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◆防災学習関連の実施◆ 
・4/14 益城中央小学校講演会(熊本県) 
・5/7 COMIN’KOBE17 熊本支援募金 
・5/9 舞子高校 授業 
・5/21 防災講演会(大阪府) 
・5/29 愛荘町保育園防災教室・研修 

 

 日本では、６月から７月中旬にかけて、朝鮮南部・長江下流域から、 北海道を除く日本列島に見られる雨期(語源由来辞典より引用)を

「梅雨」と言います。雨が増えると、地盤が緩みやすくなり、災害の発生の危険が高まります。「土砂災害」について、簡単にご紹介します。 

【土砂災害ってなに？】 大きく３つの種類があります。確認しましょう。                   【土砂災害から生命を守るために】 

 

 

 4月26日、神戸学院大学現代社会学部2年生を対象に、「社会貢献実習Ⅰ」の授業に伺いました。

「被災地支援」を題材に、学生時代の被災地ボランティア活動経験と、東日本大震災や熊本地震支

援活動の様子についてお話しました。ワークショップでは、“社会貢献”や“防災”から、①イメージする色や 
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 GWを経て日ごとに暑くなり、すでに大雨による被害が発生しています。「梅雨や豪雨の次期が早い」と思われる中、各地から、今年度

の体制の中での動きを確認したいという声や、避難判断力を高めるための“トリガー”（避難等の判断基準）発見研修、BCP・BCM

（業務継続計画およびそのマネジメント）検討研修などのご依頼を多数いただいています。 

 さて、みなさまにお届けしている「さくら防災学習新聞」ですが、今年はリニューアルを試みています。1月号から 「クリエイト・防災学習」

コーナーを設け、兵庫県立舞子高校・環境防災科初代科長の諏訪清二先生(現在は、兵庫県立大学大学院特任教授、神戸学院

大学非常勤講師)に編集をお願いしています。防災教育を進める動きが国内外に広がる中、生徒主体の防災学習の価値や取り組み

について、具体的にわかりやすくお伝え頂いています。 

 また、NPO法人さくらネットは、事務所の引っ越しを行いました。阪神・淡路大震災以前から事務所を置いていた地域から移動し、同

じ西宮市内の別の地域に移動しました。ＪＲ東海道本線・神戸線“さくら夙川駅”から徒歩10分、この駅はさくらネットの法人設立の

年に誕生しています。連絡先が変更になりますので、ご確認頂きますよう、また、引き続きどうぞよろしくお願い致します。 

 新事務所：〒662-0041 西宮市末広町4-7 夙川レッチオレジデンツァ402 Tel:0798(23)3215 Fax:0798(23)3187 

・5/22 舞子高校授業 

・6/2 福岡県北九州市 

    横代小中学校防災体験 

＊その他：熊本県訪問予定 

NPO法人さくらネット 代表理事 石井布紀子  

文字、②これまで実施した社会貢献やボランティア活

動、③自分がと取り組んでいる防災活動について、自

分自身の考えを表現し、周囲と共有しました。 

 その他、東日本大震災時の仮設住宅の状況や学

生ボランティアの取り組みを紹介し、仮設住宅での支

援活動での課題に対して、自分たちならどのように対応

するか、考えてもらいました。正解を見つけるのではなく、 

災害、時期、場所、対象により、見えてくる課題が異な

ること、臨機応変に、柔軟に対応することの大切さを共

有しました。仲間と協議し、解決方法を模索することを

疑似体験していただく機会になったように思います。 

 神戸学院大学現代社会学部のみなさん、ありがとう

ございました。 

１．情報をしっかり集めましょう 

   ・天気予報を確認しましょう 

２．早め早めの準備・避難を 

      心がけましょう 

   ・近くに山や川がある場合は要注意 

   ・災害の記録なども調べましょう 

３．避難場所は複数想定しましょう 

   ・頑丈な建物、家の2階、山と反対 

    部屋など、万が一外に出られな 

    い場合の避難先も検討しましょう 

１．崖崩れ 

・雨水の浸透や地震等で地表

がゆるみ、斜面の地表に近い

部分が突然崩れ落ちる現象 

２．地すべり 

・斜面の一部、あるいは全部が地

下水の影響と重力によってゆっくり

と斜面下方に移動する現象 

３．土石流 

・山腹や川底の意思、土砂が

長雨や集中豪雨などによって一

気に下流へ押し流される現象 

 ※[参考]あしたの暮らしをわかりやすく 政府公認オンライン・暮らしのお役立ち情報  
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兵庫県の義援金でネパール地震被災地支援① ～防災教育のシステムづくり～  
 

防災学習アドバイザー・コラボレーター 諏訪清二  

【チームひょうご始動】 
 
 2015年4月25日（土）、ネパールの首都カトマンズから北西に77キロほど離れたゴルカ郡を震源とするマグニチュード7.8の大地震が発生し
ました。それから17日後の5月12日（火）にはカトマンズの北東でもM7.3の地震が発生し、大きな被害が出ました。一回目の地震でカトマン
ズの西方で大きな被害が出て、その時は何とか持ちこたえていた東方の建物も2回目の地震で倒壊したようです。死者8,500人を超える大震
災となりました。 
 
 兵庫県は被災地支援の義援金を募りました。その使途を検討する段階で、「チームひょうご」が兵庫しかできない支援、つまり、防災教育をネ
パールで進めようと提案したところ、義援金配分委員会と知事が了承し、チームひょうごのネパール地震被災地プロジェクトが始まりました。 
＊「チームひょうご」はこれまでネパールで学校建設などの支援をしてきた団体や、地震後、被災地の調査・支援を行っている団体・大学などが
組織している緩やかな連合体。 
 
 開発途上国での被災支援では、支援者が活動を展開している間は支援が続くけれども、時期が来て引き上げていくと活動が停滞したり無く
なったりしてしまうケースがよくあります。活動の主体がいつも支援者側にあり、受援者の自立を支援していないからでしょうか。 
 チームひょうごの活動はそこを変えようという挑戦です。支援を行いながら、私たちがいなくなっても現地の防災教育活動が持続するような仕組
みを作りたいと考えているのです。 
 
【ヌワコット郡】 
 
 私たちの活動地はヌワコット郡です。首都カトマンズの北西にあって、中心地は標高500メートルくらいと、山岳国ネパールのイメージとは異なり
ます。もちろん周囲には2000メートルから3000メートル級の山々が連なっているのですが、私がmountainという英語を使うと、NSETのアパラ
ジータさん（担当の女性。専門は福祉でとにかく優秀でよく働きます）が、mountainではない、hillだといつも否定します。500メートルから
3000メートルくらいの山は、たとえば六甲山のようなシルエットを持っていてもhillなのだそうです。ヒマラヤ山脈のように森林限界を超えた急峻な
山々がmountainだとか…。ヌワコットはhillを削って流れる河川が作り出した平野と幾筋もの滝が流れ落ちる山々から成り立っており、水の豊
かな地域です。灌漑が発達し、米作が行われ、収穫は年に2回です。棚田の美しさは格別です。 
 
 カトマンズからヌワコットへの交通の便は悪く、ルートは三つあるのですが、私たちはいつも悪い道、もっと悪い道、一番悪い道（Bad Road、
Worse Road、Worst Road）と呼んでいます。どの道を選んでもヌワコット郡の中心の町ビドゥーには4時間ほどかかります。Worst Roadを
通ると首が折れ、全身の筋トレができ、お尻が死にます。六甲山か日光のいろは坂のようなワインディングロードが続くのですが、基本的には無舗
装でガードレールもありません。緑に埋もれてしまいそうな道をスポーツ・ユーティリティ・ビークルで進みながら谷底を覗くと底が見えないし、がけを見
上げると巨大な浮石があちらこちらにあって、ぞっとします。「雨期は通るな」とネパールの友人から固く禁じられています。実際、私たちが通った数
日後、トラックが落ちたなどの情報が入ってきたこともあります。でも、活動の場であるサムンドラタールには近いので（カトマンズから直線距離で
10キロ、車で4時間）、よく通ります。 
 
 チームひょうごの活動は4つあります。防災教育のモデル授業、教職員研修、仮設校舎の建設、防災学習センター（Disaster Learning 
Center）の設置です。 
 
 モデル授業は私たちがサムンドラタール近郊に点在する8つの指定校で行います。道はあっても、無舗装、岩むき出し、落石多数といった状況
で、本格的な四駆車でもひやひやしながら通り抜けます。そんな道も陥没や落石などで車が通れないときは歩きます。 
 
 山（hillです）の頂上の学校でモデル授業をしたときはハードな山登りになりました。「2時間だよ」と聞かされて頑張って歩き始め、30分ほど
登ったところで降りてきたネパール人に聞くと、「あと2時間だよ」と言われました。さらに30分ほど登って降りてきた現地の方に聞くと、また「あと2時
間だよ」です。いつまでも頂上は近づきませんでした。 
 
 モデル授業では災害を引き起こすハザードの理解、災害への備え、災害発生時の対応といった、防災学習の核となる部分の授業を行いまし
た。部屋の中の写真を見て、地震時のリスクを探したり、自分の部屋の見取り図を描いて危険な個所をチェックしたりするといった活動的な授業
が中心です。グループでの話し合いも取り入れました。牛乳パックを輪切りにして2つ重ねて2階建ての家を作り、それを残った材料で耐震化する
という工作も行いました。 
 
 現在、モデル校8校すべてを訪問し、そのうち6校でモデル 
授業をしました。残り2校でもなんとか実現したいと考えています。 
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あたりまえ防災サロン 特別支援学校の危機感と突破力① 
 

防災学習アドバイザー・コラボレーター 諏訪清二  

【「あたりまえ防災」スタート】 
 
 さくらネットが「平成29年度独立行政法人福祉医療機構・社会福祉振興助成事業 全国特別支援学校と共に取り組む『あたりまえ防災サ
ロン』推進プロジェクト」を始めました。ちょっと長いので「あたりまえ防災」と呼ばせてもらいます。全国の特別支援学校1,042校とその分校・分教
室など253校、合計1,295校すべてに防災管理・防災教育に関するアンケートを実施し（回答校は特別支援学校が476校《45.6％》、分
教室・分校等が3校《24.9％》でした）、その回答結果を分析して現状や課題を把握、今後の方針を検討し、特別支援学校におけるこれか
らの防災管理・防災教育を一緒に考えていこうという、きわめて壮大なプロジェクトです。さくらネットの石井布紀子代表と河田のどかさんはアン
ケートに合わせて全国20校を訪問して聞き取り調査を実施しました。現段階では極めて貴重な資料が集まっているところです。 
 
 「あたりまえ防災」に私は防災教育の側から参加させてもらっています。特別支援学校での防災教育の先駆者のお二人、瀧川猛先生（千
葉県立東金特別支援学校から千葉県教育委員会勤務を経て千葉県立長生特別支援学校）と齋藤朝子先生（埼玉県立日高特別支
援学校）を始め、兵庫県立大学大学院減災復興政策研究科修士課程で研究を続ける中川芳美先生（兵庫県立こやの里特別支援学
校）も参加されています。防災教育と特別支援教育の両面から検討を進めていこうという布陣です。 
 
【避難所運営に大きな不安】 
 
 アンケートの量的分析はこれからですが、私はその中で自由記述に関心を持っています。「避難所についての課題や不安」「引き渡し時の不安
事項」「防災学習を通してめざすもの」という三つの問いに対して回答した学校が、災害時に発生すると思われる大量で多様な予測、危惧と解
決への提案を書いています。それらをすべて読んで分類して、私なりの考えを記しておきたいと感じました。これから何回かの連載でまとめていこう
と思います。 
 
 今回は、「避難所についての課題や不安」という問いへの自由回答を取り上げます。 
 
 学校関係者の膨大なコメントを読むと、その内容はこどもたちにかかわる課題、教職員の経験・力量とシステムの問題、保護者との連携、地
域や行政との連携、学校の施設や設備・備品の問題などに分類できるような気がします。それぞれを詳しく見てみましょう。 
 
【まず、こどもたちの実態を見て】 
 
 まず、こどもたちの課題です。多くの先生方が、障害を持つこどもたちは災害発生の瞬間に落ち着いて対応するのは困難だと指摘しています。
また、例えば地震がおさまった後でも、慣れない避難場所に移動したときや体育館のような避難所に入ったときにいつものように過ごせるか、トイ
レは大丈夫かなどの不安を挙げています。いつもと違う状況で大声を出して周囲の人に受け入れてもらえるのかという心配もあります。周囲の
人々の理解が必要ですが、そう簡単にはいかないでしょう。 
 
 医療的なケアが必要なこどもたちは特に手厚い庇護が必要です。混乱する避難所での医療対応は厳しくなるだろうし、病院に行ったとしても、
他の多くの患者の受け入れでこどもたちがはじき出される恐れもあります。障害に応じた対応や情報提供がなされるのかも心配です。 
 
【教職員は超人たるべきか】 
 
 教職員と学校の在り方にも不安がたくさんあります。マニュアルを作り避難訓練を行っているが、それで十分とは思えないという記述がたくさんあ
りました。災害発生時、こどもたちが在校している場合は、教職員はこどもたちの安全確保を最優先させます。それから避難場所への移動、保
護者への引き渡しが行われますが、そのどの活動にも、実際の災害を体験していないから実際のところどんな事態になるか想像できないという不
安が付きまとっているようです。本当に訓練のようにスムーズにいくのだろうかという疑問もあります。 
 
 その上、避難所に指定されている場合はその運営という仕事が加わってきます。その避難所が、一般の避難所か福祉避難所かで仕事の質も
違ってきます。福祉避難所として訓練を積んでいる学校もあれば、避難所にはならない学校、避難所になる予定だがまだ何もできていない学校
など、現段階のとりくみには大きな格差があるようですが、実際の災害時にはどんなことが起こり、どう対応したらいいのかのイメージがつかめないよ
うです。 
 
 マニュアル作成や訓練は想定の下で行われます。校舎が被害を受けず、ガラスが割れて散乱したり備品が倒れたりという事態もないと思い込
んで発災後の動きが決められている場合が多く、実際には対応できないのではないだろうかと指摘する声もあります。 
 
 休日や夜間に災害が発生して学校が避難所になった場合は、教職員の参集が可能なのかという疑問もあります。遠方からの駆け付けは道
路や公共交通機関の状況を考えると難しく、また、教職員が被災して自宅を離れることができず、学校では対応可能な人員が大幅に減少す
ることも考えられます。その場合、少人数で予測できない様々な事態に対応することになり、教職員の負担は膨大です。 
 
 こどもの安全と安心の確保、保護者対応、避難所運営が並行して発生し、施設・設備への不安もある中で、教職員は超人的な活躍を期
待されているのです。 
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○環境防災科との出会い 
 防災といえば避難訓練、さらに「関西は地震が来おへんから心配いらん」という大人たちの言葉。私はそのような環境で育ちました。阪神・淡路
大震災の後、無傷で助かったにも関わらず、被災地に足を踏み入れることはほとんどありませんでした。何をすればよいのかわからなかったのです。
“武庫川のあちらとこちらでは、別世界だった”と語られる大阪の地で、私は震災前と変わらぬ学生生活を送り続けました。傍観者にしかなれない
自分が、なぜ生き残ったのだろうと思うこともありました。 
 兵庫県立舞子高校に赴任したことが、防災教育に出会うきっかけとなりました。担任を務めた環境防災科9期生は「1994－5年生まれ」。
震災当時は生まれたばかりか、お母さんのお腹にいた子どもたちでした。 
 
○語り継ぐ 
 環境防災科では設立当初から、生徒たちが自らの震災体験を紡ぐ『語り継ぐ』という活動が行われてきました。震災から時が経つと、生徒たち
自身の記憶によるもの以上に、家族などの身近な人々から体験を聞き、それを自分の言葉で表現し伝える部分が大きくなっていきます。これが
一筋縄ではいきません。思春期真っ只中の高校生、普段はなかなか素直になれなくて、素っ気ない態度をとっていることもあります。いつどうやっ
て話を聞こうか・・・家族と向き合うタイミングを一生懸命はかっている、ちょっと微笑ましい姿も毎年目にします。 
 「震災直前もしくは直後」に生まれた我がクラスの生徒たちにとって、2011年の東日本大震災は一つの転機となりました。東北に赴いた生徒
たちは、住宅の泥かきなどの復旧作業に携わると同時に、被災された多くの方々の「語り」に接しました。語られたのは、忘れられない、忘れては
いけない、個々の体験です。生徒達（そして私達教員）に出来たことは、時には泣きながらひたすらお話を聞き、話していただいたことへの感謝
を述べ、「この話は神戸に帰って必ず周りの人に伝えます」と言うことだけでした。生徒達はこの経験を通して、『語り継ぐ』という行為のかけがえの
なさ、そして何にも代えがたい自らの役割の大きさを知りました。そうして改めて、阪神・淡路大震災に向き合ったのです。 
 今も防災教育に関わっている、ある生徒の文章を抜粋してここに記します。 
 
－お母さん、ありがとう。私を生んでくれてありがとう。震災を生きぬいた多くの方々、傷を負った多くの方々、必死に救助活動をした方々、ボラン
ティアの方々。私の大好きな神戸にしてくれてありがとう。今ある神戸は、多くの方々の強い思いでできました。私たち、そして未来の子どもたちの
ために、素晴らしい神戸をありがとう。・・・私は、生まれ育った神戸の力強さを子どもたちに伝えていきたい。私たちの町のすばらしさを分かってほし
い・・・そして、その子たちもつないでほしい。私たちの記憶と思いを次の世代へ。私たちの記憶が決して消えないように、切れないようにつないでほ
しい。私たちにできることは、探せばたくさん出てくる。 
 
○災間に生きる者としての語り継ぎ 
 10期生以降の環境防災科の生徒たちは、自身の震災体験を語ることはできません。いわゆる「震災を知らない世代」です。被災地には必ず、
先の災害と来る災害の狭間、つまり「災間」という時間が訪れます。この期間に体験者から未体験者へ、そして聞いた者からまだ聞かぬ者への
『語り継ぎ』を地道に続けていけば、必ず減災へとつなげることができるはずです。私は環境防災科で学ぶ生徒達を見て、災害時に彼らは決して、
かつての私のような傍観者にはならないと確信しています。 
 最後に、今春卒業した14期生の『語り継ぐ』をご紹介いたします（一部抜粋）。被災した母親の体験を『今に活かし過去を生かす』と題して
書き残した彼は、今は消防士となるべく訓練の日々を送っています。 
 
－母は思い出したら辛いことや悲しいことをわざわざ話してくれた。とても響いてくるものがあった。話を聞くことで、防災をもっと深く学びたいという使
命感を改めて強く持つ機会となった。 
 母は私が小学校の時からよく「あなたは救われた命」、「将来は人の役に立つ職業に就いてほしい」と言っていた。小さな時の私はただかっこいい
という思いだけで、人の命が救える職業を夢見ていた。しかし今の私ならはっきりとわかることがある。それは「命」だ。阪神・淡路大震災をきっかけ
に母は命の大切さを肌で感じられたという。生きていることができなければ夢見ることもできない。 
 確かに直接的に人の命を救うことはすごく苛酷なことだ。防災・減災はその苛酷な状況を作り出す前に安全を図ることができる。もし行えれば
死者を０にできるのが防災だ。 
 祖先が残してくれたものを現代の私たちが受け取らなければ無くなっていく。今と過去は一本の切れやすい糸でつながっているということを知って
もらいたい。防災において、過去の出来事はとても大切な財産だから、私はこの文章を多くの人に読んでもらい、少しでも防災を広げる語り継ぎ
をしていきたい。 

震災体験の語り継ぎと防災教育 
 

兵庫県立舞子高等学校 環境防災科 桝田 順子 
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こどもに防災① 
 

一般社団法人おいしい防災塾 代表理事 西谷真弓 

 おいしい防災塾は「こどもたちに防災の意識を啓発する活動をしています。」 
 
 なぜ、こどもたちなのか？ 
 
それは、こどもの好奇心、探求心、をおいしい防災塾に加味することで、家族みんなが、防災の意識を持つことができる！からです。 
お子さんがいる家庭では、母親、父親とも、働き盛り。仕事も多く、心労も多い日々を過ごしています。  
防災について、【備えなさい】【知識を持ちなさい】と、警笛を鳴らしても、その時間的余裕も、精神的余裕もない世代。 
なぜなら、防災のことを考える、備える、ということは最悪のことを想定しなければいけない。 
  
命に係わるとわかっていても、最悪のことを考えるのは疲れます。だから、 
【しなくちゃいけないのは、わかってる】 
【この家事、仕事が終わったらしようと思ってる】 
【こどもが寝静まってから。】 
皆さん、しなくちゃいけないのは十分理解しているのです。南海トラフ大地震が30年未満に起こる可能性を、ご存知なのですから。 
  
エネルギーの必要とする備えを、後回しにしてしまう日々の生活。 でもその世代にこそ、防災の意識を啓発しなくちゃいけない。 
だからおいしい防災塾では、こどもたちに防災の意識を啓発しています。家庭でこどもが中心となり、余裕のない保護者を巻き込みます。 
  
台風が近づいてきたときのこどもたちは、怖さより、お菓子が食べれるということに興味を持ちます。 
その次にとる行動は、避難しなくて良いのか？ということを保護者に聞くでしょう。 
避難所はどこだろう？ このことも、こどもたちの好奇心から、家族は調べることになります。 
検索すれば、いろんな情報は、すぐ手に入るのです。そのきっかけが、こどもたちなのです。 
  
 そのためにこどもたちの大好きなお菓子を使っています。 
こどもたちの大好きなお菓子を使って、ポシェットを作り、そのポシェットを持ち帰ることで、 
家庭でも家族を巻き込みながら、防災についてアンテナを張ってもらいたい！と願っての活動です。 
  
 お菓子を選んだきっかけは、阪神・淡路大震災でした。 
避難所で【笑顔をなくしたこどもたち】を、私は目の当たりにしました。 
 その一方で騒ぐこどもに向かって、周りの大人が、 
「うるさい！」 
保護者に向かって、 
「黙らせろ！」 
この光景をみたのです。 
 
未曽有の被害のあった、阪神・淡路大震災。避難所での生活で、耳障りなこどもたちの声、というのも仕方がないこと。 
日頃なら、元気なこどもたちの声を、邪見にする大人はいないのです。 
避難所では、こどもたちは自分で自分のことを守らなければいけない。 誰もこどもを守る余裕がないのです。 
  
どうすれば、こどもたちを笑顔にできる？ 
こどもたちを笑顔にしたい！と、私がした行動は、中古の 
軽トラックを買い、10円～３０円の駄菓子を積み込んで、 
【移動駄菓子屋】をしました。 
   
こどもが集まる、路地や公園に行き、こどもたちを待ちました。 
 100円玉を握りしめて、 
 「おばちゃん 来たよ。」 
 と、ゆっくりお菓子を選んで、そして帰るときには、 
 「おばちゃん また来るね！」 
 と言って、来た時より元気に戻っていく後姿を見ることで、 
私は救われました。こどもの笑顔を見て、私は元気をもら 
いました。 
 
「笑顔にできた。良かった。」 
と、無鉄砲で、思いだけで毎日移動駄菓子屋をしていた 
20代後半。若かったので体力があったのが幸いでした。 
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 復興が始まり、移動駄菓子屋は閉店しました。 あの思いが地域密着こども支援の活動を始めるきっかけとなりました。 
  
 あの当時の私を振り返る機会が、阪神・淡路大震災から20年経ったときです。20年経ち、阪神・淡路大震災のことをご存知の方が、私の周
りに半数ほどしかいなくなり、あの大きな災害が風化しつつある現状に気付きました。大きな被害があり、ご家族を亡くされた方にとって、何年経っ
ても悲しみが癒えない。だから、忘れた方が良い？とも思いました。そうではない。たくさんの方が亡くなり犠牲になられた、あの無防備な状況を、
二度と繰り返してはいけない。【風化させてはいけない！】 私の中で、この気持ちが大きくなりました。 
  
 【どうすれば防災の意識を啓発することができる？】地域密着こども支援活動を長年している私です。平成生まれのこどもたち、保護者の方々
の、受け入れること、受け入れないこと、熟知しています。 
  
 いま地域活動の担い手不足、地域コミュニティの希薄さが最大の地域課題ということも、熟知しています。地域コミュニティが活性化していれば、
災害対応能力の向上に繋がるのです。地震が起きても、そのあとの対応能力が高ければ、被害を最小限に抑えることができるのです。 
  
 阪神・淡路大震災を体験している私たちおいしい防災塾の大きな目標は、【地域コミュニティ基盤強化】 
地震は防げない。だけど、災害は防ぐことができる。おいしい防災塾の活動と、参加のこどもたちの力で、家庭での防災の意識を啓発。一番浸透
してもらいたい世代に防災の啓発を促せる。 
   
 そして、最大の目標【地域コミュニティ基盤強化】のためにも、こどもたちの力なのです！おいしい防災塾のこどもというのは20才までを指していま
す。中学、高校生たちに、おいしい防災塾の担い手となって、防災お菓子ポシェット作りと講話を、地元の小学生のために開催。文化祭や、地
域の夏祭り等で、中学、高校生が、地元小学生のために、防災お菓子ポシェット作りを開催することで、まずは、小学生と保護者と、生徒たち
が繋がるのです。 
  
 知らず知らずのうちに、地域コミュニティが活性化します。生徒達には、地域貢献をすることの意義、やりがい、を持ってほしいのと同時に、地域
に関心と愛情を育む。お世話をされる小学生には、年上のお兄さんお姉さんが、世話をしてくれる喜び、憧れ、自分も同じように、年下のこどもの
世話をしよう、という気持ちを育みます。 

こどもに防災② 
 

一般社団法人おいしい防災塾 代表理事 西谷真弓 

 おいしい防災塾に共感、賛同くださっている教育機関等の先生方は「地域貢献といっても、何を
すればわからなかったが、防災と地域貢献の2つが繋がる具体的な活動を見出せました。」、「学
んだことを実践することで生徒の成長が著しい。」等、感想、報告をいただきました。 
  
 実際、賛同してくださる中学、高校に講師として私たちメンバーが伺った際も、インプットの授業と、
アウトプットの授業とでは、生徒さんの【目】が違います。見学されていた校長先生も、その変貌ぶ
りに驚かれておりました。（兵庫県立淡路高等学校 2017年度宮地学校長） 
  
 自らが、年下のこどもたちのために、尽力する気持ち。感謝される喜び、そして自らが楽しみなが
ら伝えることができる。それがおいしい防災塾の活動です。  
 
おいしい防災塾は、【知らず知らずのうちに楽しみながら防災の意識を啓発】 
この、【知らず知らずのうちに、楽しみながら】というのを一番大切にしています。 
  
担い手となる生徒さんたちにも、眉間にしわを寄せるような防災の伝え方ではなく、防災お菓子ポ
シェットを楽しみながら作って、しっかりと講話をしていただいています。 
   
 南海トラフ大地震30年以内に発生率70%～80%。この確率が本当なのかどうか、余生30
年以上あるこどもたちは身をもって体験することでしょう。いま、小学生、中学生、高校生が、地域
で繋がっていれば、南海トラフ大地震が仮に発生しても、何らかの知恵や、乗り切るためのコミュニ
ティを、おいしい防災塾の活動を通して、伝えることができると私たちは信じています。 
   
 その目標のため、中学、高校の先生方に、おいしい防災塾を活用していただきたいと、切にお願
いしたいと、防災の著名な皆様の愛読する、さくら防災学習新聞原稿を緊張しながらお受けいた
しました。 
  
私たちおいしい防災塾は、どんな時もこどもたちの笑顔のために！ 
災害があった時もこどもたちの笑顔を守りたい！というビジョンで活動をしております。 
皆様のご意見、ご賛同をお待ちしております。 
   
一般社団法人おいしい防災塾 http://oishi-bosai.com/ 
西谷真弓 


