
II部 プログラム事例集 

山形県金峰少年自然の家 

 

団体名 山形県金峰（きんぼう）少年自然の家 
住所 〒997-0369 山形県鶴岡市高坂字杉ヶ沢 54-1 
連絡先 TEL:0235(24)2400  FAX:0235(25)5900 
団体の設立目的 豊かな自然体験活動と交流体験活動をとおして、健全な青少年を育成す

る。 
年間の活動内容 （１）受入れ研修事業：県内を中心とする小中学校の自然教室、高等学

校の新入生オリエンテーション・生徒会リーダー研修や学習合宿、スポ

ーツ少年団・中高の部活動合宿や各種学校・大学のサークル活動合宿、

子ども会・公民館・ボーイ（ガール）スカウト等社会教育団体の研修活

動 
（２）企画事業： 
①自然のなかで親と子のふれあいを深める事業 
（例）家族キャンプ、ウィンターフェスティバル 
②異年齢集団の交流のなかで自然に親しむ心やたくましさを育てる事

業 
（例）春・夏・秋･冬の子どもキャンプ（小４〜中３）ちびっこキャン

プ（年長児〜小２） 
③自然への興味を広げる事業 
（例）春・秋のトレッキング（森林環境セミナー）、カヌー教室、天体

観測会、海釣り大会、小学校と連携した自然環境学習 
④指導者のための研修事業 
（例）各種プログラムデザイン講座（利用者セミナー）、いのちの教育

サポーター養成講座、自然の家指導員養成講座 
⑤学習支援事業 
（例）春・秋の自然観察教室、冬の雪あそび教室、焼芋体験 
（３）人材育成事業：施設ボランティア「どんぐ里笑好会」（高校生〜

社会人）の育成 
（例）月 1 回の例会、企画事業の運営参画 

１.プログラム名 

企画事業「サバイバル家族キャンプ〜災害を生き抜く技と知恵」 

２.プログラム実施期日 

平成 23 年 10 月 22 日（土）〜23 日（日）1 泊 2 日 

３.プログラムの内容 

〈1日目〉 

・であいのつどい（開会行事） 

・レスキュー・ゲーム：アイスブレーキングと救急法学習を兼ねた親子で取組むゲーム。
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ダンボールのがれきに埋もれた親を子どもが助け出し、

与えられた課題（例：救急車をよぶ、担架で運ぶ）を解

決する。 

・テント設営：施設に隣接した広場に、親子で協力してド

ーム型テントを張る。シュラフも準備する。 

・サバイバル・クッキングⅠ：空き缶でご飯を炊き、さば

味噌煮缶・コーン缶と野菜少々、乾物（乾燥ワカメ、小

エビ、煎りゴマ）で「さば威張る（サバイバル丼）と「ワ

カメとコーンのサラダ」を作る。 

・被災地支援活動ボランティアの話：火を囲みながら、東

日本大震災の被災地（者）支援を継続的に行っている鶴

岡市ボランティアセンター所長から、被害の状況・被災者の現状・支援活動の内容につ

いてお話をうかがった。 

家族キャンプポスター 

・ボン・ファイヤー：家族ごとにたき火をして、ゆったり過ごす中で感情的な結びつきを

強める。 

・身近な物で「暖」をとる工夫：テントの床に新聞紙を敷く、背中に新聞紙を入れる、ペ

ットボトルに湯を入れ湯たんぽにする、たき火で温めた小石をアルミホイルとバスタオ

ルでくるみお腹に巻く、等の方法で就寝。 

〈2日目〉 

・テント撤収：テントとシュラフを片付ける 

・「合意形成」過程の体験：避難所生活を想定し、限りある食料を平等かつ有効に分け合う

ため、話し合いにより合意を生み出す過程を体験する。各家族代表が集まり、互いの朝

食メニューを発表、食材をどのように分け合うか話し合いで決めた。 

・サバイバル・クッキングⅡ：分け合った食材で朝食を作る。 

 「家族の“おきて”づくり」：平日の日中大地震で被災した想定で、 

○学校（園）・職場や自宅からどういう経路で避難するか 

○その経路で想定される危険因子はなにか 

○家族の集合場所をどこにするか（具体的な目印も） 

○安否確認の連絡法をどうするかについて家族で話し合い、模造紙に地図・イラストで記

載。家族ごとに発表しあい、防災意識を高める。 

・おわりのつどい（閉会行事） 

４.プログラムの特徴 

  年度当初計画した「わくわく家族キャンプ」を、東日本大震災を受け「防災学習」に

特化した事業に変更した。 

・防災の知識だけでなく、実際に体験することで減災のスキルを身につける。 
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・防災ボランティアに以前から取組んでいる NPO のコーディネーターから専門的な助言

を受け、それを随所に生かした。（空き缶炊飯、合意形成体験、「おきてづくり」では自

宅周辺の地図や写真を事前に用意させる、実際の被災者の体験を聞く→被災地支援ボラ

ンティアに変更） 

・活動（避難）の単位を「家族」に設定し、感情的な交流を深める場面や協力する活動を

多く採り入れた。（情緒的な結びつきが強い家族単位で避難した方が生存率が高い、との

研究データがある） 

・防災を大上段に構えると息苦しいので、キャンプを楽しみながら防災意識を高められる

よう活動内容を工夫した。 

５.指導体制と参加人数 

指導体制 

研修担当職員 5 人と所長。レスキューゲーム時だけ、庶務担当職員 2 人にも手伝っても

らった。 

参加人数 

5 家族 15 人（1 家族 2 人キャンセル）、県教育委員会職員 1 人（事業視察）取材の NHK

テレビ記者 1 人 

６.手応えや効果、地域や社会への影響など具体的な成果 

参加者からは、「楽しみながら学べた」「実際の被災時に役立つ」「せっかくの内容なので

参加者がもっと多いとよかった」等の意見が寄せられた。NHK テレビが取材し、5 分間に

まとめた内容を夕方と夜のニュースで放映したため、視聴者から反応があった。また、鹿

児島県立青少年研修センターから問い合わせがあった。 

７.現在抱えている問題や課題 

問題や課題ではないが、当所で企画する家族キャンプの開催時期が他事業との関係でど

うしても秋にならざるをえず、夏休みに家族キャンプを実施したい初心者向けという本来

の意図に合致しないとの理由から、平成 24 年度は、所外の NPO が主催する夏休み前の家

族キャンプに希望者とスタッフを送り込むという形で実施することとなった。 

８.今後のプログラム展開について 

防災・減災の重要性がますます増している社会情勢を踏まえ、また今回の事業を通じて

連携が可能になった鶴岡市ボランティアセンターの協力を得て、受入れ研修の一つの活動

プログラムとして「防災学習」をスタートさせる。これは、当所で研修を行う学校や子ど

も会の希望により、鶴岡市ボランティアセンターから講師を派遣してもらい、東日本大震

災の被害状況や支援活動の様子、防災・減災のための工夫等について 1〜1.5 時間あたりの

講話を行うものである。 
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９. 防災教育プログラムを始めようとしている人へのメッセージ、コメント 

防災教育というと堅苦しいイメージがつきまといがちになる。参加者を募るためにも、

また何より参加者に多くの学びを持ち帰ってもらうためにも、「楽しい」「遊び」の要素が

欠かせないと思われる。特に幼児や小学生が含まれるプログラムの場合は楽しみながら学

習する活動が望まれる。 

10.その他 

今回は実現できなかったが、事情が許せば、実際の被災者の体験を聞く、自治体で保管

している非常食の試食、などの活動も考えられる。 

 

（山形県金峰少年自然の家 次長） 
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国立中央青少年交流の家 

 

団体名 国立中央青少年交流の家 
住所 〒412-0006 静岡県御殿場市中畑 2092-5 
連絡先 TEL 0550-89-2020 FAX 0550-89-2025  
団体の設立目的 我が国の青少年教育の振興及び青少年の健全育成を図る青少年教育の

ナショナルセンターとしての役割を果たすという独立行政法人国立青

少年教育振興機構の下、本部及び施設間の役割分担を踏まえ、特色や機

能を明確化するといった観点から精査を行いつつ、業務を実施する。 
活動内容 (1)青少年教育指導者その他の青少年教育関係者に対する研修及び青少

年に対する研修を実施すること。 

(2)青少年及び青少年指導者等の研修利用に供するとともに、当該研修

利用に指導及び助言を行うこと。 

(3)青少年教育に関する関係機関・団体等との連携を促進すること。 

■事例報告 

１．プログラム名     

「子ども防災力トレーニングキャンプ」 

 

２．プログラム実施期日  

平成 23 年 12 月 23 日（金・祝）～25 日（日）2泊 3日 

 

３．プログラム内容 

（１）日程 

10:15    10:30   11:00             12:00 13:30        15:00 

23 日 

金 
始めの会 

ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 

交流 

ゲーム 

①災害と避難 

・地震のメカニズ

ム・地震の被害 等

昼 食
②「起震車」体験

「煙ハウス」体験

③避難所生活トレーニング 

・避難所生活とは 

・避難所生活体験 等 

9:00             12:00  13:00      15:00     17:00  18:00 19:00  

24 日 

土 
朝

食 

④避難行動トレーニング 

・危険な箇所 等 
昼食

⑤避難行動ク

イズラリー 

⑥ストレス 

軽減の方法 
夕食 入浴 

⑦避難所で 

出来ること 

9:00         10:30      11:00 
25 日 

日 
朝

食 

⑧まとめ 

（発表）
終わりの会  

（２）内容 

①「災害と避難」（講話） 講師：静岡県ふじのくに防災士  川口 聡氏 

・地震や津波が起こるメカニズム、地震発生後の様々な被害、地震発生後の人々の生活に  

ついて、ビデオを交えた講話。 

・講師の説明後、ワークシートに自分の考えをまとめ、グループ内で発表し合うといった 

 パターンで進行。 
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②「起震車」「煙ハウス」体験 講師：御殿場市・小山町消防署員 

・過去に日本で発生した地震（例えば阪神淡路大震災） 

と同じ震度を体験することにより、揺れの激しさを体感。 

・「煙ハウス」では、指示なしで 1回目を行った後に、学校 

での避難訓練を思い出させた上で 2回目を行うことで、 

ハンカチで口を押さえる意味を体感。         

③「避難所生活トレーニング」（実習） 講師：川口 聡氏 起震車体験（震度7を体感する）

・毛布、寝袋、レジャーマットでの就寝。 

・各グループに、ダンボールと新聞紙を一定数  

量配布し、工夫して寝床を準備。 

（ダンボールをレジャーマットの下に敷くグループ、 

ダンボールで一人ひとりの寝床を仕切ったグループ 

ダンボールでグループ間を仕切ったグループに分かれる） 

・水道が使えなくなった時の屋内トイレでの水の流し 避難所生活体験（ダンボールで暖を取る

 方（水の出る水栓が一箇所あることを想定し、そこ 

からバケツで水を汲んでくる）。 

・非常食での食事（夕食：おにぎり 2個と水、朝食：菓子 

パン 1個、昼食：おにぎり 2個とみそ汁）。 ※実際に避 

難所で提供されたものと同じ食事内容。 

・講師を依頼していた宮城県南三陸町の職員から送 避難所生活体験（一斗缶に火を熾し暖をとる）

っていただいた（インフルエンザで急遽欠席）、 

東日本大震災のＤＶＤを視聴。 

④「避難行動トレーニング」（講義・演習） 講師：川口 聡氏 

・家の中（居間、台所、自分の部屋等）の危険箇所、非常時に持ち出す物、安全な避難路 

避難所生活について、スライド写真を交えた講話。 

・問題を出し、各人に考えさせた後に解説するパターンで進行。 

⑤「防災知識と行動力を高める避難行動クイズラリー」  

指導：中央交流の家職員 

・施設の 6ヶ所にポイントを設置し、各ポイントで防災に 

関するクイズを出題。 

・まわるポイントをグループで計画し、クイズの解答もグ 

 ループで話し合って決定。 

 
避難行動クイズラリー 

（グループ行動はうまくできた？） 
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⑥「ストレス軽減の方法」講師：臨床心理士 加藤 好子 氏 

・ストレスの意味、災害時に起こる心身の反応、ストレス反応への対応に関する講話。 

・緊張をゆるめたり、リラックスしたりするための簡単なストレッチ。 

⑦「避難所でできること」 指導：中央交流の家 職員 

・宮城県気仙沼市の避難所で、実際に小学生が発行した「ファイト新聞」を紹介し自分た 

ちが避難所でできることについて話し合う。 

・小学生が作った新聞紙面をスライドで紹介し、記事を読んで聞かせる。 

⑧「まとめ」（個人・グループ活動） 

・災害の発生前、災害の発生中、災害の発生後、避難所という 4つの場面に分け自分自身 

が心がけることや実際に行動することをワークシートにまとめ、グループ内で発表。 

・キャンプの感想を一言にまとめ、全員が輪になり一人ひとりが発表。 

＜主な感想＞ 
・「自分の身は自分で守る」…自分が死んだら、他の人のためにもならない。 

やっぱり自分は大切だから、自分の身を一番に守る。
・「繋がり」…東日本大震災で全国や世界から支援物資が届たりして、繋がりの糸が

結ばれたから。 
・「仲間」…一人で乗り切れないことでも、仲間が一人でもいればできるから。   
・「あらためて地震は怖いと思った」…地震が建物を壊し、津波でさらに壊し、すべ

て持って行ってしまう、恐ろしいこと。 
避難所は寒いし、本当にあらためて怖いと思った。 

 

 

 

 

 

 

 

 
終わりの会 

（みんなで手をつないで輪になり，つながりを体感）

まとめ（感想を一言で表現） 
 

 

 

４．プログラムの特長 

（１）趣旨 

講話や自ら考える場面を設定した実習等を通じて、防災に関する基本的な知識や技

術を身につけるとともに、適切な避難行動がとれるように判断力や行動力を高め、災

害に対する強い意志を育む。 
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（２）「防災力」の定義 

    子どもたちが身につける防災に関する知識・技能を「防災力」とし、次のように

仮説・定義した上で、プログラムを検討した（なお、本事業では災害要因として地震

を想定）。 

 地震発生前 地震の発生時 地震発生後の避難時 

知識 

・地震が起こるメカニズム 

・地震によって起こる被害 

・日頃から備えるコトとモノ 

・身を守る方法 

・火の元の確認など

の対応 

・地震が起こったときの人間の

心の動き（心理） 

・避難の方法 

・情報収集の方法 

・ストレスに対処する方法 

技能 ・危険を予測し回避する行動 
・とっさに判断し即

座に行動する力 

・状況に応じた判断力と行動力

・困難な状況の中で生活する技

術 

態度 ・互いに助け合う信頼感と態度  

・率先して避難する態度 

・互いに助け合う信頼感と態度

・冷静な態度 

・生き抜くという強い意志 

（３）「体験的に学ぶ」という教育手法 

    子どもたちは学校で防災教育・安全教育を受け一定の知識を持ち、避難訓練も行

っている。しかし、重要なことは身につけた防災に関する知識をもとに的確に判断し

行動に移すことである。 

    そこで、実際に行動に移せる力を身につけるために、次のように体験的に学ぶ教

育手法を取り入れることとした。 

    ・防災に関する知識の説明を受動的に聞くのではなく、自ら考え気づくようにす

ること 

・知識を実際に活用できるように練習すること 

・避難行動と避難所生活を実際に体験することにより、技能を身につけ考え工夫す

る力を伸ばすこと 

・互いに信頼し助け合うことが必要であることを実感すること 

（４）「助けられる人」から「助ける人」への意識醸成 

    子どもたちは、精神的・肉体的に発達過程にあることから、災害時には弱者的に

扱われる。しかしながら、災害時の混乱の中にあっては、子どもたち自身が自ら生き

抜く力を発揮することが求められる。 

また、防災教育を受けた子どもたちは、大人より防災の知識を持っているとも考え

られる。実際に、東日本大震災では、中学生が率先して避難したことにより小学生や

地域の人々が助かった事例や、避難所の小学生が作った壁新聞が大人たちを元気づけ

たといったことが報告されている。 

    そこで、子どもたちに「助けられる人」ではなく、「助ける人」になるという意識

を醸成することとした。 
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５．指導体制と参加人数 

（１）指導体制 

  ①全体指導（プログラム立案・指導）：中央交流の家職員 

  ②プログラム指導：講師（専門家に依頼）及び中央交流の家職員 

  ③グループ活動補助：法人ボランティア 11 名（原則、各グループ男女各 1名） 

  ④物品準備等の運営：中央交流の家職員 

（２）参加人数 

①対 象 本事業の趣旨・内容に関心と意欲のある小学校 4年生～6年生 

②参加者 34 名 ＜内訳＞              ＜参加地域＞ 
     

 

 

 

 

 

６．事業の成果 

 男子 女子 合計

4年生 13 5 18 

5 年生 3 9 12 

6 年生 1 3 4 

合 計 17 17 34 

 男子 女子 合計 

御殿場

市 
5 6 11 

沼津市 7 3 10 

裾野市 2 4 6 

三島市 1 2 3 

小山町 0 2 2 

甲府市 2 0 2 

（１）IKR 調査の結果 

   独立行政法人国立青少年教育振興機構が開発した「IKR 評定用紙（簡易版）」を用い

て事前・事後の意識変容を調査したところ、以下の結果が得られた。 

  ①「生きる力」は、事前から事後で 11.1 ポイント向上し、有意差有り。 

  ②「生きる力」の上位能力については、以下のとおり。 

   ア．「心理的社会的能力」は、事前から事後で 6.2 ポイント向上し、有意差有り。 

   イ．「徳育的能力」は、事前から事後で 3.2 ポイント向上し、有意差有り。 

   ウ．「身体的能力」は、事前から事後で 1.7%ポイント向上し、有意差有り。 

      ※「有意差有り」とは、t 検定の結果、意味がある差が見られたということ。 

（２）アンケートの結果 

①児童アンケートの結果 

ア．34 人中 30 人の児童が、「キャンプはとてもためになった」、4人が「ためになっ

た」と回答した。 

イ．「どのようなことがためになったか」という質問では、「他の学校の人と友だち

になれたこと」「友だちやボランティアと仲良く活動できたこと」「起震車や煙ハ

ウスを体験したこと」「避難所生活を体験したこと」という回答が多かった。 

ウ．「キャンプでできるようになったこと」という質問では、「初めて会う友達と仲

良くなれたこと」「避難するときに気をつけることを考えるようになったこと」と

いう回答が多かった。 

②保護者アンケートの結果 

 ア．キャンプ後に、参加児童の様子を尋ねたアンケートを実施したところ 17 名から
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の回答を得た。 

 イ．「子どもたちが自信をつけたり、成長したりしたことは何か」という質問では、

「友達と仲良くすることができるようになった」と「防災を意識した生活ができ

るようになった」が 11 名、「自分から気持ちを伝えることや、感謝の言葉を言え

るようになった」が 9名の回答があった。 

（３）評価 

    IKR 調査やアンケート調査の結果から、本事業は子どもたちが防災力を身につける

上で効果があったと言えよう。 

特に、IKR 調査では、「自分勝手な、わがままを言わない」や「人の心の痛み分かる」

といった｢徳育的能力｣、また、「誰とでも仲良くできる」や「その場に相応しい行動

ができる」といった「心理的社会的能力」の変容が大きかったことから、本キャンプ

プログラムは、互いに信頼し助け合う態度の育成に特に効果があると言えよう。これ

は、三日間の寝食をともにした生活体験に加え、避難行動や避難所生活体験といった

精神的・肉体的に困難な活動を、仲間とともに過ごしたことに因るものであろう。 

 

７．今後の課題 

（１）防災教育の内容と方法の検討 

    防災教育の内容として、本キャンプで取り上げた事項で十分か、また、指導方法

が適切であったかどうかということが第一の課題である。 

    つまり、防災教育の内容を明確化・具体化するとともに、それを効果的に習得す

るための教育手法を検討することが課題である。 

特に、的確に判断し行動するための基盤となる基本的な知識をしっかりと身につけ

ることが必要である。しかしながら、防災に関する知識は多岐にわたることから、子

どもたちにとって分かりやすく覚えやすくするために基本的な事項を明確にするこ

とや、こうした知識や技術は 1回で身につくものではないので、定着を図るための訓

練を多くすることが必要であり、こうした訓練を繰り返すことで想定を超えた事態に

対処できる応用力が身につくのであろう。 

    また指導の際には、自然災害の恐怖ばかりでなく、自然の美しさや人間は自然か

ら恩恵を受けて生活していること、あるいは、避難時における「助ける」と「逃げる」

といった相反する行動など、物事の持つ「二面性」という点にも留意する必要があろ

う。 

（２）継続的な指導の実施 

    知識・技術は、時間の経過とともに忘れられたり、あるいは新たな知見が出たと

きには劣化したりといったことが懸念されることから、継続的な指導が必要である。 

    また、判断力や行動力、協調性といったことは不断の教育活動の中ではぐくまれ

高まっていくものであることから、こうしたことを意識した教育活動が求められるで
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あろう。 

（３）防災教育の全体像の構築 

    子どもたちが学校にいる時間帯は、1 年 365 日 24 時間のうち 2 割程度と言われて

いる。とすると、子どもたちの生活の大半を占める学校外での生活を想定した防災教

育が必要になる。 

    また、子どもへの防災教育ばかりでなく、避難所運営の担い手となる地域の方々、

学校教員、社会教育関係者、そして、行政職員を併せた、防災教育の対象者の全体像

を描いた上でそれぞれに必要な具体案を計画することが必要であり、青少年教育施設

で実施できる体験的な防災教育も、この中に位置づけられると効果的なであろう。 

８．今後のプログラム展開について 

（１）継続的な実施 

    今年度同様、児童生徒を対象にした「防災力トレーニングキャンプ」を実施する

予定だが、前述の課題に加え次のことを検討している 

  ①土・日を使った 1 泊 2 日のキャンプを数多く実施することで、受講する児童生徒を

増やすか。 

②同一対象者に複数回実施し、「防災力」をより高めるプログラムとするか。 

③小学校低学年と高学年、小学生と中学生というように異なる年代を同時に実施する

ことで、それぞれの役割を自覚し必要なスキルを習得するプログラムとするか。 

（２）指導者研修事業での実施 

    教員を対象にした「教員免許状更新講習」の中で、「避難生活に役立つ野外技術」

の実習と「安全教育の観点からの体験活動の意義や内容」の講義を行うこととしてい

る。 

    また、「自然体験活動指導者養成研修」の内容に同様のことを取り入れる予定であ

る。 

 

（国立中央青少年交流の家次長） 
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国立淡路青少年交流の家 

※資料提供による 

団体名 国立淡路青少年交流の家 
住所 〒656-0543 兵庫県南あわじ市阿万塩屋町 757-39 

連絡先 TEL 0799-55-2695  FAX 0799-55-0463 

団体の設立目的 我が国の青少年教育の振興及び青少年の健全育成を図る青少年教育の

ナショナルセンターとしての役割を果たすという独立行政法人国立青

少年教育振興機構の下、本部及び施設間の役割分担を踏まえ、特色や

機能を明確化するといった観点から精査を行いつつ、業務を実施する。

 

１.プログラム名 

高校生による全国防災ミーティング  

テーマ：ここがスタート 広げよう！学生たちの防災の輪～未来のために共に学ぼう～ 

２.実施期間 

平成 24 年 2 月 4 日(土)～5 日(日） 

３.プログラムの内容 

【平成 24 年 2 月 4 日（土）】 

 オープニングセレモニー    14:20～14：30 

      高校生代表による開会宣言 

歓迎の挨拶 

浅井 伸行氏（兵庫県立舞子高等学校 校長） 

 

基調講演「災害に備える」   14:30～15：20 

    矢守 克也氏 

（京都大学情報学研究科 教授、京都大学防災研究所 教授） 

 

リレー講演（問題提起）    15：20～17：00 

   佐藤 浩樹氏（文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課  

安全教育調査官）ほか、分科会の指導助言者から 2 名 

 まとめ －防災の大切さ－ －ボランティア－

 

分科会            19：00～21：00  
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第１分科会「災害に強いまちづくり」～私たちが考える防災体制～ 
   指導助言者 高田 研氏（都留文科大学 教授） 

第２分科会「省エネは東北支援に関係しているか」～支援の本質を考える～ 
   指導助言者 諏訪 清二氏（兵庫県立舞子高等学校 教諭） 

第３分科会「ボランティア」～若者にできる支援のかたち～ 
   指導助言者 北見 靖直氏（国立青少年教育振興機構 指導主幹） 

第４分科会「3.11 の記憶」～どう残し、どう伝えるか～ 
   指導助言者 兵藤 正昭氏（国立花山青少年自然の家 主任企画指導専門職） 

第５分科会「防災の大切さ」～被災体験の地域差と未来につながる伝え方～ 
   指導助言者 桑山 宗大氏（国立那須甲子青少年自然の家 企画指導専門職） 
② 公立教育施設等への普及を踏まえたプログラム開発を念頭において企画立案を行い、

県立の教育施設職員との連携強化を図る。（県立教育施設職員をスタッフとする） 

 

 

【平成 24 年 2 月 5 日（日）】 

    全体会（各分科会の議論を高校生が報告）     9:00～11：00 

    高校生による「宣言」とりまとめ        

     

世界防災宣言（仮称）   11：15～11：30 

       東北へ、日本全国へ、そして世界へ発信 
 

東京横浜独逸学

園 

次年度 
東北大会へ 

 

 

 

 

 

 

 

４.指導体制と参加人数 

(1)参加対象及び募集人員 

当機構職員および外部講師によって構成。（上記参照） 

 

(2)参加者 

300 名 

  防災教育に取組む学校   100 名（14 校 8 県） 

  一般公募         200 名 
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【東日本大震災を経験した学校】 

  岩手県立宮古工業高等学校         宮城県水産高等学校 

  宮城県気仙沼向洋高等学校         福島県立いわき海星高等学校 

気仙沼市立階上中学校（宮城県） 

【阪神淡路大震災を経験した兵庫県の学校】 

  兵庫県立舞子高等学校            兵庫県立淡路高等学校 

  兵庫県立龍野北高等学校           兵庫県立西脇北高等学校 

【防災教育に力を入れている学校】 

  滋賀県立彦根工業高等学校           和歌山県立串本古座高等学 

田辺市立新庄中学校（和歌山県）  徳島市立津田中学校（徳島県） 

  四万十町立興津小学校（高知県） 

 

The students of the school in the Tohoku district that is the stricken area of the East Japan great earthquake disaster and a school working on education of disaster reduction 
in Hyogo talk about  the theme of  disaster reduction together. They announce the result as “World Declaration on Disaster Reduction- tentative name –”As a result, the 
improvement of the disaster reduction and the consciousness  students become members of  society is created.

Keynote 
Speech

YAMORI Katsuya

Kyoto University
Professor
Disaster Prevention Research Institute
Director of Research Center

for Disaster Reduction Systems

Relay Speech

Ministry of Education, Culture, 
Sports, Science and Technology
Sports and Youth Bureau
School Health Education Division
Senior Specialist for Safety EducationSATO Hiroki

TAKATA Ken

Tsuru University
Professor
Department of Sociology

Creation of Community spatiality

Hyogo Prefectural 
Maiko High School
Chief of Environment and 
Disaster Mitigation CourseSUWA Seiji

Making The Disaster-Proof 
Community

~Our image of disaster management .~

Is Saving Energy related to Relief 
Tohoku?

～What is a Real relief?～

Volunteer
～The way of relief we can do.～

Remember  3.11
～How do we hand down the 
disaster from generation to 

generation ?～

The Importance of Disaster Reduction
～The regional differences of Disaster 

Experience and the Way to hand them down～

World Declaration on 
Disaster Reduction

Natural Disasters bring much pain.
But don’t hold it alone. It’s important for us to share 

the thought we each have and move into action.
That makes disasters management and saving our 
lives.

Today we took the first step here the big earthquake 
occurred 17years before.

Next year we will move the place of this meeting to 
East Japan. We’d like this meeting to be the 
opportunity we’ll keep the lesson from the disaster in 
mind and consider our own lives.

We aim to join the people all over the world through 
this meeting and declare that we open the new way of 
disaster reduction.

Group4

Group2
Group1

Group3

Group5

Visiting DSTY 

February 4to 5, 2012
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Report

February 4 to 5, 2012 (Sat-Sun)
Place: National Awaji Youth Friendship Center

【Hyogo Pref.】
Hyogo prefectural Maiko high school
Hyogo prefectural Awaji high school
Hyogo prefectural Nishiwaki-Kita high school
Hyogo prefectural Tatsuno-Kita high school

【Kochi Pref.】
Shimanto town Okitsu elementary school

【Tokushima Pref.】
Tokushima municipal Tsuda junior high school

【Shiga Pref.】
Shiga prefectural Hikone technical high school

【Wakayama Pref.】
Wakayama prefectural Kushimotokoza high school
Tanabe municipal Shinjou junior high school

【Iwate Pref.】
Iwate prefectural 

Miyako technical high school
【Miyagi Pref.】
MIyagi prefectural 

Kesennumakoyo high school
MIyagi prefectural 

Marine senior high school
Kesennuma municipal 

Hashikami junior high school
【Fukushima Pref.】
Fukushima prefectural 

Iwaki Kaisei high school

The German School 
of Tokyo Yokohama

 

 

（まとめ・国立青少年教育振興機構  青少年教育研究センター） 
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国立沖縄青少年交流の家 

 

団体名 国立沖縄青少年交流の家 
住所 〒901-3595 沖縄県島尻郡渡嘉敷村字渡嘉敷 2760 
連絡先 TEL 098-987-2306  FAX  098-987-2318 
団体の設立目的 我が国の青少年教育の振興及び青少年の健全育成を図る青少年教育の

ナショナルセンターとしての役割を果たすという独立行政法人国立青

少年教育振興機構の下、本部及び施設間の役割分担を踏まえ、特色や

機能を明確化するといった観点から精査を行いつつ、業務を実施する。

 

１.プログラム名 

無人島アドベンチャーキャンプ 2011 

～電気がなくても、トイレがなくても、仲間がいれば生きていける～  

２.実施期間 

平成 23 年 8 月 8 日(月)～11 日(木） 

３.プログラムの内容 

(1)プログラムの趣旨  

本事業は、防災教育の一環として「過酷な環境下で生き延びる技術と自信を身につける

こと」、避難所生活などで想定される「出会った仲間と協力し、主体的に生きようとする意

欲を高めること」を目的に実施する。 

小中学生異年齢グループが、ライフラインが整っていない無人島において「不便」「不足」

「不自由」な中で「生きる」 ための自然体験を行い、それを仲間とともに乗り越えること

で、「自分の力で生きていく」技能と自信を持たせる。 

また、その過程で初めて出会った仲間と主体的に話し合い、助け合い、知恵を出し合う

中で、仲間の大切さや規範意識・社会性・主体性を育成し、緊急の避難所等の場面におい

ても、前向きに助け合い、協力できる児童・生徒の育成を図る。 

(2)プログラムのねらい   

ライフラインの途絶えた無人島という環境下において、「生きる」ための様々な体験を仲

間とともに行うことを通して、過酷な環境下においても生き抜く技術と意欲を高めたい。

また、自然の雄大さや仲間と協力する大切さも実感させることをねらいとする。   

(3)実施上の留意事項 

①ライフラインが途絶えた場合に役立つ基礎的な野外活動技能を繰り返し経験させ、身

につけさせる。  

②無人島での生活は、参加児童・生徒の安全は確保しながら、子どもたちが主体となり、
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話し合い、創意工夫を生かした活動となるようにする。  

③公立教育施設等への普及を踏まえたプログラム開発を念頭において企画立案を行い、

県立の教育施設職員との連携強化を図る。（県立教育施設職員をスタッフとする） 

(4)プログラムの内容 

 1 日目〈8月 8 日（月）〉 ★儀志布島へ  出会いから生活基盤づくり 

時 刻 〈活動場所〉主な活動内容★参加者の学び 活動場面（写真） 
11:00 
 
 
 
13:00 
 

〈渡嘉敷港にて〉 
・初めて出会った仲間と、自己紹介 
★知らない仲間へ積極的アプローチする

ことでつながりが生まれる 
〈青少年の家キャンプ場〉 
無人島生活に備え、備品の準備を各自で行

う 
★三点セットの選び方、ウエットの着方 

     
 
《勇気を出して自己紹介》 

14:00 
 

〈渡嘉敷島→儀志布島〉 
漁船にて儀志布島へ移動、上陸 
★船上での安全な過ごし方 

 

15:00 
 
 
 

〈儀志布島上陸〉：生活基盤作り 
1 人 1 枚のブルーシートを仲間と話し合

い、協力して家造り 
★身近なものをつかって住まいを作る 
丘の上に、深い穴を掘り、トイレ作り 
★トイレ設置の方法、利用することに慣れ

る 
島の石を集め、カマド作り 
★カマドの作りの方法 
水や米、味噌、必要備品の配布 
(電池式ランタン・火おこし器・調理器具)

 

 
《協力し家をたてる》 

 
《トイレ作り》 

19:00 
 

〈合同炊飯〉ご飯、みそしる、ポークかん

づめ 
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《竹でお箸作り》 

 
《椰子の実で器作り》 
 
★ナイフの使い方、ご飯の炊き方     

《水節約、海水で調理器具を洗

う》 

 

2 日目〈8 月 9 日（火）〉★生きるためのスキル：火おこし、たき付け、スノーケリング、釣り 

早朝 〈まき・つりエサひろい〉 
子どもたちが自主的に早く起きて活動を

始める 
〈班別炊飯〉 
○朝食 
★火おこし 
★たきつけ 
★炊飯       

 
《手作りカマドで調理》 

 
《早朝の貝拾い》 

 
午前 

薪拾い 
○昼食 
★火おこし  
★たきつけ・炊飯                         

 
《おにぎりがごちそう》        

 
《火おこし器を使って》 
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午後 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
夕方 

〈スノーケリング技能の獲得〉 
★３点セットの使い方 ・スノーケリング

技能の練習 

 
★（スノーケリングクリア、フィンキッ

ク） 
〈つり技能の獲得〉 
★針と糸の結び方 
★エサの付け方 
   
              

 
《暑い日中は昼寝も大切》 

 
〈夕食〉 
★火おこし ★たきつけ  
★炊飯・釣った魚の調理 
〈１日の反省〉 
★生活を見直し、明日の生活に生かす 

 

 
 

 

 
《初めての収穫》 

 
《仲間と１日を反省する》 

 

3 日目〈8 月 10 日（水）〉 獲得した技能の応用：追いこみ漁、分かち合いの集い 

早朝 
 

〈まき・つりエサひろい〉 
子どもたちが自主的に活動 
〈班別炊飯〉 
○朝食 
★火おこし★たきつけ★炊飯  

 
《上手になってきた》 

 

《海で食器洗い》 
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○昼食 
★火おこし・たきつけ・炊飯 
〈追い込み漁〉 
スノーケリング技術の応用 
・仲間と協力し魚を追い込む 
・全員で捕った魚をさばく 
★魚の捕り方、さばき方 

 
〈分かち合いの集い〉 
・３日間の無人島生活の 
達成を分かち合う 
★自分への自信、仲間への感謝 

《拾った貝》 

 

 
《大漁》 

 
《ちらし寿司と魚汁》 

４.指導体制と参加人数 

(1)参加対象及び募集人員                      

  小学校５年生～中学３年生 20 名(小 10 名､中 10 名:男女半々)          

(2)参加状況   

 19 名 小学生 11 名､中学生 8 名(応募者 270 名:選考実施) 

(3)引率  

・青少年の家：4 人 

・全体カウンセラー：２人自然体験活動の専門家 

・県立教育施設職員：２人（石垣青少年の家、糸満青少年の家） 

・養護担当：小学校養護教諭  ・アシスタント：２人（筑波大学実習生） 

５.手応えや効果、地域や社会への影響など具体的な成果 

(1)プログラムの成果 

①無人島の「生きる」ための様々な体験を繰り返し行うことでが、参加者の技能を高め、

それとともに自己有能感を高めることができた。 

②異年齢・男女混成の班編制で４日間楽しく協力しながら生活したことで、仲間の大切

さを実感させることができた。 

③ 志布島の素晴らしい自然の中で魚を捕ったり、満天の星を眺め生活したことで、自
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然の雄大さを実感させられた。 

④事業中の様子を写真付きメールで送ったり、泊港で報告会を行ったことで、保護者も

一緒に無人島生活の体験や感動を共有することが出来、家庭での確認に役立った。 

(2)プログラムを終えて参加者・保護者の声             

〈参加者アンケートより〉 

○いつもある電気やもの、水がなくたって、その代わりになるものを集めて過ごした。そ

の代わりのものが、海水だったり竹だったり、身近にあることに気付いた。                  

○サバイバルの中では生活の中で出なかったアイデアが出て面白かった。自然と一体化す

ることで協力性も高まり、友達も増えた。これからの生活の中でも知恵を生かしていき

たい。                           

○魚をさばいたりして、かわいそうだと思ったけど、生きるためだから仕方ないと思った。

やっぱりありがたい。来年も来たい。              

〈保護者のメールより〉 

○渡嘉敷島の武勇伝を毎日のように聞かされ、ほんとかな？と思う事ばかりで驚いていま

すが、家族で食い入るように聞いています。たくましく自信に満ちあふれています。翌

日朝、自分から進んで家族の布団を丁寧にたたんでいました（驚）帰ってから当たり前

のことすべてにおいて感動していました。  

６.今後のプログラムの展開について 

生活基盤や技能伝達に費やす時間が多く、参加者に委ねる時間が少なかった。健康状態

も考慮し日程延長を検討していく。 

７. おわりに   

ライフラインの乏しい無人島でのキャンプであったが、小中学生参加者は常に前向きに、

不便・不足・不自由を楽しみながら生活し、生きぬく技能と意欲を高めた。最初火を起こ

しから食事までに２時間近くかかっていたのが、繰り返すことで 30 分程度でできるように

なった。また、トイレも、当初は利用にとまどいが見られたが、日を追って当たり前に穴

トイレを使っていた。子どもたちの技能獲得スピードと環境への適応力には驚かされた。 

 また、男女混成の異年齢グループ生活では、中学生をリーダーに協力し兄弟のように仲

良くなっていった。 

今回のプログラムは、震災後等の厳しい状況下において役立つ、貴重な経験になったと

考える。ぜひ、同じようなプログラムが全国各地で行われ、厳しい環境下でも仲間と協力

し前向きに生き抜くことができる子どもたちを育成して欲しい。私たち施設でも、さらに

キャンプ日数を伸ばし、よりたくましい子どもたちの育成に励んでいきたい。 

 

（国立沖縄青少年交流の家 企画指導専門職） 
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