ

Fig.1 発表のパワーポイントの一枚 ３年生の作品

り明確になり、解決を困難にしている問題がど
こにあるのか、解決策の糸口はあるのかが見え

音声つきパワーポイントでの発表を観客に
わかりやすくするために、スライドの活字の大

てきます。
課題研究は、多角的な視点を持つ多面的で広

きさ、色、字と絵のバランスに普段以上に配慮
しました。また、音声面では、発音の明瞭さ、

い視野や柔軟性に富んだ問題解決能力を育てま
す。
また、
聞き手を意識して発表するためには、

話す速さや間、声のピッチ、感情をどのように
入れるかまで、何度も意見を出し合い、録音し

論理的思考力やデジタルツールを多面的に使い
こなす能力やプレゼンテーション能力を身につ

直しました。
当日、会場の熱気の中、パワーアップした発

けなければなりません。質疑応答や議論を深め
るためにはコミュニケーション能力が必須で、

表ができ、海外の中高校生とリアルタイムでの
話し合いや意見交換ができました。

高い英語の運用能力も欠かせません。そして多
くの問題に真摯に取り組み、アドバイスをくだ
さる人々との出会いの中で、生徒は、真剣に自
分の生き方を模索し、社会に貢献したいという
気持ちが強くなってきました。
３年生徒の感想：災害が起こった際に、日本
語の理解が不十分な住民にどのように対応すれ
ばいいのかについて考察し提案を考えました。
これは世界のどの国でも検討できる問題である
と私は思います。テレビ会議では予想より多く
の人々が防災に関心を持っていることを知るこ
とができました。今後もグローバルな視点で

Fig.2 葺合高校の様子が映っている新潟会場のスクリーン

ロー
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防災についてさらに知識を深めていきたいと思
います。

