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「アトリエ太陽の子」の巨大絵画作品が会場に彩りを添えてく

ださいました。休憩時間には、熱心に展示に見入る来場者の

方が大勢いました。今年は、オープニングを受賞校の表現活

動(ダンス・紙芝居)が飾り、会場の一体感を高めるクロージン

グ(映像撮影)で幕を下ろしました。当日の様子は、

youtubeでご覧いただけます。1月24日 

12時時点の再生回数は、499回となって 

います。ぜひ、子どもたちの発表をご覧くだ 

さい。 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FjUbgVaFaZc 

 

 

 2019年1月13日、兵庫県公館で、平成30年度1.17防災未来賞「ぼうさい甲子園」の表彰式・発表会が開催されました。受賞

33校の内、30校がご出席くださり、会場には300名を超える方々がご来場くださいました。 

 グランプリに輝いた、四万十町立興津中学校をはじめ、ぼうさい大賞、優秀賞に輝いた8校の活動発表はどれも素晴らしく、「ヒントを

得られた」「私の学校でもやってみよう」という声がたくさん聞かれました。その他、会場では、受賞校の活動報告が展示され、絵画教室 

 

 

 1月17日、阪神・淡路大震災から丸24年を迎えま

した。毎年「ひょうご安全の日のつどい」という兵庫県が

主催するイベントが、HAT神戸にある、阪神・淡路大

震災の記念館、“人と防災未来センター”前のなぎさ

公園周辺で開催されています。県内外から防災減災

活動に取り組む企業、行政、団体が集いブース出展

を行い、活動の紹介や交流が行なわれました。震災メ

モリアルウォークのゴール地点にもなっており、多くの方が

つどいに参加されていました。 

 さくらネットでは、ぼうさい甲子園の受賞校の取組み

紹介と、防災学習ツールの紹介・体験を実施しました。

震災当時の写真を眺めながら、24年経ったまちの変

化を、参加くださったみなさんと、見つめ直す時間にも

なりました。今年は暖かく、お天気の良い１日でした。 

発行日：2019年1月25日  発行：NPO法人さくらネット 

 14回目の「1.17未来賞ぼうさい甲子園」そして24回目の阪神・淡路大震災追悼の集いなど、が行われて、私たちの新しい１年がは

じまりました。 

 今年は、新年早々熊本で震度６の地震というご連絡があり、災害が多く発生した昨年のようにならないことを願っています。 

一方、災害の多発にもむきあっていけるような、日々の過ごし方について、さまざまな関係者のみなさまと一緒に模索しています。 

 さて、「さくら防災学習新聞」は、NPO法人さくらネットの3つの事業(防災教育・学習推進、被災地支援、災害にも強い福祉コミュニ

ティづくり推進)のうち、「防災教育・防災学習推進事業」に関するお知らせやご報告をお届けしています。 

また、昨年から、「クリエイティブ・防災学習」として、諏訪清二先生に連載をお願いしています。今年も継続してご執筆をお願いしており、

1月号はまさに新年特集号とも言える充実した内容になっています。盛りだくさんの9ページ、どうぞお楽しみ下さい。 

 諏訪先生とのコラボレーションにより、春には、「ぼうさい甲子園」の成果を世界に発信する試みも生まれます。今年もどうぞよろしくお願

い申し上げます。 

・1/31 滋賀県野洲市後援 

・2/4 八尾市講演会 

・2/6 一色中部小学校 授業 

・2/11、19 京都市南区訓練 

・2/16 待鳳子ども防災EXPO 

・2/22 茨木市立中学校授業 

NPO法人さくらネット 代表理事 石井布紀子  

https://www.youtube.com/watch?v=FjUbgVaFaZc&fbclid=IwAR35w4eIGscuf0CUkKncfo6YGFQ3HhkGVny04MjIb7iR_RT0VD1DrjegSM0
https://www.youtube.com/watch?v=FjUbgVaFaZc&fbclid=IwAR35w4eIGscuf0CUkKncfo6YGFQ3HhkGVny04MjIb7iR_RT0VD1DrjegSM0
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連載「トップダウンとボトムアップで防災学習を考える」①-1 ネパールの子どもたちへのメッセージ 
 

防災学習アドバイザー・コラボレーター 諏訪清二  

バルビカス高校 
 
 ネパールに行ってきました。前回の訪問が、大阪府北部地震が発生したちょうどその時だったので、約半年ぶりになります。目的は、チー
ムひょうごが実施してきたネパール地震被災地支援の最後の詰めです。教職員対象の防災教育セミナー、防災学習テキストとマニュアル
作成、災害学習センター（Disaster Learning Center）の設置、途中から始まった小さな学校の校舎建設などがほぼ終わり（予定
よりだいぶ遅れましたが）、財務関係を処理し、建設が終わった校舎に取り付ける小さな銘板を贈呈するのが今回の渡航目的です。 
 ＊チームひょうご：ネパールで様々な活動をしていたNGO、大学、個人などが、ネパール地震をきっかけに集まった緩やかな連合体。 
 
 実は、チームひょうごの仕事とは別に、個人的にもう一つの目的を持ってやってきました。それはカトマンズ盆地の北東に位置するアラポッ
ト（Alapot）という村にあるバルビカス高校（Bal Bikash Secondary School）で防災教育を復活させることです。このバルビカス
高校は、2000年になる直前（つまり20世紀です）、NSETというNGOがネパールで初めて地震防災を始めた時、そのプロジェクトに最
初に参加した学校の一つです。校舎の耐震補強工事を行いながら、こどもたちや教職員、地域住民対象に防災教育も行うというネパー
ル初の地震防災プロジェクトです。 
 ＊NSET：National Society for Earthquake Technology in Nepal 
 
 私が舞子高校に勤務していたころ、バルビカス高校との交流を中心としたKathmandu-Kobe Exchange Program（カトマンズ―
神戸交流プログラム）をNSETと作り上げてきました。毎年夏、舞子高校環境防災科の希望生徒10人ほどがネパールを訪れ、日本の
防災教育や阪神・淡路大震災を伝え、NSETのSchool Earthquake Safety Program（学校地震安全計画）に学び、ホームス
テイを中心とした文化交流を行っていたのです。その当時、ネパールの中高生といっしょに合宿の防災サミットを行うと、バルビカス高校の生
徒はいつもその中心にいました。卒業生もサポーターとしてサミットを支えていました。バルビカス高校はまさに、ネパールの防災教育の象徴
だったのです。 
 
防災教育の復活をめざして 
 
 私は転勤もあってしばらくネパールから離れていたのですが、ネパール地震（2015）の後、チームひょうごの調査活動やその後のプロジェ
クトに関わって久しぶりにネパールを訪れるようになりました。年に3回程度の頻度です。 
 
 その時、昔出会った多くの先生方と再会し、バルビカス高校の先生方とも旧交を温めました。学校を何度か訪れて話し込んでみると、バ
ルビカス高校は以前ほど熱心に防災教育を行っているわけではないということがわかってきました。チームひょうごのプロジェクトが終わりを迎
える頃、じゃあアラポットでもう一度防災教育を復活させようじゃないかと、先生方と話し合ったのです。防災教育復活を目指した訪問は、
6月に続いて今回で2回目になります。 
 
急な訪問で授業をさせてもらった 
 
 日本だと正月前後は冬休みですが、ネパールの学校は1月1日を休みとするだけで年が変わるからといって日本のようにちょっと長めの冬
休みがあるわけではありません。ネパールでは4月下旬にあるネパールの正月のほうが盛大なのだそうです（中国の旧正月を思い出しまし
た）。12月30日という、日本では暮れの押し詰まった時期に訪問しても、こどもたちは普通に授業や試験を受けていました。今回は、模
擬授業を行って、数人の先生方と話しただけで、教職員セミナーはできませんでした。どうやら、先生方が授業やテスト監督で忙しく、集ま
る時間が取れないからのようでした。 
 
 日本だと、外から誰かが来て授業やセミナーを行うとなると、1か月以上前から準備を始め、担当者とプログラムを決め、粗相のないよう
に必死に準備するのが普通です。ちなみに私はそんな堅苦しさが大嫌いですが・・・。 
 
 今回は、出発まで1か月を切って私の都合で日程を変えたりしたので、調整役のNSETのアパラジータさんは苦労したようです。で、おそ
らく訪問日の最終プログラムはおそらく1日前に決まったのではないでしょうか。でもその緩さが私は大好きです。 
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連載「トップダウンとボトムアップで防災学習を考える」①-2 ネパールの子どもたちへのメッセージ 
 

防災学習アドバイザー・コラボレーター 諏訪清二  

支援者が実践者を育てない 
 
 さて、バルビカス高校での授業の話です。今回は、その場で旧知の理科の先生と相談して、二人で授業をすることにしました。私はネ
パールに2002年から来ており、私ひとりで行うモデル授業は何回もしてきましたが、ネパールの先生と一緒に授業をするのは初めてです。
しかも、バルビカス高校でネパール人の先生が防災の授業をするのを見るのも初めてです。さらに、これがネパールでネパールの先生の防
災授業を見る2回目です（実際には、チームひょうごがプロジェクトを実施してきたヌワコット郡のモデル地域ではネパール人の先生が頻繁
に防災授業を行っていますが）。 
 
 余談ですが、ネパール地震の後、チームひょうごのプロジェクトが始まる頃にヌワコット郡の学校を訪問した時、ネパール人の先生が子ども
たちに防災を教える授業を始めてみました。一緒に授業を見ていたNSETの防災教育担当者（昔からの知り合いです）に、「ネパール人
先生がネパール人学生に防災の授業をしているのをはじめてみた」と言ったら、その方が”Me, too."と返してきました。そこがポイントだなと
思いました。外部資源が入る支援のプロジェクトでは、支援者が何でもかんでもやってしまって、現場の先生にノウハウが伝わらず、当然現
場の先生に当事者、担当者が生まれず、支援者が去っていくと何も残らなくなってしまいます。そこを変えないとだめだと強く思いました。今
回、バルビカス高校でモデル授業をするかと問われて、できれば先生の授業が見たいとお願いしたのも、現地の先生が授業をする習慣を
作っていきたかったからです。 
 
Co-Teaching 
 
 さて授業内容です。ネパールの理科の先生にはハザードの説明をお願いし、私が備えの大切さを担当しました。 
 
 理科の先生はずっと防災教育に関心を持ってきた数少ない先生の一人なので、急な授業にもかかわらず、災害を引き起こすハザードの
種類や被害の実際、二次災害、減災に向けた活動などをわかりやすく説明していました（といってもネパール語でしゃべっているのでよくわ
からないのですが、板書が英語だったのでそうだろうなと思った次第です）。 
 
 私は単発の授業でよく取り入れている「1日前プロジェクト」をしました。「明日、大地震が起こります。今日、何をしますか」と問いかけ、
考えさせるのです。最初は相談せずに一人で考えさせ、その後グループを作って話し合わせました。最後に発表してもらい、私からメッセー
ジを伝えました。 
 
行動を起こさないと 
  
 私のメッセージは簡潔です。「1日前に様々な備えをすると答えてくれたけれど、これを全部実践している人はいますか」と問いかけるので
す。Yesと答える生徒は、多くても20人のうちの一人くらいです。つまり知識はあっても行動は伴っていないのです。私はこんな風に聞きまし
た。「知識がなく何もしない人がいます。一方で知識をたくさん持っているけれども何もしない人がいます。同じに見えますか、違って見えま
すか。」こどもたちの答えは「同じに見える」です。「知識は大切だけれども、知っているだけではだめだ、それを行動に移さないと。」これが私
のメッセージです。 
 
 この授業は日本でも、海外でも、小学生でも中学生でも高校生でもできます。そんなにたくさんの準備を必要とするわけではありません。
生徒たちとのやり取りを楽しみながら、生徒たちがグループで一生懸命話し合う姿を見ながら、活発にできる授業です。日本の教育界の
流行りの言葉でいえば「アクティブ・ラーニング」であり「対話的で深い学び」を実現できます。 
 
 そして、最後のメッセージには説得力があると自負しています。先生方にお願いです。防災は専門的で難しいと思わず、ぜひ、こんな授
業を学校でやってみてください。 
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ユース熊本地震を「語り継ぐ」会 夏合宿と冬合宿① 
 

防災学習アドバイザー・コラボレーター 諏訪清二 

夏合宿at 阿蘇 
 
 熊本で、夏、ユース熊本地震を「語り継ぐ」会を開きました。1泊２日で、地元の小学生、中学生、高校生が合計22人、神戸からの
高校生と大学生が6人、あわせて28人のこどもたちと若者たちが参加しました。 
 
 プログラムのほとんどはワークショップで構成されています。ワークショップの意義は、参加者がお互いの考え、意見を尊重しあい、他者の考
えから学び、自分の考えを消化（昇華でもいいかな）し、修正しながら、みんなで一つの作品を作り上げていくところにあります。聴く力、
話す力、修正する柔軟性、そういった力が必要です。 
 
 さて、大人の世界を見てみましょう。政治家たちは、自分たちの考えを唯一の正解と考え、あの手この手で押し通そうとします。一方、反
対の人たちは、相手の考え方を否定することに全力を挙げ、もちろん聞く耳は持ちません。大声で野次り、それが正しいことだと信じ切って
います（たまに馬鹿なヤジを飛ばして嫌々、形だけ謝罪する議員がいます）。 
 
 テレビで朝まで議論している人たちは、相手の発言を遮り、否定し、自分だけが正しいと信じて疑いません。 
 
 これは本当の議論、討論ではありません。 
 
 議論は何かを生み出してくれるはずです。その過程は、自分の考えを伝え、相手の意見を聞き、話し合い、修正しあい、より良い方向に
持って行くことです。今回のワークショップはそのための手法を取り入れました。 
 
 「ブレインライティング」で他者の意見を受けて自分の考えを修正、発展させていきました。「KJ法」を使って、様々な意見を分類していき
ました。「ワールドカフェ」を使ってまとめた考えを共有しました。他者からも学ぶのです。そして、集大成としてアクションプランを作りました。
「合宿でいい体験をした」で終わるのではなく、そこで考えたことを持ち帰って自分たちの語らいの会を始める計画を考えました。 
 
 参加者全員で協力して新しい動きを作り上げていくのです。これが討論の本質です。 
 
 「語らい」で必要な力は、被災地でも必要です。聴く力、話す力、修正する力、妥協する力、納得する力、実行する力・・・、そして何よ
り、みんなで何かを作り上げていく力です。 
 
 もし避難所が、一部の傍若無人な政治家や朝まで討論している知識人、タレントのように自分の意見を通すことだけに汲々としている
人ばかりだったら、運営がどれだけ困難になるか、想像に難くないでしょう。こどもたち、若者たちには、そんな大人になって欲しくありません。
もっと、しなやかでゆたかな発想を持った人間に育ってほしいと願っています。 
 
 もう一つ、「語る」意味も考えました。教訓を伝え、それを受けて備え、うまく対応することで被害を軽減することの大切さ、つまり減災の大
切さを伝えることは、災害体験の語りの大きな部分です。私は「社会的な意味を持った語り」と呼んでいます。 
 
 でも、語られる体験はそれだけではありません。時としてもっと個人的なもの、（参加したこどもたちの声で表現すると）避難所での辛さと
か、他府県に避難したさみしさとか、知らない人の支援のうれしさとか、自分の身を気遣ってくれた家族の温かさとか、そういう語りもあります。
時に支援者や周囲の人の理不尽な攻撃に涙した体験も語られます（例えば、避難所で配られたスリッパを家族分持って帰ろうとした女
の子は、「あの子あんなにたくさん持って行っている。がめつい子」と言われ涙します）。 
 
 私はこれらを「個人的な意味を持った語り」と呼んでいます。そういった語りも、ワークショップのあちこちで散見されました。 
 
 語ること、書くことは難しいと思います。でも、ワークショップで自然に語り、書く体験は参加者を飛躍的に成長させてくれたと感じています。 
 
 ワークショップという活動そのものが持つこどもたちを成長させる力と、そこで語り合った内容がうまく調和して、こどもたちが災害体験を語る
大切さを理解できたのだとしたら、この会を開いた意味があります。 
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ユース熊本地震を「語り継ぐ」会 夏合宿と冬合宿② 
 

防災学習アドバイザー・コラボレーター 諏訪清二 

冬合宿 at 天草 
 
 夏合宿に続いてもう一度、災害体験を語り合おうと熊本と神戸の小学生と高校生、大学生総勢27人が熊本の天草に集まりました。
今回も、ワークショップ形式で、こどもたちの声を引き出しました。 
 
 初めに、「なぜ語るのか」というテーマで考えてもらいました。個人の考えをポストイットにどんどん書きだしていきます。相談は無しです。自
分の考えをできるだけたくさん書きだします。考えをたくさん書きだすコツは、逆説的ですが、考えないことです。この考えはいいのかな、だめ
なのかなと悩むと書く手が止まります。ただ思いついたことをどんどんポストイットに落とし込んでいけばいいのです。良しあしはあとでみんなで
考えます。参加者のテーブルには見る見るうちに大量のポストイットが並べられていきました。 
 
 次にグループで書いた内容を見せ合いながら（模造紙に貼って）、KJ法を使って分類し、短い文章や句でまとめた内容を表現していき
ます。ところどころにくまモンのイラストが描かれているのはご愛嬌です。 
 
 最後に発表です。リーダー的な大学生や高校生だけではなく小学生たちにもしゃべってもらいました。 
 
 発表された内容を私が無理やりまとめていくのですが、実は、これはある意味、こどもたちの方向付けとして私が前もって考えていた「結
論」に導いていく作業です。それは、「だれが語ってもいい」「どんなことでも語っていい」という安心感を与えることです。語りには「社会的な
意味」と「個人的な意味」があって、両方ともとても大切だということです。その結論を、講義を通して伝えるのではなく、子どもたちの話し合
いから帰納的に導かれた結果として受け止めてもらいたかったのです。納得感を持ってもらいたかったのです。大人は時々狡猾な手段をと
ります。 
 
 次のワークショップは語る内容をどう深めていくか、です。そのために、文章の書き方のワークをしました。A4用紙の真ん中に「熊本地震」と
書きます。その言葉をじっと見ながら、思いつくことを何でもいいからその周りにどんどん書き出していきます。あれやこれやと連想しながら、一
見関係なさそうなことも含めて、頭に浮かんだ言葉を書き連ねていきます。そして出された大量の言葉を3つか4つにまとめていくのです。まと
められた語句を抽象的な一文で表したものが一つの段落の内容を表します。あとは、その1文に具体的なエピソードを付け加えていけばい
いのです。文章を書くときに、一つだけ大事なルールを伝えました。「自分にしかわからないことを誰にでもわかる言葉で書く」という、私がい
つも肝に銘じている原則です。そして、20分もすれば、伝えたい内容をわかりやすく表現した作文の完成です。 
 
 小学生にはちょっと難しい作業だったかもしれませんが、子どもたちの集中力は大人たちを驚かせました。誰もが予定の字数以上の内容
を一気に書き上げたのです。 
 
 次に、その文章をグループで見せ合ったり読みあったり、お互いに質問をしたりして深めていく時間を取りました。15分を設定し、班のメン
バーを入れ替えながら合計4回行ったのですが（つまり60分です）、こどもたちは集中力を切らせませんでした。このセッションでは参加者
はいろんなストーリーに出会いました。熊本の被災地からやってきた参加者と神戸からやってきた熊本地震を知らない参加者が違った視点
で話し合いました。小学生と高校生、大学生が対等の立場で意見を交わしました。 
 
 メンバーを変えた話し合いが終わると、元の班にもどって自分たちが伝えたい「熊本地震」を語り合い、まとめます。合宿冒頭のワークショッ
プは「なぜ語るのか」に焦点を当てましたが、次は「何を語るのか」がテーマです。最後に発表の時間を設けました。模造紙にまとめられた参
加者の伝えたい内容を写真で紹介します。じっくりと読み取ってください。 
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ユース熊本地震を「語り継ぐ」会 夏合宿と冬合宿③ 
 

防災学習アドバイザー・コラボレーター 諏訪清二 

 最後の発表に至るまでにいろんな話が飛び出しました。例えば、「車中泊はしんどかった。でも星が見えて綺麗だった。案外楽しかった」という語
りは、大人たちが否定的に扱う車中泊でさえ、こどもたちはその非日常を楽しみ、何より、助け合う家族の温かさを感じ取ったのだと思います。 
 
 「きゅうりを丸ごと一本食べたかったのに食べられなかった。分け合う大切さを知った。」こどもたちは道徳教育によって助け合いの大切さを知るの
ではなく、きゅうりから学んだのです。その感性の柔らかさに脱帽します。 
 
 「語ることで自分の気持ちを整理したい」というこどもの言葉は、臨床心理士という心の専門家に聞いて欲しいですね。子どもたちは直感的に、
語ることが癒しになると感じ取っているのです。 
 
 最後の発表が終わり、子どもたちも大人たちも、参加者全員がポストイット一枚に、今の気持ち、伝えたいこと、感想などを書きました。それをも
とに一人ずつ語ってもらいました。大人にも書いてもらったのは、大人に制限なしに語る機会を与えるとずっとしゃべってしまう人がいて、時間が無く
なるからです。ポストイットはおしゃべりな大人をコントロールするのにも極めて有効です。 
 
 みんな、自分の言葉でいろんな話をしてくれました。全部聞いて私が感じたことは一つだけ。それは、合宿の始まりの時と比べてみんな声が大きく
なったなという事実です。もしかしたら、二日間一緒に過ごして気心が知れたので安心したのかもしれません。でも私は違う理由があると感じました。
それは、伝えたいことがあるという紛れもない真実です。伝えたいから声が大きくなったのです。 
 
 そうやって、冬合宿が終わりました。 
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兵庫県立加古川東高校での防災教育の取り組み① 
 

加古川東高等学校 教諭 猪股雅美 

学校概要と教育方針 
 
 創立90年以上の歴史をもつ学校です。平成29年4月1日 文部科学省より第3期SSH（スーパーサイエンスハイスクール）の研究指
定を受けています。校訓の「自治創造」、「明朗親和」にもとづき、未知の課題に対応しうる豊かな知識、教養を獲得し、多面的・客観
的視野と思慮深さをもって、21世紀の地域・日本・世界が直面する課題を展望し、自己の良心と責任において、他者と協働しつつ課題
解決に向けて行動・発信できるリーダーの育成を教育方針に掲げています。 
 
防災避難訓練 
 
 年間2回、全校生徒・職員・粟津町内会（学校所在地域の町内会）と実施しています。 
加古川市消防や地域の防災士の講義・実演などを、避難訓練後に組み込んでいます。 
 
 平成30年10月23日（火）に実施した防災避難訓練では、粟津町の防災士、横山 
恭子さんと生徒会による防災トークセッションが体育館ステージで実施され、防災に対する 
心構えや自分たちで行動できることは何なのかを学びました。 
 
地域での防災学習（オープン・ザ・研究室／サイエンスショー） 
 
 地域住民の防災意識の向上を目指し、毎年夏休みには、本校地学室で地域の小中学生を対象にしたオープン・ザ・研究室や、加古
川総合文化センターでの未就学児を対象としたサイエンスショーを実施しています。7月末に実施した今年度のオープン・ザ・研究室では、
小学生25名、中学生15名、保護者17名、教員2名の計59名の参加があり、ヒノキとコナラの模型を使った土砂災害抑制に関する実
験をおこない、研究内容の一端を紹介しました（図1）。実験の後はポスターを使って具体的な研究内容を紹介し、防災における植生
の重要性について広く周知しました（図2）。8月に実施したサイエンスショーでは、2回実施の参加者が60名を超える盛況ぶりであり、
防波堤の形状による津波の高さの違いや、液状化の仕組みを解説した液状化実験など、地震で引き起こされる災害について、多くの子
どもたちとその保護者に学んでもらいました（図3）。 
 

図1 植生実験の様子            図2 研究の説明              図3 津波実験の様子 
 

担当：自然科学部 地学班・物理班（指導:猪股雅美） 
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兵庫県立加古川東高校での防災教育の取り組み② 
 

加古川東高等学校 教諭 猪股雅美 

防災をテーマにした生徒研究 ＜平成29年度、30年度実施内容＞ 
 
≪平成30年度≫ 
１．「生態系を考慮した河道掘削法の提案」（課題研究） 
①研究内容 
 加古川河口付近で、本来の河川整備の目的である防災能力を維持しつつ、生態系に影響を
与えない掘削をおこなうための新しい掘削方法を提案する。そして防災能力と生態系への影響を
シミュレーションより評価し、新掘削方法の有用性を示す。 
 掘削後に検証する現状とは異なり、防災能力・生態系への影響・掘削形状の維持、の全ての
項目について掘削前に評価が可能となった。 

＜京都大学アカデミックデイ/テクノ愛in京都大学 奨励賞＞ 
 
②関係協力機関など 
国土交通省近畿整備局、大阪大学ほか 
 
２．「農業使用外ため池の低水位管理方法」（自然科学部） 
①研究内容 
 全国でため池が最も多い兵庫県においても、農業従事者の減少とともにため池が廃止されたり
放置されたりしている。ため池には農業目的以外にも、洪水時の調整池としての役割がある。そこ
で、ため池の底の構造物を改良することで、低水位の簡易な管理が可能となり、堤防の決壊を防
いで洪水時の水量調整能力の向上を可能にした。 

＜2018年県総合文化祭最優秀2019全国総合文化祭出場決定＞ 
 
②関係協力機関など 
東播磨県民局、加古川市、ほか 
 
≪平成29年度≫ 
１．「加古川下流域における内水氾濫の危険性 

～実用的なハザードマップ作製に向けて～」（課題研究） 
①研究内容 
 洪水ハザードマップは外水氾濫を想定しているが、水路等が溢れる内水氾濫が考慮されていな
い。そこで、加古川下流域における内水氾濫の危険性を調べ、ハザードマップに提言することを目
的とした。複数の内水氾濫の発生要因から、土地利用の変化による浸透率の低下と湛水しやす
い地形に着目し、危険性があると判断した地域での詳細な調査をおこなった。その結果、加古川
下流域は内水氾濫の危険が増大しているが、対策は住宅のかさ上げなど、住民に委ねられてい
ることがわかった。 

＜平成30年「みんなで取り組む総合治水展」にて研究紹介＞ 
 
②関係協力機関など 
加古川市、県立人と自然の博物館 
 
２．「花崗岩体での植生による土砂災害抑制効果」（自然科学部） 
①研究内容 
 平成27年度に本チームは、花崗岩体では特有の風化により土砂災害が発生しやすいことを明
らかにした。また、各地で植生による土砂災害抑制、樹種ごとの土砂災害被害の差が報告されて
いる。そこで、本研究では花崗岩体での植生による土砂災害抑制効果、花崗岩体である加古
川市大藤山での土砂災害危険地点の指摘を目的とした。模型実験より、コナラには花崗岩体で
の土砂災害抑制効果があり、ドローンを用いた現地での植生調査や地形調査により、危険地点
の指摘が可能であると考えられる。 

＜H27年度 ぼうさい甲子園フロンティア賞 継続研究＞ 
 
②関係協力機関など 
神戸大学、県立教育研修所ほか 

研究指導：小橋拓司（地理）※河道掘削研究除く ／ 猪股雅美（理科） 
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防災学習のワークブックを作りました 
 

防災学習アドバイザー・コラボレーター 諏訪清二  

 神戸学院大学は、災害ボランティアや防災教育、社会貢献にとりくんできた草分け的な大学です。同大の前林清和教授（現代社会
学部社会防災学科）や防災教育の先駆的実践を進めている舩木伸江准教授（同）、大学の関係者の方々と一緒に、防災学習の
ワークブックを作りました。制服を製作・販売している「株式会社明石スクールユニフォームカンパニー」がスポンサーです。同社のネットワーク
を使って先生方の防災教育への関心や現状を調査し、次のような観点で開発しました。 
 
 ・発達段階に応じた書き込み式のワークブックへの高いニーズと有用性 
 ・特別活動や総合的な学習の時間だけではなく一般の教科でも使える柔軟性 
 ・「ハザードの理解・災害への備え・災害時の対応」といったミニマムエッセンシャルズを核に、命・家族・友だち・助け合い等、 
  社会で生きていくうえで大切な価値を広く網羅する教育性 
 
 本書はこども用テキストと教師用マニュアルからなり、DVDや防災ゲーム等も付録されています。もちろん同社のCSR（Cooperate 
Social Responsibility：企業の社会的責任）の一環でもあります。 
 
今後、このコラムで本書の内容を紹介していきます。 
 
 「まもろう！じぶんのいのち」小学校低学年向け 
 「守ろう！自分・家ぞく・地いき」小学校中学年向け 
 「守ろう！私たちの今と未来」小学校高学年向け 


