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という発想が大切である。英語なら，国語なら，
理科，社会，家庭科，保健，芸術ならどんな授業
を行うか，それぞれの教科の中で，防災に関わる
単元を発見し，授業を工夫する楽しさを，教員が
見つけてほしい。

（２）教育改革としての防災教育
　防災教育は知識の伝達ではない。理解力，判断
力，行動力を養う教育でなければならない。先進
的事例を見ると，その実践形態は，教員から児
童・生徒への知識の伝達ではなく，体験的・発見
的・課題解決的である。
　大学受験に強く影響されている日本の授業は，知
識を効果的に吸収，記憶することに重点が置かれ，
考える力，話し合う力，発表する力，判断する力，
評価する力，行動する力など，社会に生きる人間と
して必要な力は軽視されてしまっている。辛い受験
勉強から逃げなかったという勲章は残り，その逃げ
ない姿勢は，社会で困難に直面した時に役に立つ
が，吸収した知識はどんどん剥落していく。
　一方，防災教育の優れた実践事例を見ると，そ
の手法は調べ学習，聞き取り調査，話し合い，発
表，相互評価，モノづくり，年下の子供への教育
など，多彩であり，今の受験中心教育が持つ欠点
を補う内容である。さらに，被災地の“新たな防
災教育”が取り上げている命や助け合い，思いや
りを語り継ぐ教育と合体させることで，教育の在
り方を変革するインパクトとなる。
　防災教育を，教育改革の可能性と捉えてみたい。

５．足元のローカルを楽しみながら備え
る「ジオパーク」で進む地域文化とし
ての防災

中川　和之＊

５．１　はじめに
　「『エコ』がブームから文化として定着しつつあ
るのに，防災が盛り上がらないのはなぜか。改善
の課題は？」というお題で好きなことを書けと編

集委員会から依頼された。かつて理事も務める
NPO法人「東京いのちのポータルサイト」でも，
同じようなテーマで議論をしたことがある。確か
に，エコのブームはちょっとうらやましい。防災
の手法は「何でもあり」なので，ブームでも利用
すればいいのだけれど，それでも一過性の「ブー
ム」と，時に目の前の「いのち」にかかわる防災
とは，どうも相容れない感じが否めない。そこ
で，ブームの先にある文化への定着を前提に，行
政や専門家から「やらされる防災」ではなく，地
元で「やり続けたい防災」になってきているかと
考えてみた。
　そう考えると，２００８年から日本でも始まった
「ジオパーク」の活動で，まさに日本各地で「防災」
にも取り組みたくなるムーブメントを巻き起こし
てきていることを，防災関係者が詳しく知らない
ことに気付いた。
　国連教育科学文化機関（ユネスコ）が支援する
国際的な活動で，ジオ（大地）とパーク（公園）
の造語がジオパークだ。ジオの保全と普及・教育，
ジオツーリズムなどでの地域の持続可能な発展を
目的とし，世界遺産のように地域振興策として手
がける自治体も急増しており，実質２年で既に２６
都道府県の８３市町村が，この活動に名乗りを上げ
ている。
　一度，大地と向き合い始めると，恵みだけでな
く災いにも目を向けざるを得ないのがジオパーク
だ。有史以前から，この地に住んできた先祖たち
が，地震や火山噴火，洪水や土砂災害に悩まされ
つつ，自然と付き合う文化を育んできた物語が，
観光客に伝える売り物になる。ジオパークの活動
を進める地域の住民だけではない。観光客として
ジオツーリズムを楽しむ都市部の住民にも，日本
列島や自らの足元を見つめ直し，自然災害を意識
するチャンスになるのだ。備えることだけを考え
る防災ではなく，「やり続けたい防災」の見本がジ
オパークの取り組みで生まれているのだ。
　一方，筆者も関わって，地震と火山の学会で
１９９９年から続けてきた「地震火山こどもサマース
クール」１）は，「災害だけでなく，災害と不可分の
関係にある自然の大きな恵みを伝える」ことを目
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的にしてきた。ジオパークでは「ジオが人間に与
える恵みと災いを，歴史や人間の生活と関連付け
て考える」（認定評価シート）ことが求められてい
る。ジオパークを認定する日本ジオパーク委員会
は，ジオに関わる理学系の学会からの委員らで構
成されている。研究者でもない筆者が，日本地震
学会からの委員となったのは，こどもジオツアー
ともいえるサマースクールを担当する委員会の委
員長をしているからだ。地震学会のなかでも，決
して理解者は多くなかったこの行事だが，気がつ
いたら社会が同じ方向を向いて活動するように
なってきたのだ。
　地域振興が「ないものねだり」から「あるもの
さがし」になってくるなかで，災害大国の日本に
はジオ＝大地の物語は無数にある。足元のジオを
楽しみ，ジオから学ぶジオパークは，「防災と言わ
ない防災」の典型的な活動として，おおいに期待
していただきたい。

５．２　震災契機に学会でこどもサマースクール
（１）脅しの防災の限界を見据えて
　学会がこどもサマースクールを始めた経緯を紹
介したい。阪神大震災をきっかけに，専門家の言
葉が地元に届いていなかった反省から，日本地震
学会と日本火山学会が実行委員会を作り，次世代
を担うこどもたちに直接働きかけるサマースクー
ルを，１９９９年から，北海道から九州までの地震や
火山に関係する１１個所で行ってきた。野外観察や
実験を一緒に行いながら，こどもたちと対話を重
ねているが，今から考えれば，実験付きのこども
ジオツアーを，毎年，場所を変えて行ってきたと
言えるだろう。
　最初から学会に組織的な意志があったわけでは
なく，行事は数人の思いから始まった。１９８６年の
伊豆大島三原山噴火の際，火山のことを何も知ら
ないまま被災した体験を「無意味の苦しみ」と感
じ，避難訓練や消火訓練だけでは「災害に対する
想像力の欠如」が否めず２），災害を起こす自然を
理解・納得しておくことの大切さを実感していた
地震学会学校教育委員長の桑原央治（当時都立大
島高教諭）が地震学会側で呼びかけの中心になっ

た。東海地震説の静岡県で育ち，脅しの防災の限
界と適切なリスクコミュニケーションの必要性３）
 を感じていた小山真人（当時静岡大助教授）が，
火山学会側から参画し，研究者ネットワークの中
心となった。地震学会の学校教育委には，阪神大
震災で被災して減災につなげる地球科学教育の重
要性を痛感した数越達也（当時兵庫県立芦屋高校）
ら地学教諭らが参画しており，阪神大震災の被災
地出身で防災活動でのマスコミの限界を感じてい
た筆者も一員となって継続してきた。
　防災教育や防災意識の啓発では，ほとんどが
「災いがやってくる」と脅すことから始まる。もち
ろん災害は怖いが，私は断層の山である六甲山を
嫌いにはなれない。ボーイスカウトでハイキング
やキャンプをしたし，ドライブも楽しく夜景も最
高だ。灘の宮水で美味しいお酒も飲める。住宅に
おあつらえ向きの南向きの斜面を作ってくれてい
るし，何より常に緑の潤いを眼にすることができ
る。上京後は，新大阪駅に近づく新幹線の車窓か
ら六甲山が見えてくるだけでホッとした。地震後
の神戸勤務時代も，最初のうちは通勤電車の北側
ドアの前に立って，毎日ニマニマしながら山を眺
めていた。
　災害を起こす場所をすべて避けようとしたら，
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写真 ５ -１　六甲山
いつかは地震が起きる証拠だった六甲
山。この山が断層運動でできていたこ
とを，地元の住民が意識して暮らすこ
とが必要だった。２００４年の夏のこども
サマースクールで見出された「壁っぽ
い山」という表現は，そのことを分か
りやすく伝えてくれる。
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日本列島に住むところはなくなってしまう。要は，
地震の山と分かってどう付き合うかが問われてい
るのだが，これまでの防災教育は，「危ない，逃げ
ろ」が先に立ってしまう。下手をすると，地域の担
い手になる大事な次世代に，地元をきらいにさせ
てしまいかねないことを積み重ねてきたのではな
いか。そこを何とか変えていきたかったのだ。
　北伊豆地震（１９３０年）を起こした丹那断層周辺
で行った第１回のサマースクールの際，まとめの
フォーラムで小山は，自然災害の本質を「①自然
の時間は人間生活の時間とは異なる，②人間に
とっては，自然の恵みの方がはるかに多い，③災
害は一瞬であるが，自然の恵みは一瞬の災害の上
に成り立っている，④災害は自然の理である」 ４）

などとし，「バードウオッチングのように，地形や
地質ウオッチングは成り立たないのだろうか」，
「今回の企画が，そのような自然への親しみ方，
ひいては『自然の本質を理解する文化』の形成を
めざす防災教育実践の一助に」と語っている。こ
の考え方は，その後も受け継がれてきた。

（２）こどもジオツアーの実践
　１１年後の２０１０年，第１１回のこどもサマースクー
ルが室戸ジオパークで開催され，ジオパークとの
コラボが初めて実現した。
　地震火山こどもサマースクールでは，こどもた

ちに「なぜ，ここに山があるのか，坂があるのか」
などと問いかけ，日ごろ見慣れたはずの地元の風
景の中にある地震や火山などの自然災害の証拠に
気付いてもらうことから始めることが多い。
　室戸岬で行った「室戸ジオパークを６１０倍楽しむ
方法」では，周囲が３６０度見渡せる展望台で，「こ
の風景のどこで南海地震が起きるか」と問い，小
学校高学年から高校生までの地元を中心にした参
加者らが，写真を印刷したパネルに書き込み，数
人のグループごとに発表をした。１グループ以外
は，特定の場所を震源と考え，岬が丸ごと震源の
上にあるという正解を確認して，南海地震のス
ケールを実感した。
　次の「この風景で不思議なところ，分からない
ところ，面白いところ」という問いかけには，地
震の大きな力を意識したためか，岬の西側と東側
の山の斜面の違いや段丘面など，地形のできかた
につながる証拠に大半のグループが気付いた。
　２００８年の京都では，周囲に高さがそろった山が
ある盆地地形を再認識し，なぜ盆地の地形なのか
を考えるきっかけにした。２００４年の六甲山では，
人と防災未来センターから見える景色を「壁っぽ
い山」と見出す参加者もいて，断層地形の見事な
表現には，研究者もうなったほどだ。
　２００９年に阿武火山群がある山口県萩市で行った
サマースクールでは，市内を見渡す田床山からど
こに火山があるのかを探し，単成火山の島々や半
島に気付き出すと，こどもたちは次々に発見して
いった。２００７年の箱根では芦ノ湖を眼下にする大
観山からどこが火山かを探すプログラムを実施
し，見渡す限り火山だとこどもたちをびっくりさ
せる計画だったが，当日は霧が激しくて写真での
説明になってしまった。２００５年の霧島では，宿舎
近くにある丸い御池に降りる急な坂や周囲の噴出
物から，穏やかな池が火口だったことを実感する
プログラムを展開した。
　普段から何気なくみていた風景から，みえな
かったものを発見するというワクワク感が，こど
もたちの興味を引き出すのだ。また，全体を通し
てカード集めをするというゲーム形式の進行も素
直な好奇心を引き出す仕掛けにもなっている。良
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写真 ５ -２　室戸ジオパーク
日本ジオパークに認定されている「室
戸ジオパーク」で開いた第１１回地震火
山こどもサマースクールで，「この風景
のどこで南海地震が起きる」との問わ
れた子どもたちは，「見渡す限り」との
答えに驚いた。
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い質問にカードを渡すという仕組みは，大人相手
のジオパークガイドからも使いたい方法だと言わ
れたほどだ。
　これらの風景から，地震や火山を見出したこど
もたちは，それをさらに実感するさまざまな実験
で，現象が繰り返されることを納得していく。小
麦粉とココアの地層で断層や付加体を作ったり，
歯科用の印象材で成層火山を作る実験。海底での
堆積を直感的に理解するため，ガラスビーズと水
をペットボトルに入れたエキジョッカーを海岸に
持ち出して，手元の実験と現実の風景を対比しな
がら，楽しく理解していくように促した。専門家
による解説は，単なる知識の暗記にならないよう
に風景や実験をつなぐ部分に留めている。
　最後のまとめ発表は，初期こそ「有珠山が地元に
与えている恵みは」（２０００年有珠山ウオッチング）
などとストレートな問いかけだったが，自然災害
の本質を問うよう，次のような課題となってきた。
「私たちは六甲山のこの地でどう暮らしていけばい
いのだろう」（２００４年），「相模湾と大磯丘陵には，
どんな力が働いて，何が起こっているんだろう。
それは私たちの暮らしと，どうかかわっているん
だろう」（２００６年），「これから箱根とどう付き合え
ばいい？」（２００７年），「盆地京都でどう過ごし，ど
う遊ぶ？」（２００８年），「私たちは，火山とどうつき

あっていけばいい」（２００９年），「室戸の土地はどこ
から来て，どこに行くの？　室戸ジオパークのお
薦めコースは？」（２０１０年），などなどである。
　こどもたちは発表で，「まず有珠山を愛する。愛
した上で備える」（２０００年），「参加しなければ三原
山はただの山だった」（２００１年），「災害は人々の暮
らしに工夫をもたらす」（２００６年），「地震は新しい
ジオパークを作りだす」（２０１０年）など，分かりや
すい一方で深い意味もあるような言葉を生み出し
てくれている。
　２０１０年の室戸ジオパークでのサマースクールに
参加したこどもたちは，「室戸ジオパークこどもア
ドバイザー」に任命され，日本ジオパーク委員会
の現地審査にも立ち合って，世界ジオパークへの
ステップアップをPRしたほどだ。
　初期には，学会の専門家が知っていることをこ
どもたちに分かりやすく伝えるという面が強かっ
たこどもサマースクールも，こどもたちのワクワ
クドキドキの感性に合わせて風景観察や実験を組
み合わせ，そこから自然の恵みや災害を発見して
分かりやすい言葉で表現する作業を，研究者が手
伝うという行事になってきた。地元のジオパーク
推進協議会と共催した２０１０年の室戸では，こども
たちのまとめ発表は，そのままジオパークの解説
看板に使えるのではないかとも言われた。
　こどもサマースクールは，参加したこどもたちに
しか伝えられない限界があったが，専門家との共同
作業の結果などを生かしたまとめなどが，解説版や
ガイドブックの素材となり，ジオガイドの分かりや
すい案内にも生かすことができるのである。

５．３　減災の国民運動や防災教育に学協会が果
たす役割

　２００６年４月に中央防災会議「災害被害を軽減す
る国民運動の推進に関する専門調査会」がまとめ
た「災害被害を軽減する国民運動の推進に関する
基本方針」では，「国民運動の展開に当たっては，
防災活動へのより広い層の参加を確保し，参加者
に正しい知識を分かりやすく提供することが必要
である」とし，「災害をイメージする能力を高める
ための質の高い防災教育コンテンツの充実」のた
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写真 ５ -３　室戸ジオパークでのこどもジオツアー
室戸岬の先端付近に見えるこの岩だら
けの海岸は，前の南海地震で現れたこ
とをサマースクールで岡村教授から聞
き，遠くに見える岩礁が次の南海地震
の後に「新しいジオパーク」になると
プレゼンした。
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めに「災害現象や防災の研究を専門とする学協会
などの知恵を結集」を求めている。
　この専門調査会では，筆者も専門委員として参
加し，「『備え』を実践するために，郷土の成り立
ちを理解する」と題して，サマースクールの取り
組みも含めて紹介。郷土の災害史作りを，専門家
の支援を受けた地域活動で実践し，防災マップと
観光マップ，地域の歴史資料集などを加えたコン
テンツ作りをと訴え，提言に盛り込まれている。
　また，文部科学省の「防災教育支援に関する懇談
会」の２００７年８月の中間取りまとめ「『生きる力』
を育む防災教育を支援する」では，「自然現象を災
害の面からのみ捉えるのではなく，併せてその恵
みについての理解も深め，自然と共生する能力を
有する人材の育成を支援する」とし，「継続的な取
組として定着し，将来にわたり発展していくよう，
大学・研究機関・学協会をはじめ，地方公共団体，
学校，地域団体，民間企業等による有機的な推進
ネットワークの構築」と「防災教育の『担い手』・
『つなぎ手』の育成に取り組む」としている。
　これらの目指すところは，次章で見るように，
ジオパークでの取り組みにすべて含まれている。
それを「やらねばならない」防災教育としてでは
なく，地域興しで観光資源にもなる活動として推
進できるところが，これまでの取り組みと質的に
大きく違うところである。

５．４　防災文化をジオパークで再発見
（１）ジオパークと防災
　ジオパークとは，１９９０年代に欧州で始まった活
動で，世界遺産と同様の仕組みを目指して，１９９７
年に欧州の推進団体ヨーロッパジオパークネット
ワークからユネスコに提案されたが成立せず，
２００４年にユネスコが支援するNGO「世界ジオパー
クネットワーク」（GGN）を設立して，世界的に
推進する体制を確立。GGNへの加盟を認定され
た世界ジオパークは，２０１０年１０月現在で，日本国
内の４個所を含め２５カ国７７個所にある。日本で
は，日本ジオパーク委員会が認定する日本ジオ
パークが１４個所ある。
　これらのジオパークの活動に，もとから防災は

含まれていたのかというと，実は否である。安定
大陸の欧州からスタートしたこともあって，太古
から変わらない地層や岩石など地球科学的な珍し
さが，世界ジオパークの認定基準のウエートを占
めていた。４０億年の地球の歴史上からは，「ほん
の」１５００万年前に大陸の縁から誕生したのが日本
列島だ。そこでは，変動するジオとつきあうため
に，防災の視点が不可欠だ。２００８年６月にドイツ
で開かれたGGNの国際会議で，日本の代表がジ
オパークは防災教育のフィールドにもなると主
張。大会宣言の中に「ジオパークはジオハザード
や気候変動などの問題に関する社会との情報共有
にとって有用である」として，防災も重要な目的
だと明確にされた。
　「世界」候補を推薦し，「日本」を認定する日本
ジオパーク委員会には，地質，地理，第四紀，火
山と地震の各学会から委員が送り出されており，
筆者は日本地震学会から参加している。地震学会
の理事会で，ジオパークの運動に参画するかどう
かを議論した際，当初はGGNのガイドラインの
中に防災の視点がみあたらないことから，観光や
地域振興一辺倒では問題があるという議論もされ
たほどだった。
　日本ジオパーク委員会では，２００８年５月の第１
回からその議論になり，　６月に公開した世界ジオ
パークへの応募要領では，GGNのガイドライン
について「変動帯である日本列島のジオパークの
価値を的確に評価するには必ずしも十分なもので
はありません。変動帯のジオパークとしての見ど
ころや活動，例えば現在進行中の地球科学的現
象，防災教育的な活動など，自己評価票では必ず
しも評価されない部分は，申請書で積極的にア
ピールしてください。変動帯のジオパークを評価
できる項目・観点の採用を今後本委員会として世
界ジオパークネットワークに働きかけていきま
す」と明記。それがドイツの国際会議での宣言に
つながった。

（２）足元を楽しむジオパークを基点に防災も
　実際に，初年度に申請を行った５地域のすべて
で，ジオパークと過去の災害や防災との関わりが
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要素として盛り込まれていた。同年１０月のGGN
申請地域の決定記者会見資料には，「日本は地震・
火山噴火・土砂災害などジオに関わる災害の多い
国である。その日本で安全に暮らすためには，地
球の成り立ちとしくみを知ることが不可欠であ
る。しかし，近年の傾向として理科離れ，さらに
その中でも地学離れが深刻であり，地学に対する
市民の理解は低下しつつあるのが現状である。ジ
オパークでジオツーリズムを振興することは，そ
の対象となる地域の振興につながるだけでなく，
日本の減災・防災に役立つことである」と明記。
　また，２０１０年に公表した日本ジオパーク委員会
で使用する評価シートの審査項目には「ジオが人
間に与える恵みと災いを，歴史や人間の生活と関
連付けて考えるジオサイト，ストーリー」や「地
元の学校の生徒，地域の人々に向けての科学・環
境・防災教育の実施体制と実施状況」，「ジオパー
ク内の住民，訪問者に対するリスクの分析に基づ
く，安全・防護対策の状況（ハザードマップの作
成と周知，防護柵等の安全施設や避難施設の設置
ほか）」を評価することを明記している。
　近年の噴火の際には，火口直近の温泉街のあり
方を巡って観光業界と行政・専門家がぎくしゃく
した有珠山も，洞爺湖有珠山ジオパークとして日
本初の世界ジオパークに認定されると，温泉街の
ホテルにハザードマップが張り出されるように

なって，温度差が減りつつあるという。かつての
伊東沖の群発地震での経験から，観光と火山活動
が結びついていなかった伊東市が，２０１０年に大室
山が天然記念物となったことなどを契機に伊豆半
島ジオパークの推進役となっている。こどもサ
マースクールを実施した室戸では，地元高校に
「ジオパーク学」という科目を設けるとともに，来
るべき南海地震に備えた防災教育を売り物にした
修学旅行の誘致などを目指そうとしている。「地震
は新しいジオパークを作りだす」としても，それ
を素直に売り物にするためには，地元から犠牲者
をだしてはならないことも，室戸のサマースクー
ル参加者はよく理解していた。
　２００９年２月，東京・本郷の東大小柴ホールで開
かれた日本ジオパークの記念式典で，来賓として
あいさつした日本ツーリズム産業団体連合会の舩
山龍二会長（JTB相談役）は，「火山や温泉は日本
の最大にして大変貴重な資源。時には災害を引き
起こすが，日ごろは人びとの生活や産業に大変な
恵みをもたらす。日本の地質は，世界的に見ても
大変ユニークで，これからあるべき観光の象徴と
して，日本ブランドの一つとして加えたい」と
語ったように，これまで，ややもすれば対立をし
てきた観光と防災が融合し，ジオパークを通じて
新たな価値が生み出されようとしている。
　我が国で観光として楽しめる自然の驚異の多く
は，災害につながる可能性のある自然の営みだ。
そこに暮らしてきた人の物語を加えたジオストー
リーに親しむことは，我々が失ってきた災害文化
をもう一度取り戻すことにもつながる。先祖たち
の労苦を繰り返さないのも，サイエンスを手にし
ている私たちの務めである。
　２０１０年８月に開かれた日本ジオパーク糸魚川大
会では，ジオパーク１０００年構想も打ち出された。
これから１０００年の間に，私たちの子孫が大地震や
大噴火などを何度も経験する。ジオ的な年月で言
えば短い期間だが，人の歴史的にはとても長い時
間だ。しかし，この国では過去１０００年以上，受け
継がれている文化もたくさんある。ジオパーク
は，そのような文化を育む礎になりたいという構
想である。失うことを恐れるだけの防災ではな
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写真 ５ -４　洞爺湖温泉某ホテルのロビー
世界ジオパークに認定された北海道洞
爺湖町では，以前は火山防災に消極的
だった洞爺湖温泉街でも，ホテルのロ
ビーに，ジオパークのポスターととも
にハザードマップが張り出されてい
る。
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く，防災の文化を再発見し想像するジオパークの
取り組みに，ぜひ多くの防災関係者が注目して，
関わっていただきたい。そして私は，いつか阪神
淡路ジオパーク（KOBEジオパーク）が実現し，
六甲山や淡路島のジオとともに，地震から復興し
たKOBEのまちを世界の人に見に来てもらいたい
と願っている。
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６．災害に強いこどもを育成する「サバイ
バルジュニア」の活動から得たヒント

岩室　晶子＊

６．１　地域に根ざしたNPOを目指して
　私たち特定非営利活動法人「I Loveつづき」は
地域でまちづくりをしているNPOである。１９９９ 
年，横浜市都筑区役所の生涯学習の学級から生ま
れ，まちの環境調査をする中，それらを地図に落
としこみ分析し，問題点を改善するため，行政と
協働でさまざまなイベントをしかけるようになっ
た。社会的な事業を多くするようになり，２００３年
NPO化した。主なメンバーは，主婦，自営業，
リタイヤした人などである。
　実施してきたプロジェクトは多岐に渡る。まち
の住民と一緒に落書き消しイベントをしたり，環
境啓発イベント（キャンドルナイト，打ち水大作
戦，緑のカーテン等）をしたり，あるいは交通事
故多発地帯を調査し，事故が多く，気をつけて欲
しい交差点などを地図上にあらわし，住民に公開

するなど，「身近な環境」をテーマに地域から地球
環境を考える活動をしてきた。
　私たちのNPOの多くのメンバーは子育て真っ
最中の主婦だ。２０００年に入ってから，日本各地で
こどもが狙われる事件が相次いで起こっていた。
安全であるはずの学校でもこどもが刺されてしま
うなどショッキングな事件もあった。私たちのま
わりでも小さなこどもを狙った不審者が出るなど
の情報が入ってくる。緊急事態のとき，こどもの
すぐそばにいつも親や助けてくれる大人がいると
は限らない。「こどもたち自身」に生き延びる力を
つけ，いざというときにパニックにならない，危
機管理に強いこどもになってほしい。地域の宝物
であるこどもたちを守りたい。私たちは，そんな
きっかけで「サバイバルジュニア」事業をスター
トさせた。一般的な防災訓練のスタートとは少し
違っていたと思う。

６．２　サバイバルジュニアプログラムの立ち上げ
 「いざというとき自分の身は自分で守れる」
　「正しい判断で行動できる」
　「地域の情報にくわしい」
私たちはそんなこどもたちを育てたい，と考え
た。
　犯罪を想定するというのはこどもたちには少し
厳しいと思い，危機管理という大きな枠の中，「い
ざというとき」は地震が起こったことを想定する
ことにした。事業の柱は二つ。
①さまざまなプロフェッショナル講師による防災
訓練，学習を含む一泊二日の「サバイバル体験
キャンプ」。
②キャンプ終了後の宿題として「家庭内の防災対
策改善」と「自分の家のまわりの防災マップづ
くり」，及びその成果の「こども防災シンポジウ
ム」での発表。
　①では，自主性を大切に，すべてを教えるので
はなく，自らが学べるプログラムを多数用意した。
　②では，体験を学びっぱなしにしないで，成果
発表する機会をつくることが大切と実施した。
　これらの二つの柱，キャンプからシンポジウム
まで出来た人を隊員と認める。毎年１～２人の脱

３４３

＊ NPO法人I Loveつづき理事長
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