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 震災から2年。こどもたちの心の中で、あの震災体験はどう受け止められて、どう変化・成長しているのでしょうか。災害後にそ

の体験を語る活動については議論がぶつかってきました。現在では、直後の表現活動は避け、1年、2年が経過して、安心感

が生まれてきたころに安心できる環境で表現活動を促すことが望ましいと言われています。 

 防災教育に長年関わってきた私の体験では、「語る会」という強制的な形式ではなく、同世代の若者・こどもたちがリラックス

した場で共通の目標に向かって話し合う中で(例えば、「防災10か条をつくろう」というワークショップ)、自然と気持ちを出してい

く方法がいいと思っています。人前では語りにくい体験も、ワークショップの語らいの中で自然と吐き出していけるのですね。 

 東北、関東、関西の中高生が集まった防災会議を何度か開き、ワークショップを重ねたことがあります。防災10か条を考え

るワークショップで、ある班は第1条を「地震の後は津波が来る。高台に逃げよう」としました。その班にいた福島から参加した高

校生が、あの時目の前で流されていった祖父母の話をしたからです。彼女は、同世代の語らいのなかだからこそ、その体験を

伝えられたのです。 

 作文はどうでしょうか？書く作業は心と向き合う作業でもあります。ある体験の意味を考え、いったん書き出し、気に食わなく

て・満足できなくて消し、考え直してまた書いていく、そういった作業の積み重ねが、災害体験を心の中にすとんと落とし込んで

いく過程そのものなのです。 

 災害の体験や教訓は、社会の防災力を高めるためには必要です。でもそういった「社会的な意味」だけではなく、自分の心

にある災害体験をどう受け止めようかといった「個人的な意味」も大切です。 

災害体験の教訓の語りは、ともすれば大人の仕事と受け止められがちです。でも、こどもたち、若者も被災しています。私たち

は、そんなユース世代が無理せず、緩やかに、だけど思いを込めて体験を語りあい、聞きあっていける場づくりを考えています。そ

れが、作文での表現であり、語らいの場なのです。 

「熊本地震を語りつぐ」プロジェクト実行委員長 諏訪清二 

はじめに 

参加者 

1.参加校 

①熊本県内 

 甲佐町立白旗小学校、南阿蘇村立南阿蘇中学校、 

 熊本県立菊池農業高等学校、ルーテル学院高等学校 

②熊本県外 

 兵庫県立舞子高等学校、神戸学院大学、大谷大学 

２.学年 

 小学5年生:2名、小学6年生:6名 

 中学3年生:7名 

 高校1年生:2名、高校2年生:3名、高校3年生:6名 

 大学2年生:2名 

 “ユース熊本地震を「語りつぐ」会”は、①熊本地震の体験を振り返り、100年後のいのちを守る発信につなげること、②子ど

もたちが自分自身の体験やオモイと向き合い、前に進むことを応援すること、を目的に開催しました。7月28日、29日の2日

間、阿蘇青少年交流の家に、学生28名(県内22名、県外6名)と、大人12名が集まりました。熊本地震を振り返り、言葉

にし、「語りつぐ」を考えました。お互いの体験や思いを共有する中で、何度も共感が生まれました。“自分だけではない”、“体

験や思いに耳を傾けてくれる人がいる”実感は、安心感につながりました。この冊子では、夏合宿の様子をご紹介します。 

夏合宿について 
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合宿スケジュール 

プログラム① ＜講演：熊本地震を振り返る、「語りつぐ」を考える＞ 

諏訪 清二 神戸学院大学現代社会学部 非常勤講師 
兵庫県立大学大学院減災復興政策研究科 特任教授 

柴田 敏博 元益城町立飯野小学校 校長 

奴留湯 雅士 元南阿蘇村立南阿蘇西小学校 校長 

 災害の教訓など、正しい知識を教えてくれる話は、とても大切だと思う。でも、知識を覚えておくた

めには、気持ちがいる。聞いている人が戸惑うような、気持ちが動く話も大切だと思う。体験をした人

には、まっすぐに語ってほしい。加工してきれいな話にするのではなく、整理できていなくても、悲しいこ

とも、嬉しいことも、自分の気持ちを正直に語ってほしい。“語り継ぐ”という言葉は、“語り”と“継ぐ”に

分かれる。語る人がいて、聞いた人が語って、それを聞いた人がまた語って、“語り継ぐ”になる。体験

のある人もない人も、自分の思ったことを素直に、まっすぐに語ってほしい。 

 熊本地震の時は益城町立飯野小学校に勤務していた。安否確認のために家庭訪問をすると、

壊れた家の前でゲームをする児童にたくさん出会った。そこで、4月20日から青空教室をスタートした。

みんなで遊んだり、本を読んだり、避難所で歌を歌ったり、勉強をしたりした。県内で唯一、学校の

運動場に仮設住宅が建った。仮設住宅入居後は、畑や花壇の手入れなど、住民の方との交流も

重ねた。高学年の女の子の「スイッチ一つで明かりがつく。蛇口をひねると水が出る。一日3回ご飯が

食べられる。そんな当たり前のことが一番の幸せ」という言葉が心に残っている。一番大切なのは、感

謝の気持ちだと思う。 

 熊本地震の時は南阿蘇村立南阿蘇西小学校に勤務していた。地震の後は、「地震」という言葉

を聞くだけで、泣きじゃくる子どもがたくさんいた。みなさんにお願いがある。１つは、地震に遭う前に、

自分にどんな力をつけておきたいかを考えてほしい。もう１つは、被災地の方に、どんな声をかけるか

を考えてほしい。今後も地震や水害などいろいろな災害がおきる。小学生、中学生、大人、おじい

ちゃん、おばあちゃんへと、かける言葉は違うはず。私は学校再開の準備が整った後、子ども達にどう

言葉をかけるか、何を話すかが一番の悩みだった。「“地震”はこわい。でも、“地震”という言葉はこわ

くない」という言葉からスタートした。ぜひ、みなさんにも考えてみてほしい。 

7月28日 

12:30 阿蘇青少年交流の家 集合 

12:45 受付・各自昼食 @中研修室 

13:30 オリエンテーション @中研修室 

14:00 開会 

14:30 プログラム① <講演> 

16:00 プログラム② <伝えたいこと・知りたいことを可視化する> 

17:30 夕べのつどい @つどいの広場 

18:00 夕食 @レストラン 

19:30 お風呂 

20:00 プログラム③ <伝えたいこと・知りたいことを可視化する> 

20:50 交流タイム @中研修室 

22:00 就寝準備 

22:30 消灯・就寝 

7月29日 

6:00 起床 

6:20 そうじ 

6:45 朝のつどい @つどいの広場 

7:30 朝食 @レストラン 

8:45 プログラム④ <何を、どのように、誰に伝えるか考える> 

11:00 プログラム⑤ <「語りつぐ」アクションプランを考える> 

12:00 昼食 @レストラン 

13:15 まとめ・発表 ＜アクションプランの発表＞ 

14:30 閉会 

14:45 プログラム終了 

15:15 阿蘇青少年交流の家 出発 
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プログラム②③ 伝えたいこと・知りたいことを可視化する 

＜伝えたいこと＞ 

伝えたいこと、知りたいことを中心に、自分の体験や想いを言葉にして書き出しました。 

参加者でその紙を交換して読み、感想や考えたことなどを伝え合いました。共感や気付きが生まれました。 

＜知りたいこと＞ 

・大橋がくずれたときの

ショックは、私もとてもおぼ

えている 

・訓練をしたからといって、

安心しすぎてはいけない

ということに気付かされた 

・私も被災したが、自分の事しか

考えることしかできなかったので、

すごく立派だと感じた 

・大きな被害があっても人のために

動けるのは、尊敬する 

・私もこの地震で水の大切さがすごく分かった 

・水が生活に必要ということを書かれていて、

とても備えたいと思った 

・水を大切にしていこうと思った 

・なにもできず、人にたよっていたのが悔しい 

・家族全員で安全確認してにげた 

・ひなん所で友達とあったときはうれしかった 

・学校のひなんくんれんがやくに立った。頭を守って丸くなった 

・周りとの交流でみんなを笑顔にできるのはとてもいい

なと思った 

・ボランティア活動をしていてすごいと思った。私も機会

があればボランティア活動をしたい 

・みんなが笑顔になっているのを見て、自分もうれしいと

言っていて優しいと思った 

 私は仮設住宅に入っていないけど、学校の行事で、花を植えた

り、暑中お見まいをかいたりして、仮設住宅の方々と交流をし、仲

良くなれました。地震がたくさんの家をこわし、たくさんの人を悲しま

せたけど、それが今は、悲しんでいた人が、笑顔に変わってきている

のがうれしいです。でも、地震でたくさんの人が怖い思いをしたこと

は忘れたくないです。これから、もっと仮設住宅の方や地域の方と

交流をしていきたいです。 

 地震前は、阿蘇大橋を使って、行きたいと思ったらすぐ、行くことができていました。でも、地

震で阿蘇大橋が崩れ、片道で１時間もかかる山を越えて市内に行ったりしないといけなくなり、

とても不便な生活になりました。 

 私は地震が起こった時、避難訓練をきちんとやっているにも関わらず、自分の身を守らずに

ずっとゆれがおさまるのを待っていました。私は避難訓練でいざ災害がおこった時は、自分は完

璧に行動できると思ってたけど、全く、動けなかったので、完璧に出来ていてもあくまでも訓練

なので、自信を持ちすぎるのも、危険ではないかと感じました。 

 私の家族はとても多いため、ひなん所でねることが難しく、約２カ月ほどずっと車中泊

の日が続き、体を伸ばしてねることができなく、とてもきつかったです。ボランティア活動で

は、学校の取り組みではなく、「自分も被災したけど、他の人の役に立ちたい」と思い、

自分からボランティア活動をしました。 

 熊本地震を通してたくさん辛いことがあり、泣いたりすることもあったけど、ボランティア

の人や地域の人などたくさんの人とはげまし合い、助け合いながら頑張ってのりこえるこ

とができたんだと思います。 

 水がないことにより、体を清潔にできなかったり、歯すらみがけなくなり、ストレス

が溜まったり、トイレは水がながせず、すごい悪臭がした。水が無いことは、ご飯を

食べるのも衛生的にも大きな打撃をうけた。だから、常日頃から、水を補給して

おくこと、また、近くに、水源などの自然に水を入手できる場所を見つけ確認する

ことが、大切だと思いました。 

・地震が起きて、最初にとった行動は何かを知りたい。 

・地震が起きた瞬間なにを思ったか知りたい。 

・学校などで行っている避難訓練は役に立ったのか、またど

のように役に立ったのか知りたい。 

＜気付き・感想＞ 



老人ホームなどにボランティアに

行ったとき、「ゆれや音がこわ

い」という話を聞いた。地震から

2年以上たっても、トラウマはあ

るんだと思った。 

地震が起きて、本当に

つらかった。こんなつらい

思いを、もう誰にもして

ほしくない。 

自分事じゃなくなるこ

とが「風化」だと思う。

いろいろな人に伝えて

いきたい。 

学校に、芸能人が支援で来てく

れた。「自分も●●に住んでい

たらよかった」という言葉をSNS

で見つけた。被災した人の気持

ちを考えてほしいと思った。 
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プログラム④ 何を、どのように、誰に伝えるか考える 

【何を伝えるのか】 

【なぜ伝えるのか】 

【誰に伝えるのか】 

【どのように伝えるのか】 

・被害の状況 

・自分の身に起こったこと 

・聞こえた音、見えたもの 

・こわかったこと、悲しかったこと 

・嬉しかったこと 

・困ったこと、大変だったこと 

・驚いたこと 

・学んだこと 

・気づいたこと 

・必要だったもの 

・防災の大切さ 

・つながりの大切さ 

・支援への感謝 

・時間が経過してもトラウマが残っていること 

・あたりまえのことへの感謝（水、食べ物、生活） 

・言われて嫌になった言葉 

・地震前と後での心の変化 

・経験・教訓を風化させないために 

・自分で避難の判断ができるように 

・「知らなかった」を減らすために 

・自分や大切な人・ものを守るために 

・同じ失敗を繰り返さないために 

・備えてほしいから 

・災害をあまく考えてはいけないから 

・被災者側の気もちになってほしいから 

・友人や家族に 

・同世代に 

・いろいろな人に 

・体験集や絵本を通して伝える 

・防災ゲームをつくって伝える 

・SNSで伝える 

・イベントで伝える 

・語り部として伝える(発表・出前授業・まち歩きなど) 
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プログラム⑤ 「語りつぐ」アクションプランを考える 

『語る会を開こう！』をテーマに、アクションプランを考えました。 

日時、対象、方法、内容、広報、予算、スタッフなどを含め、“語りつぐ”アイデアを出し合いました。 

「未来へつなげよう 被災者の思い in熊本」 「語っておどってぼうさいホイ！」 

「知っとこう！防災」 「防災劇大会」 

「熊本復興祭」 

どんなことをするの？ 

 1.くまもとじしん 

 2.みらいに向けて 

 3.ぼうさいたいそう 

日時: 学習発表会 

対象: スタッフ 学校の先生・卒業生・PTA 

 お客さん 親・地域の方・保育園の方々 

広報: プログラム・ポスター・手紙・新聞 

内容: 学習発表(防災)＆劇 

 名産物市場 

 動物園 

日時: 10月31日 

対象: 誰でも 

場所: グランメッセ 

人集め: ポスター・パンフレット 

  SNS・バザー 

スタッフ:ボランティア(特典あり) 

予算: バザーの売り上げの10% 

日時: 4月14日～16日 

場所: 熊本城二ノ丸広場、県立美術館 

対象: 参加者 全国のみなさん 

 ゲスト 語り部さん10人、 

  (子ども、青年、高齢者) 

 会場に来た人 

予算: 150万円 

※屋台の売上額(20%)を予算または募金にあてます 

日時: 7月29日 

対象: 熊本県内 小中高生 

規模: 小学生10人、中学生10人、高校生10人、 

 大学生5人、スタッフ10人 

場所: 市内の公民館 

予算: 15万円 

用意するもの: 被災地の写真、パソコン、 

  プロジェクター、ポストイット、もぞう紙 

<タイムスケジュール> 

   9:50 受付 

 10:00 開会式 

 10:05 アイスブレイク 

 10:20 熊本地震について 

 10:50 休憩 

 11:00 小学生の部 

 11:20 中学生の部 

 11:40 高校生の部 

 12:00 昼休み 

 13:00 ワークショップ① 

 14:00 ワークショップ② 

 14:40 閉会式 

 15:00 解散 

いつ 

 2019.1.17(木) 

どこで 

 体育館 

なんのために？ 

 「知らなかった」をなくすため 

 熊本地震を活かすため 

 自分や大切な人を守るため 

内容: 屋台 最大100台 

 語る会(ステージ) 

 企画(YouTube) 

 抽選会 

 花火(最終日) 

司会: 内村光良さん 

入場料: 大人200円、子ども100円 

広報: ポスター、YouTube、SNS 
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ユース熊本地震を「語りつぐ」会に参加して ～若者編～ 

･普段あまり話さない､中学生や高校生や大学生と話すことができた

し､たくさんの人と仲良くなれたので､本当に良い思い出ができた｡  

 (白旗小5年･A.Iさん) 

･最初は緊張したけれど､みんなと仲良くなれてよかった｡地震のことも､

地震に遭ってから改めてしっかり考えられたなと思う｡  

 (白旗小5年･N.Wさん) 

･地震についてみんなと話し合うことができたので良かった｡  

 (白旗小6年･Y.Sさん) 

･知らない人と楽しく話し合いや生活できて楽しかったし､一緒に考え

られたので良かった｡ (白旗小6年･M.Sさん) 

･みんなで協力することが大事だなと思った｡ (白旗小6年･S.Sさん) 

･グループなどで意見を出して話し合い､考えて伝えることができてよ

かった｡ (白旗小6年･K.Sさん) 

･交流しながらみんなと地震について改めて考えられたので良かった｡

 (白旗小6年･I.Nさん) 

･地震のことをたくさん学べたので良かった｡ (白旗小6年･K.Fさん) 

・昨日来るときは地震のことは忘れていて、あまり気にしていなかった。

班の人などから、家のことをたくさん質問されて、「そういえばああだっ

たな」と改めて思い出せてとても良かった。 (南阿蘇中3年・M.Iさん) 

・地震で被災して避難などもしていたけれど、あんまり地震に関心・興

味が最初の頃はなかった。語りつぐ会があることを聞いて、この会に

参加したら、自分が思っていることや、地震についての関心が深まる

のではないかと思い、参加した。いろいろな人の意見などが出てくる

ことによって、地震は起こったけれど、今回県外の人も来てくれたので、

無くなったものもあったけれど、得たものもあり、プラスマイナスゼロだと

思った。すごく嬉しかった。 (南阿蘇中3年・S.Kさん) 

・話したりあだ名で呼んだりしていくうちにすごく仲良くなって、家族みた

いな雰囲気で話せたのでとても楽しかった。  

 (南阿蘇中3年・T.Mさん) 

・熊本地震を経験しただけで、あまり深く考えたことはなかったけれど、

この語りつぐ会に参加して、詳しく深く考えることができたし、全く関

わったことがない人とも話したりすることができて、とても楽しかった。  

 (南阿蘇中3年・M.Iさん) 

・この語りつぐ会で終わるのではなくて、この後も熊本地震以外にも

語ったり、語ってもらったりして、より良い未来に向けて、自分の力も

含めて取り組んでいきたいと思った。 (南阿蘇中3年・M.Iさん) 

・最初は初対面の人がたくさんいていろいろ不安だったけれど、グルー

プなどで話し合っていくうちに、気楽に話し合うことができたので、とて

も良い経験になったので良かった。 (南阿蘇中3年・R.Kさん) 

・たくさんの人と楽しく地震について語れたし、もっと深く話せることがで

きたので、とても良い経験になった。 (南阿蘇中3年・F.Hさん) 

・地震で被災したけれど、地震についてそこまで関心がなかった。何よ

りも今回嬉しかったのは、県外の方々がわざわざ熊本に来て、自分

がそこまでひどいと思っていなかったことをすごく関心を持って聞いてく

れた。積極的に熊本のために何かしようとしてくれたことがすごく嬉し

かった。 (菊池農業高校3年・S.Hさん) 

・道中の山を見て、思っていたより深刻的な状態だと思い、死者300

人ということも知り、衝撃的な2日間だった。  

 (菊池農業高校2年・R.Sさん) 

・自分からあまり積極的に話ができていなかったけれど、最後はグルー

プで意見を出し合えてよかった。地震が起きてから、地震のことを詳

しく考えることはあまりなかったので、この場でちゃんとみんなの意見を

聞きながら考えることができてよかった。  

 (菊池農業高校1年・M.Tさん) 

・熊本地震を体験して、自分なりに熊本地震のことは知っているつも

りだったが、この2日間で3人の先生方のお話や、ここにいるみなさん

の話を聞いて、体験したけれど、自分の知らない熊本地震のことが

たくさんあったので、参加してとても良かったと思った。  

 (菊池農業高校1年・S.Fさん) 

・地震を体験したけれど大きな被害はなく、この合宿でもっと大きな被

害を受けた人の話を聞くことで、今まで以上に地震の恐ろしさや被

災した人の辛さを聞くことができてよかった。  

 (菊池農業高校3年・E.Mさん) 

・いろいろな人が熊本地震について真剣に自分の考えを発言してくれ

て、真剣に考えてくれて、心に響いた。  

 (ルーテル学院高校3年・R.Tさん) 

・経験していない人にも自分の経験をしっかり伝えられたので、これを

活かして、学校や卒業してから、いろいろな場所で語っていきたいと

思った。 (ルーテル学院高校3年・S.Mさん) 

・被災地に来るのは初めてで、実際に体験した人の話を聞くことも初

めてで、自分の心に深く刺さることがあり、貴重な経験ができたと

思った。みなさんの話を聞くこともすごく貴重ですごく大切なことだと

思ったけれど、自分の意見を言ったり、書いたり、話し合うことで、自

分の知識が深まったり、新しい発見もあり、学ぶことができたと思う。  

 (舞子高校2年・M.Uさん) 

・いろいろな人と防災について深く話せて、いろいろな考えを聞けたの

で本当に良かった。 (舞子高校2年・Y.Fさん) 

・みんながしっかり学んでいると思ったら、もっと頑張ろうと思えた。こん

なに熊本のみんなが頑張っていると思ったら、日本全国探したら、

もっとたくさん学ぼうとしている人もいるんじゃないかと思えた。いろい

ろな地域の人ともっと関わっていきたいなと思った。  

 (舞子高校3年・K.Hさん) 

・大きな地震に遭ったことがなく、被災していないが、被災した人の気

持ちを直接聞くことで、私の心にもとても響いた。諏訪先生の「語り

が語りを引き継ぐ」という言葉がとても心に残ったので、伝えていきた

いと思う。 (舞子高校3年・N.Mさん) 

・人を人として見るのではなく、その人自身のことを見て、「この人はこ

ういう思いを持っているんだ」ということを考えて生活しようと改めて考

えさせられた。 (神戸学院大学2年・T.Iさん) 

・「人のために」「誰かのために」ということを考えている人が多く、尊敬

した。語りの力や私達若者の力で動かせるものはすごくあると感じた。

 (大谷大学2年・M.Yさん) 
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・「語りが語りを引き出す」誰かの話に心が動いたら、その人も自分のことを語ろうとする。大人は、みなさんから心に火をつけて

もらったんだと思う。話し合い、人の意見を聞き、自分の意見を修正し、そうしながらアウトプットを出す。同じインプットをした

みんなが、それぞれの感性で理解し、話し合う中で、違うものを創り出した。それがおもしろいことだと思う。 (諏訪) 

・語り部は、災害が起きたときに核になって頑張った人、というイメージがあったけれど、子どもでも自分の体験を話せば良いと分

かってよかったと思った (木村) 

・みんなが話し、いろんな声を集めて、伝えたいことをまとめて工夫して発信していく。考える作業はとても大切だと勉強させても

らった。本当に伝わるためにどうするのか、考えていきたいと思う。 (小多) 

・地震や災害について興味がない人がほとんどで、その人たちをどう巻き込むかが課題。誰が語りつぐのか。自分たち１人１人

です。 (柴田) 

・出会いは大切。1人では何も考えられないけど、出逢って話せばどうにかなる。地震から2年4ケ月。体験した人はたくさんいる。

向き合う時期に来ているのではないかと思っている。私も語り部として、何をどう伝えていくか考えていきたい。 (奴留湯) 

引率 

・語る機会があっても語らなかったけれど、語っていいんだと思えた。温かい雰囲気で、聞いてくれる人がいることを知ることができ

た。安心感があった。アクションプランの学習発表会企画の提案は、ぜひ検討したい。 (甲佐町立白旗小学校・正木) 

・地域のみなさんを巻き込んでほしい。少しずつ輪を広げていってほしい。みんなの発想は大きい。小中高大学生、若者がが

んばることは、地域の力になる。 (兵庫県立舞子高等学校・小田) 

事務局 

・みんなが、「みんなで伝えることが大切」だと実感し、それができると信じていることがステキだと思う。災害は過去に発生したこ

とでも、今や未来につながっていくことだという意識が芽生えていたように感じた。 (河田) 
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ユース熊本地震を「語りつぐ」会を終えて ～大人編～ 

熊本日日新聞社に、ユース熊本地震を「語りつぐ」会の新聞記事が掲載されています。 

 2018年8月17日 語り継ぐ・子どもたちの熊本地震(上)＝被災体験、真っすぐに 過酷さと感謝 「気持ち整理できた」 

  http://npo-sakura.net/sakura_paper/201808/img/kumanichi180817.pdf 

 2018年8月18日 語り継ぐ・子どもたちの熊本地震(中)＝体験への共感が心癒やす 

  http://npo-sakura.net/sakura_paper/201808/img/kumanichi180818.pdf 

 2018年8月20日 語り継ぐ・子どもたちの熊本地震(下)＝互いに耳傾け、信頼深める 

  http://npo-sakura.net/sakura_paper/201808/img/kumanichi180820.pdf 

新聞掲載記事のご紹介 

＜委員長＞ 

 諏訪 清二 神戸学院大学現代社会学部 非常勤講師、兵庫県立大学大学院減災復興政策研究科 特任教授 

＜委員＞ 

 木村 由美子 NPO法人子育て応援おおきな木 代表理事 

 小多 崇 熊本日日新聞社 編集局 編集委員室 編集委員・論説委員 

 柴田 敏博 元益城町立飯野小学校 校長 

 奴留湯 雅士 元南阿蘇村立南阿蘇西小学校 校長 

 石井 布紀子 特定非営利活動法人さくらネット 代表理事 

「熊本地震を語りつぐ」プロジェクト実行委員会 


