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＊この絵本は、赤い羽根 災害ボランティア・NPO活動 
  サポート募金からの助成を受けて作製しています。 



【はじめに】 
 
 平成28年4月14・16日、大きな地震が熊本県を中心に九州地方
を襲いました。震度７の地震が2度発生し、その後、11月末までに震
度１以上の地震は、4165回にものぼります(平成28年12月1日気
象庁地震火山部発表)。 
 
 度重なる地震と、地震後の停電による暗闇の恐怖は、子どもたちの
心身に刻まれ、「家の中に入ることが怖い」「暗いところが怖い」などのトラ
ウマ反応として表れています。 
 
 大きな災害の後、トラウマ反応が表れることは、普通ではない状況で
の、ごく自然な反応です。また、どんなに大きな恐怖体験も少しずつ終
息していき、人は少しずつ回復していきます。 
 
 この物語は、恐怖体験によるトラウマ反応、そこから回復していくプロセ
スについて、子どもたちや子どもたちを見守る大人の方に知っていただき
たいと考え、作製しました。 
 
 「地震」という言葉に恐怖心を持っている子ども達に配慮し、「地震」の
言葉や表現は一切使わず、シマウマの子どもを主人公に、サバンナの恐
怖体験から少しずつ回復していく様子を表現しています。 
 
 ぜひ、子どもも大人もご一緒に、お楽しみください。 

しまうまのトラウマ 



ここは サバンナの そうげん 
なかよしの シマウマかぞくが くらしています。 
 
こえの おおきな おとうさん、 
あしの はやい おかあさん、 
 
そして げんきな しま太。 

 

あるひ みずを のむために、 
シマウマかぞくは オアシスへ いくことに しました。 
 
「いいかい？ オアシスでは、 
 ライオンに きをつけるんだよ」 
おとうさんが いいました。 
 
「ライオンにあったことは いちどもないよ。 
 だから だいじょうぶさ！」 
 
しま太は げんきに わらいました。 

た 



オアシスは みどりがいっぱいです。 
「おみず、おいしいね！」 
 
みんなで がぶがぶ みずをのんでいると 
 
ガサガサ、ガサガサ 
 
くさむらから なにやら おとが きこえてきます。 
「なんだろう？」 

 



「がおーーーー！」 
 
ライオンがとびだしてきました。 
 
まっかな くちを あけて 
しま太に おそいかかります。 
 
「わー！ライオンだ！！」 
「キャー！」 



「にげろ！ もっとはやく はしるんだ！」 
 
おとうさんが さけび、 
みんな いっせいに にげだしました。 

 

 
「ガオー、ガオー！」 
 
するどい はの ライオンが 
うしろから おいかけてきます。 
 
「うわーーーーんっ！！」 
 
しま太も いっしょうけんめい  
はしって はしって はしりました。 

 



「ああ、たすかった」 
シマウマかぞくは なんとか にげきりました。 
  
でも、 
 
「えーん、いたいよ いたいよう」 
「まあ、たいへん！」 
 
しま太は しっぽに けがを してしまいました。 

 

「かわいそうに いたいの とんでいけー」 
おかあさんは しま太のしっぽを そっとなめました。 
 
おとうさんも しんぱいそう。 
 
「だいじょうぶか？」 
「うん、だいじょうぶ」 
 
しま太は にこっと わらいました。 
 

 



 
けれど そのよる 
しま太は ライオンにおそわれる ゆめを みました。 
 
 
つぎのひも  よるになると  
ライオンの ゆめを みてしまうのです。 
 
 
それから しま太は  
オアシスへ いけなくなって しまいました。 



こまった しま太は  
ともだちのところへ いきました。 
 
「やあ、しま太。どうしたんだい」 
 
「やあ、あのね。。。」 
しま太は オアシスでの できごとを はなしました。 

「おみずを のみにいけないんだ。 
 どうすればいいんだろう」 
 
すると ともだちは わらってこたえました。 
 
「かんたんさ！ライオンのことなんか  
 わすれちゃえば いいんだよ！」 
 
「うーん、なるほど…ありがとう」 

よるになりました。 
 
「わすれるんだ わすれるんだ」 
 
しま太は がんばって わすれようとしましたが 
そのひも ライオンの ゆめをみて ねむれません。 
 
「だめだ。やっぱり、わすれられないよ…」 
 
しま太は しょんぼり。 



こんどは せんせいの ところへ いきました。 
 
「おや、しま太くん。どうしたんだい」 
 
「せんせい あのね。。。」 
しま太は オアシスでの できごとをはなしました。 

「おみずを のみにいけないんだ。 
 せんせい ぼく、どうすればいいんだろう」 
 
すると、せんせいは はっきりと いいました。 
 
「しま太くん、がんばっていくしかないよ。 
 がんばれば すぐに できるようになるさ」 
 
「うーん、なるほど…ありがとう」 

しま太は オアシスをめざして 
あるいて みることにしました。 
 
でも、なかなか あしが まえにでません。 
がんばっても、がんばっても、すすめないのです。 
 
「ぼくは、よわむし なのかな」 
 
しま太は しょんぼり。 

 



しま太に げんきが ないことに きづいた 
おとうさんと おかあさんが 
しんぱいして はなしかけました。 
 
「しま太、げんきがないわね。どうしたの？」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「あの、じつはね…」 
しま太は ともだちと せんせいに はなしたことを  
おとうさんと おかあさんにも はなしました。 
 
「おみずを のみに いけなくなっちゃった。 
 わすれられないし、がんばっても できない。 
 ぼく、よわむし なのかな。どうしたらいいの」 

「そうか、ほんとうに こわかったんだね」 
「ケガも いたかったわね」 
 
「ケガは もうだいじょうぶ。  
 だけど  ぼく、すごく こわかった」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「あんなに こわいことが あったんだ。  
 こわいゆめを みるのも、 わすれられないのも  
 がんばれないのも しぜんなことだよ」 
 
「ほんとう？」 
「ほんとうだとも。みずを のみにいけるように、 
 すこしずつ、いっしょに やってみよう」 
「むりだとおもったら もどればいいわ。 
 すこしずつ なれていきましょう」 
 
「わたしたちが いつも いっしょにいるからね」 



「でも、また ライオンが でるかもしれないよ」 
しま太は また こわくなってきました。 
 
「そうだね、いるかもしれない。 
 でも ライオンが でてくるまえに、 
 おとがしたのを おぼえているかい？」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「うん。 ガサガサって おとがした。  
 のぞいたら ライオンが でてきたんだ」 
 
 
「そうだ。つぎは そのおとが きこえたら、 
 すぐに にげるんだ。 
 かぞく みんなで きょうりょく しよう」 

 
つぎのひ から、 しま太は  
おとうさんと おかあさんと オアシスへむかって 
あるきはじめました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「だめだ。こわいよ…」 
 
すこしだけ すすみましたが、 
しま太の あしは とまってしまいました。 
 
まだまだ オアシスは とおくです。 
 
「よし、きょうは ここまで。うちへかえろう」 
 



「よーし、うたを うたいながら かえろう！」 おとうさんが いいました。 
 
♪しま しま しまうま おしゃれな おうま しましま もようが すてきだよ♪ 
  
♪しま しま しまうま はしるの はやい ライオンなんかに まけないぞ♪ 
 
しま太も たのしくなって いっしょに うたいました。 

 



つぎのひも、 みんなで オアシスへむかいました。 
 
すこしずつ、すこしずつ ちかづいて、  
だんだん オアシスが はっきりと みえてきました。 
 
「だめだ。やっぱり、こわいよ」 
しま太は また たちどまって しまいました。 
 
「きのうより まえに すすんだね！ よく がんばった」 
おとうさんは にっこりして、 
また たのしい うたを うたいながら かえりました。 
 
つぎのひも、 またつぎのひも  
かぞくは そろって あるきつづけました。 



なんども くりかえして あるくうちに、 
しま太は オアシスに たどりついていました。 

 
「やった！やったよ！！」 
 
「しま太、よくがんばったわね」 
「えらいぞ！」 
おとうさんと おかあさんも おおよろこび。 

 



「おいしいね！！」 
 
オアシスの みずは まえよりも もっとおいしく かんじました。 
 

すると ガサガサ ガサガサ 
くさむらから あのおとが きこえてきました。 

 
「あっ！みんな、にげよう！！」 



「がおーーー！！！ あ、あれれ？？」 
 
とびだしたライオンは きょとん。 
 
シマウマかぞくは すばやく とおくに にげていたのです。 



「わーい！ライオンから にげられたぞ！」 
 
「ほんと、みんな ぶじで よかった」 
こんどは しま太も ケガをしていません。 

 

 
それからも、シマウマかぞくは  
サバンナで なかよく たのしく くらしました。 



 最後にしま太君はお父さんやお母さんに相談します。両親は「あんな怖いことがあったのだから、ド
キドキしたり眠れなくなったりするのは当然だよ。」と、今彼の心に起っていることを肯定してくれます。
それから「無理をせずいっしょに少しずつ水場に近づいてみよう。怖くなったらそこで引き返せばいい
からね。」と提案します。そして実際にみんなでいっしょに水場に近づき、思い出してこわくなったとこ
ろで「今日はそれでいいよ、いっしょに歌を歌いながら帰ろう。」としま太君を支えます。歌を歌うと楽
しくなって、しま太君は翌日も行ってみようかなと思えるようになります。翌日になって実際に行って
みると、昨日怖くなったところではもう怖い気持ちは起こらず、もう少し先まで行けることに気付きま
す。こんなふうにして何回かすると、いつのまにか水場に到達しています。 
 
 さて、この方法には二つの重要な要素があります。一つは、しま太君がライオンに襲われた後、
様々な心の変化を起こしていることについて、「それでいいんだよ、だれでもそうなんだよ。」と、恐怖
体験の後には誰にでも心の変化が起こるということをやさしく教えてあげています。これを「心理教
育」といいます。さらにそうした心の変化が起こったときには、歌を歌ったり、踊ったり、体操したりとい
うような心を軽くすること＝「リラクセーション」をすればいいということを実践しています。この「心理教
育」と「リラクセーション」の組み合わせによって、穏やかに体験の記憶に向かい合う方法を「ストレス
マネージメント」と呼びます。今ではこのストレスマネージメントの方法が、恐怖体験の後に自然に
心や身体、行動の変化を鎮めていくためには最も良い方法であるということが分かってきています。
しま太君の両親は、この最も適切な方法を実践しているということが分かります。 
  
 ではなぜしま太君はこの方法で少しずつ水場に近づいていくことができるのでしょうか？ 
 一般に私たちは、新しい体験をするごとに、それまでの体験で獲得した知識を新しい知識に書き
換えていきます。これを認知の変更とよびます。しま太君は水場に近づいていやな気持になります
が、そのいやな気持は単なる記憶の想起であって、現実的な危機ではないということに気づくことが
できます。ただしそのときにいやな気持ちが強すぎると、認知の変更の前に回避が起こってしまい、
知識を書き換えることを放棄してしまいます。したがって、いやな気持が起こったときには、そこでいっ
たん立ち止まり、心を軽くすることによって認知の変更を促してやればよいわけです。 
 このようにして、しま太君はライオンの恐怖を克服し、再び泉で水を飲めるようになりますが、いち
ど恐怖体験を克服すると、しま太君はそれまでよりも少し成長することができます。この場合はライ
オンに対する警戒の態勢がより高度なものになり、次にライオンが襲ってきたときにはいち早く逃げる
ことができるようになるわけです。こうしたトラウマの後の成長によって、動物たちは環境への適応力
を高めていきます。そしてこれは私たち人間の場合も同じだということができます。なぜなら人間も動
物の仲間なのですから。 
 
 最後に一つだけ注意しておかなければいけないのですが、体験に向き合いその表現を促すという
方法は、初期の「こころのケア」としては適切ではないと指摘しましたが、多くの人が回復した後の
段階、つまり中長期の「こころのケア」では、怖い体験を自分の抱えやすい物語に作り上げていくた
めに、語り合ったり、作文にしたり、絵を描いたりという「表現活動」が必要になってきます。防災教
育で行われる「語り継ぎ」という活動がそれにあたります。この絵本では、しま太君の歌っている歌に
少しその要素がこめられています。つまり、シマウマは素敵な馬なんだと自尊感情を高め、ライオン
より弱いけれども走るのは負けないぞと自信を持つ、このような物語が作られなければならないとい
うことです。まとめると、恐怖体験の後の「こころのケア」は、初期には無理のないストレスマネージメ
ントを行い、中長期的にはいやな体験を素敵な物語に語り直すことで、適応力を高め成長してい
く糧にする、このように行われなければならないということです。この絵本ではそのようなことを、子ども
たちにもわかるように伝えることを試みてみました。 
この絵本が、多くの子どもたちの「怖い体験」の後の成長に資することができれは幸いです。 
 
                   神戸学院大学客員教授（災害臨床心理学）：高橋 哲 

【保護者の方々へ】 
 
 とても怖いこと、災害や大きな事件、事故などを経験した後、私たちの心にはどのような変化が
起こるのでしょう。そしてどのようにすればその変化から回復していくことができるのでしょう。 
 絵本に登場するしま太君は、サバンナの泉に水を飲みに行った時ライオンに出会い、しっぽに噛
みつかれてしまいました。これはしま太君にとってとても怖い体験です。きっとその時しま太君は、ライ
オンに食べられて死んでしまうのではないかという命の危険を感じたことでしょう。こうした命の危険を
感じるほどの恐怖体験の後では、ふつう次のような３つの心の変化が起こります。 
 
 １．思い出したくないのにライオンのことが頭に浮かんでくる。いわゆるフラッシュバックといわれ 
    るものですが、専門的にはこれを「再体験」と呼んでいます。寝ているときにこの再体験が 
    起これば悪夢になります。 
 ２．水場に近づいたり、あるいは水を飲もうとしただけでも、ドキドキしたりびくびくしたりする。 
    これを「過覚醒」といいます。 
 ３．水場に行きたくなくなり、水場の話やライオンのも聞きたくなくてそれを避けようとする。 
    これを「回避」といいます。 
 
 簡単に言うと、「思い出す」「敏感になる」「避ける」この３つの反応が、恐怖体験の後で心の変
化として起こってくるようになります。 
 さらにこうした変化を背景として、子どもたちの場合には様々の行動上の変化も起こります。小さ
な子どもの場合には、お母さんから離れられないとか、いつもお母さんにくっついていようとしたりしま
す。これを「退行現象」と呼びます。またもう少し大きくなると、過剰に動き回ったり、イライラして身
近な人を攻撃したりすることもあります。これは「行動化」と呼ばれます。思春期ぐらいになると、
思ったことができない自分を責めたり、暗い気持ちが続いて沈みこんだりといったことが起こることもあ
ります。これは「抑うつ反応」と呼ばれます。これらの心理的、行動的な変化をあわせて、一般的に
「トラウマ反応」と呼んでいます。 
 
 ではどのようにすればこうしたトラウマ反応から回復することができるのでしょうか？ 
 絵本の中で、しま太君はまず友だちに相談します。友だちは「忘れちゃえばいい」とアドバイスして
くれますが、忘れようとしてもなかなか忘れることはできません。これは反応が身体の反応や無意識
の反応になっていて、意識的に自分でコントロールすることが難しいからです。次にしま太君は先生
に相談します。先生は「強い気持ちで立ち向かおう」とアドバイスしてくれますが、それもうまくいきま
せん。これもやはり反応がそう簡単に自分の力でコントロールできるものではないからです。さらにこ
の方法では、うまくいかなかった無力感から過剰に「思い出すこと」を避けるようになり、回避の反応
を強め、その結果、自分は弱虫だという自責感を強めるということも起こってきます。よく災害の後
にそれを思い出して語り合おうとか、絵に描いてみようといった表現を中心にした「こころのケア」が行
われますが、それをすると表現にともなって体験の恐怖の記憶が引き出されます。自然な想起では
ない記憶の引き出しは回避を強めるので、初期の「こころのケア」としてはあまり適切ではないといえ
ます。ＰＴＳＤというものがありますが、これは本来なら時間とともに回復するはずのトラウマ反応
が回復せずにずっと続く状態です。このＰＴＳＤは、過剰な回避を続けることによって起こるという
ことが今では分かってきています。そうすると、恐怖の記憶に無理をして向き合うと、かえってＰＴＳ
Ｄが起こりやすくなるという結果にもつながります。 



 【おわりに】 
 
 最後までお読みいただき、ありがとうございます。いかがでしたでしょうか？ 
 
 主人公の「しま太」は、ライオンに襲われる体験により、“怖い夢をみる”、“今までできたことがで
きなくなる”などのトラウマ反応が起こりました。少しずつ少しずつ前に進み、何度も繰り返し、よや
くトラウマを克服して、オアシスに辿り着くことができました。しま太の周りには、いつも見守ってくれる
仲間や家族がいました。また、オアシスで水を飲むときの対策・対応を学んでいたため、ライオンに
襲われた時と同じ状況になった際も、適切な判断・素早い対応でいのちを守り抜くことができまし
た。 
 
 この絵本で伝えたかったことは、 
・「トラウマ反応はあたり前だということ」 
・「少しずつで大丈夫だということ」 
・「対応や対策を学ぶことで、二度と同じ目に遭わないこと」 
の３つです。 
 
 地震などの大きな災害のあとには、トラウマ反応が起きるかもしれません。できていたことができな
くなるかもしれません。いつも通りに過ごすことが難しいかもしれません。それは自然なことなのです。 
また大きな災害が起きるかもしれませんが、その時の対応や対策を知ることは、いのちを守る力に
なります。 
 もし、災害後のトラウマ反応に不安を感じている人がいれば、それは自然な反応だと伝えてくだ
さい。可能であれば、そばにいてあげてください。「また同じことが起きたらどうしよう」と不安を感じて
いる人がいれば、対応や対策を考えたり、伝えたりしてあげてください。あなた自身に、長期的にト
ラウマ反応が続いたり、近くにそういう人がいたりすれば、専門家や周りの人に相談してください。
少しずつ、少しずつで大丈夫です。 
 
 この絵本が、子ども達や子どもたちを見守る大人の方々の回復、あるいは回復のイメージを持
つ、応援の一助となることを願っています。 
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【心のケアと防災教育でつくる 安心感と安全感】 
 
   防災教育は、被災地と未災地で内容が違います。  

  未災地では、災害に備える方法と、万一災害にあった時の対応の方法を教えます。 
  災害の体験を持たない子どもたちに災害をイメージしてもらうために、被災地の映像を 
  使うことがよくあります。 
 
   被災地で同じような授業をするとどうなるでしょう。映像を見た子どもたちは不安にな 
  ったり、泣いたり、お腹が痛くなったりしてしまうことがあります。授業をする先生には、「 
  何かあったら子どもがかわいそうだ」という心配や、「そんな時どう対応したらいいかわから 
  ない」といった不安があります。だから、被災地では、防災教育が敬遠され、心のケア 
  が優先されます。 
  
  なぜ、防災教育と心のケアを一緒にしないのでしょうか。 
  心のケアでは、三つの安心感を大切にします。 
  あなたが辛くて心が痛い、体が辛いのは、災害という普通ではない状況の普通の反応 
  です。だから安心してください。 
  あなたの傍には私がいます。だから安心してください。 
  同じことは二度と起こらないでしょう。だから安心してください。 
 
  この三つの安心感の中で、防災教育が深く関わるのは、最後の「同じことは二度と起 
  こらないだろう」という安心感です。 
  
   もちろん、熊本地震のように、震度７が２回も起こったという事実があります。ここで 
  は、そういった自然現象を指して、同じことが二度と起こらないと言い切っているわけで 
  はありません。それよりも、自然現象をよく知って、正しく備え、適切に対応すれば、同 
  じ災害に遭っても同じ怖い体験、辛い目には合わないということを言っているのです。 
  
   被災地での防災教育は二つの内容をもたなければなりません。心のケアの理論とストレ 
  スマネージメントの方法を教える内容（安心感）と、災害発生のメカニズム、正しい備え、 
  適切な対応を教え、災害を必要以上に恐れるものではないという感覚を伝える内容 
 （安全感）です。心のケアは安心感を与えます。防災教育は安全感を与え、それが安 
  心感につながるのです。 
  

防災・減災教育推進協議会 ： 諏訪 清二 


