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はじめに

この冊子は、2015年3月17日（火）の第3回国連防災世界会議の
パブリック・フォーラム「災害と教育　災害に強い社会をつく
るための人づくり」の当日配布資料です。

私たちは、シンポジウムの各報告者の主張や報告内容がより明
確になることを願って、この冊子を作成しました。ご寄稿いた
だいた皆さまに感謝申し上げます。とりわけ、オーストラリア、
メルボルン工科大学、アジア太平洋成人教育協議会のホセ・ロ
ベルト・ゲバラ先生にはコメントご寄稿の他、論文掲載のご承
諾をいただきましたことに感謝申し上げます。
また、ホセ・ロベルト・ゲバラ先生のビデオメッセージ収録に
あたっては、メルボルン工科大学の市井礼奈先生、野口扶美子
様に大変お世話になりました。

さらに、このシンポジウムの開催にあたり、多くの皆さまにお
世話になりました。日能研様には、このシンポジウムの開催に
かかる諸費用を助成していただきました。日本環境教育学会様
にはこのシンポジウムの告知にご支援をいただきました。日本
社会教育学会様には、同学会主催シンポジウムで発行されたゲ
バラ先生の論文翻訳の転載をご承諾いただきました。その翻訳
にあたられた豊田香様にはその内容の確認をしていただきまし
た。日本語の入力にあたっては岩松真紀様、石山雄貴様にご尽
力いただきました。

皆さまに感謝を申し上げますとともに、このシンポジウムが有
意義なものとなることを確信しております。

2015.3.12

一般社団法人RQ災害教育センター

F o r e w o r d

This booklet is published as the proceedings of the Pub-

lic Forum ‘Disaster and Education for Building a Resilient 

Society’ held in Sendai, Japan, on Tuesday March 17, 2015, 

as part of the Third United Nations World Conference on 

Disaster Risk Reduction.

In the hope of summarizing the contents of each report in 

the Forum clearly, we have created this booklet. I would 

like to thank all contributors; in particular, I wish to thank 

Dr. Jose Roberto Guevara of the Royal Melbourne Institute 

of Technology (RMIT) for his considerable contribution, not 

only with regard to his clear comments on the reports but 

also because we have approval to include his published pa-

per in these proceedings.

The video recording was made possible through the as-

sistance of Dr. Reina Ichii and Ms. Fumiko Noguchi, col-

leagues of Dr. Jose Roberto Guevara at RMIT.Our thanks 

go to them. In addition, this symposium was held with the 

cooperation of many people and organizations. From Nich-

inoken Inc., we received a grant toward the various costs 

associated with holding this symposium. From the Japan 

Society of Environmental Education (JSOEE), we received 

support in the announcement of the symposium.  From the 

Japan Society for the Study of Adult and Community Ed-

ucation (JSSACE), we received consent to reprint the trans-

lation of Dr. Guevara’s paper that has been issued by this 

Society-sponsored symposium. Ms Kaori Toyoda translated 

the paper and has confirmed its contents; assistance with 

the Japanese was also received from two Ph.D. Students, 

Ms. Maki Iwamatsu and Mr. Yuki Ishiyama.

Once again I thank everyone for their contributions. I am 

confident that this symposium will prove to have been 

historic and meaningful for people who are interested in 

disaster and education, not only in Japan but all over the 

world.

March 12, 2015

RQ Disaster Education Center
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シンポジウム概要

第3回国連防災世界会議パブリック・フォーラム

災害と教育
災害に強い社会をつくるための人づくり

自然災害が激甚化する今日では、人々の紐帯や関係性を日頃からコミュニティの中に育んで
おくこと、地域社会のレジリアンス（回復力）を促進し、エンパワーメントを生成することが
重要です。このシンポジウムでは、東日本大震災等の被災地でこうした教育に取り組んでい
る実践者からの報告をふまえ、上記の学びを支える教育の意義を確認します。

プログラム

主催者挨拶・報告1：佐々木豊志
 一般社団法人RQ災害教育センター 代表理事

 一般社団法人くりこま高原自然学校 代表理事

報告2：	 高田 研　都留文科大学 教授

報告3：	 畠山 信　NPO法人森は海の恋人 副理事長

コメント1：	ホセ・ロベルト・ゲバラ（ビデオメッセージ） 
 ロイヤルメルボルン工科大学／アジア南太平洋成人教育協議会ASPBAE会長

コメント2： 降旗信一 東京農工大学 准教授

閉会挨拶：	 高橋 満　東北大学 教授／日本社会教育学会 会長

コーディネーター・通訳：二ノ宮リムさち 東京農工大学 特任准教授

言語：日英逐次通訳
主催：一般社団法人RQ災害教育センター
協賛：日能研
後援：日本社会教育学会／日本環境教育学会
日時：2015年3月17日（火）　9:10～10:50

場所：仙台市民会館 会議室7

　　　宮城県仙台市青葉区桜ケ岡公園4－1

          http://www.bosai-sendai.jp/doc/public_p.pdf
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1. はじめに

RQ市民災害救援センターは、東日本大震災の直後（2011年3月

17日）に日本エコツーリズムセンターとアウトドア義援隊が中
心となり、アウトドアやエコツアー関係者、自然学校関係者が
結集して活動を始めたボランティア組織である。述べ4万5千
名のボランティアで400tの物資の支援、泥だし、瓦礫片づけ
などの労務、足湯、音楽会など精神的な支援など、時間の変化
とともにさまざまな支援活動を続けた。このような2年間のボ
ランティア活動を経て、一般社団法人RQ災害教育センターと
名称を改め法人化した。

2. 災害教育の定義と意義に関して

組織の名称に使っている〝災害教育〟の定義に関しては、今後も
議論が必要であるが、RQ市民災害救援センターの立ち上げに
中心的な役割を果たした広瀬が災害教育の定義と意義に関して
述べている。広瀬が指摘している「災害教育」の概要を整理する
と以下のようになる。

災害教育とは……「被災地で被災者、ボランティア、訪
問者らが、被災地や被災者の窮状に接して繰り返し抱く
共感や貢献の感情と利他の行為を人格的成長の資源とし
て捉え、我が国の、ヒューマンで、災害に強い社会形成
に不可欠な資質を獲得する現場教育。災害の現場が持つ
人間を成長させる強い教育力」

その教育力は被災地での「体験的な学び」から生まれるもので、
被災地、被災者との出会いは平時の体験とは全く異なるインパ
クトで体験者を変えていく力でもある。災害の現場は緊迫感・
高揚感・絶望感が支配する環境であり、目の前に凄惨な目にあ
った被災者がいて信じがたい光景がある。その中で、自分で役
に立ちたいという強い貢献の感情が沸き起こる。
災害教育には2つの視点がある。ひとつは、「災害現場から学ぶ」
:ボランティアや一般市民が災害現場での活動や被災住民との
交流などを通じて人間的な成長を得るとともに、被災時の行動
について現場での実証的な経験知を身につけることができる。
そして、強い共感＋利他的な行為の実践＋貢献の感情を生む。
二つ目は、「災害現場を学ぶ」：災害がどのようなメカニズムで
発生し、どれほどの被害を及ぼすのか現場で身体的に理解で
き、災害予防や災害対処の効果的な取り組みの手法と効果を知
り、行動につなげることが期待できる。「災害復興エコツアー」

などもこうした学びの範疇である。そして、自らの災害対応、
サバイバルスキルの会得へつながる。このように災害の現場が
生み出す災害教育は、現場から学ぶ＝現場教育、被災地の現場
から学ぶ＝災害教育である。
さらに、広瀬は、これまでの防災教育の弱点を災害教育が埋め
るとして、災害教育は防災教育の事中型に位置づけ、震災前と
震災後と両方がつながっていることで、支援の結合ができ、大
きな教育効果がみられる。関わる人の人格的成長と社会参加の
効果が生まれる。災害ボランティアは現場から学ぶということ
はよく言われるが、それに留まらない学びの強さがある。被災
地、被災者との出会いは、大きな教育。ボランティアの利他的
行為や貢献の感情、人格的成長の資源として捉える。こういう
ものは災害時のユートピアと言われているが、世界共通の文献
によれば効果はせいぜい1週間から10日までと言われている。
ところが、日本の被災地では、ずっと続いているのを見ている。
ボランティアの若者がその後成長していい若者になっている。
これは災害時のユートピアとは違う質のものだと考える。繰り
返し被災者や被災地に接することで人格的な成長が定着してく
るのではないかと考察している。
さらに、自然環境をフィールドに活動している、自然学校やア
ウトドア関係者は、自然を常に意識をしている観点から、自然
は常に自らを浄化し再生する機能（自然現象）を持つものであり、
古代から日本人は災害と恵みの関係を理解してこの列島に住み
続けてきたと考えてきた。災害の悲惨な面だけを見ず恩恵面を
理解することで災害の全体像を把握できるようになる。人間に
害があれば「災害」、害がなければ「自然現象」であり、災害と
恵みは兄弟であり、災害と共存してきた日本人は自然現象と旨
くつきあってきた。災害教育は思いやりの深い国づくり、利他
と貢献の人をつくる。

3. 災害時における自然学校や 
アウトドア経験者が持つ特質

RQ災害教育センターは、自然学校やアウトドアに関係者が中
心に活動を進めてきた。自然学校が持つ教育力や自然学校の特
質をあげると①野外生活技術の専門家、②高いコミュニケーシ
ョン力がある。自然が好きな人と言うより、人も好きな人が多
い。③機動力のある自分のチームを持つ。チームごとに拠点や
プロジェクトを任すことができる。④海山でも体験型のプログ
ラムを作る力がある。いくらボランティアが来ても困らない。
いくらでも仕事が作れる。社会福祉協議会のボランティアセン
ターにはそういう力が無い。⑤全国のネットワークをもつ[20

年をこえる]、⑥社会企業:社会的ミッションを持って動いてい

報告1

主催者挨拶～RQの説明、災害時の学び、RQボラへの調査結果の報告
RQ災害教育センターの使命
～ボランティアの持つ「生きる力」から生まれた、様々な災害支援の仕組みと活動～

佐々木豊志 
一般社団法人RQ災害教育センター
一般社団法人くりこま高原自然学校
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る。だからこそ危機の際に機動力がある。さらに、RQ市民災
害救援センターが、震災直後の混沌とした情況のなかで進める
ことができたのは、組織運営に特徴があった。多くのNPOや
企業・役所の組織運営はヒエラルキーで成り立っている。その
方が効率的だとよく知られている。RQはアメーバ型の組織で
あり、指示命令系統がなく誰が活動を始めても、つながってい
て責任者を持たない仕組みになっていた。自分が問い詰められ
れば責任者といえるが、顔を知らない人の行動の責任を自分が
取れない。個人が自分で責任をとるようにした。それが実によ
く機能した。RQの実験と言うことでよく知られている言葉を
説明したい。全員ですべての情報を共有する。中越地震の際
は、多い時毎日1000人来た。リーダーを作って、カスケード
で情報共有しようという意見もあったが、我々は全員で情報共
有をやった。一日4回。ボランティア来る前、来てから始まる。
さらに活動に出遅れたボランティアのためにやり、夜のミーテ
ィングもする。これが結果的に情報全員で共有できると自律的
に動ける。皆がほぼ同じベクトルに向いている。ルールを極力
作らない。ルールはどうしても作られてしまうし、体育館に貼
られていることもある。ルールがいるのは互いに信頼がないか
ら。お互いに信頼すればいいということでルールをはがしたこ
ともある。「議論よりも動け」。「受容と多様性の保障」。ポジ
ティブ運動を推進。ネガティブになると攻撃的になる。例えば
今日一日心が温まった話題を聴く。笑顔が大事。出来ることを
出来る範囲で即実行（公平性）。

4. RQの活動から見る災害教育の教育力は……

RQ市民災害救援センターの現地東北本部の設置（2011年3月19

日）直後に被災地に駆けつけたRQボランティアは「生きる力」を
備えていたと考えられる。「生きる力」とは1996年に文部省（現
在の文部科学省）中央教育審議会（中教審）が「21世紀の教育を展望
した我が国の教育の在り方についてという諮問に対する第1次
答申の中で示された。その後の学習指導要領の考え方等で以下
のように解説されている。

〝生きる力〟とは……
いかに社会が変化しようと、
自分で課題を見つけ、
自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、行動し、
よりよく問題を解決する資質や能力であり、
また、自らを律しつつ、他人とともに協調し、
他人を思いやる心や感動する心など、
豊かな人間性である、
たくましく生きるための健康や体力

この「生きる力」を震災時のボランティア活動に置き換えてみる
と、ボランティアが持っていた資質と一致する点が多いことが
理解できる。特に震災直後の被災地が最も混乱し,混沌とした
時期に入ってきたボランティアの行動に「生きる力」が兼ね備え
られていた。

震災で社会、環境が激変した中で、ボランティアは自分で被災
地の問題や課題を聞き出し、見つけ、自分で考え、そして主体
的に判断をして行動をしていた。被災者の問題をより良く解決
するために様々な工夫が生まれ様々な仕組みもつくった。被災
地で初めてあった人間同士が、自身を律して寝食をともにして
生活し、支援活動ではチームを組んで協力し、被災住民の気持
ちを思いやり、支援活動を遣り尽くし涙して帰るボランティア
がいた。震災直後の寒波にも負けず、厳しい環境の中でたくま
しく生きる体力を持っていた。
自然体験活動の経験が豊富な自然学校やアウトドア関係者は、
上記のように〝生きる力〟を震災時に十分に発揮した。それは、
ボランティア組織の運営に関わった多くの自然学校関係者が、
前述した自然学校が大切にしている「体験学習法」を実践したこ
とにある。被災地で日々刻々と変化する課題や問題をそれぞれ
のボランティアが持ち帰ってくる。毎晩開かれるミーティング
ではその日に被災地にある課題や問題を共有し、何が起こって
いて、どうしてその課題や問題があるのか話し合い、次の日か
らどうするのか決定をして、翌日の支援活動につないだのであ
る。毎日のミーティングが正に「体験学習法」の手法の連続で、
被災地の課題の解決へ向けて機能したのである。この繰り返し
から、被災地の現実に起こっている課題を見つけ出し、より良
く解決するための様々な支援活動を実行するための仕組みが生
まれ実践されたのである。
以上のように被災地の現場での災害支援活動を通じて見えてき
たことは、混沌とした災害時には、刻々と変化する情況を受け
止めて、対応ができる資質と能力を持ち合わせた自然学校やア
ウトドア関連という業態がその機能を発揮できると考えられる。
従って、自然学校・アウトドアは災害教育をより実践的に体験
的に実施することができる組織として、災害教育の発展、普及
に寄与できる可能を持つことが期待できる。

5. 災害教育から育まれる「生きる力」

RQでは、たくさんのボランティアが、被災地で活躍をした。
今後は、被災現場で学ぶという「災害教育」を定義し、その意義
を明らかにするためには教育的な効果を検証する必要がある。
前述で示した「生きる力」はまさに、災害という現実を受け止
め、そこにある課題を見つけ、解決するという力であり、災害
教育で試され教育の成果である。災害ボランティアの「生きる
力」を育む要因を明らかしたい。そこで、昨年春にRQボラン
ティアを対象にアンケート調査をおこなっている。アンケート
の回答を受けアンケートの集計・分析をしている。3月17日の
シンポジウム当日までにその結果をまとめ発表する予定である。
このような調査・研究と実践を重ねることで「災害教育」の定義・
意義、そして教育的効果を示し進めて行くことが、今後の災害
へむけて行う人づくりと社会のしくみづくりの貢献できること
である。
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はじめに

本校では2011年6月より4年間、学生、卒業生、教員有志によ
って釜石市東部海岸線にある室浜から両石までの集落において
の東日本大震災に関わる被災状況を、住民個々の経験から記録
する活動を続け、これまで4冊の報告書を制作してきた。報告
においてはその調査活動における学生参加の調査活動を「災害
教育」として振り返り、その評価と意味について教育現場に就
職した卒業生からの声を元に検証したい。

1. 地域の概要と3.11の被害

調査地域は釜石市の東部、箱崎半島を中心に、南は両石,北は
室浜までの釜石東部漁協管内8集落と、漁港を持たない鵜住居
をあわせて9集落。
3.11の半島付根に位置する両石港遡上高は19.3mに達してい
る。標高が低い各集落は再奥部まで波が遡上して家屋を破壊し
て壊滅的な被害となった。半島北側の集落は急傾斜の階段状の
土地に家屋が立地しているが、20m近くまで遡上した波によ
って犠牲者を出している。平地にもかかわらず明治以降、津波
被害がほとんどなかった鵜住居においては非難が遅れ、また防
災センターへ非難したために多大な犠牲者数となっている。

2. 調査の経緯

2011年3月13日、栗林にボランティアセンターを構えた北海
道のNPO「ねおす」の協力で同年6月に学生ボランティアバス
を出した。その際に本校教授田中夏子が聞き取り調査を実施し
たことに始まる。　調査は田中と本校生1名,同年の卒業生2名
によって調査班を編成。根浜の漁業者 など7名から聞き取りを
行い、同年7月に報告書を出した。
同年北海道庁の依頼で釜石東部地区の被災状況について調査す
ることになり、片岸地区を本校で担当する。9月より始めて20

人の被災記録をつくった。学生は当年卒業生1名と学生1名が
参加。記録作成には、ゼミ生全員が分担して携わった。
2年目の2012年5月、釜石東部漁協を中心に復興市民会議が結
成され、その復興の仕事の一つとして管内8集落の被災記録を
作る事が決まり、本校にその調査を依頼された。調査には教員
4名,ゼミ学生,災害ボランティアサークル「バーサス」学生合わ
せて18名。そして三陸ひとつなぎ自然学校スタッフがあたり、
片岸以外7集落から21名の聞書き記録を作った。
3年目の2013年、釜石リージョナルコーディネーターが仲介

して「鵜住居地区 復興まちづくり協議会」の依頼で鵜住居地区
の調査が決まった。調査は教員4名,各研究室ゼミ学生9名が参
加。26人からの聞き取り、その内20名分をまとめた。報告書
作成は各ゼミ所属の2～3年全員で手分けをして行なっている。
（2014年継続）

3. 災害教育の視点から

3－1　教師となったボランティア学生
4年間の釜石東部地域での聞き取り活動に参加した学生の中に
は、地元に帰って教員になった学生も少なくない。災害教育と
しての評価を問うとき、心情の変化からそれを察することが出
来ても、それを「行為」として評価することは難しく、教育とし
てそれを捉えたとき、評価することは難しい。
そこで、卒業後に教職に就いた参加学生を対象に『災害ボラン
ティアの経験が、現在の仕事にどの様に生きているか。実際に
やったこと、考えた事について。』という問いで自由記述のアン
ケートを実施し、8名から回答を得た。その中で、海辺の学校
に勤めている5人の声を紹介する。（2014,7～8月実施）

❶H（男）,2012年卒業、石川県能登町、2011年の片岸調査に
参加、富山湾に面した小学校に勤務する。

避難訓練の事前指導で必ず話していることが2つある。それは、
日頃から避難訓練に参加した人たちは助かったことと、家族が
心配で自宅に戻ったときに亡くなってしまったことである。“津
波てんでんこ”という言葉があるように、自分の命をまず守る

3 3 3 3 3 3 3 3 3

ということを子供たちに伝えている。 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

聞き取り調査に行き、
教員となった今、災害が起きた時の危機感を少しでも子供たち
感じさせたいと思っている。言葉だけでなく、実際の写真を見
た子供たちは自然と耳を傾けてくれる。実際に災害が起きたと
き自分で判断できる子供たちになってほしいということが私の
願いである。

❷M（女）、2013年卒業、徳島県鳴門市。2012年の箱崎半島
の調査に参加。紀伊水道に面した小学校に勤務。

調査の中で「震災を忘れて欲しくない」という言葉が印象に残っ
ている。この言葉を受けて、私は子どもたちに伝えていかなけ
ればと思い、今年の3.11の日には津波の写真を見せた。子ど
もたちは真剣に見ており、津波の恐ろしさ、素早い避難の大切
さについて学べたはずだ。 私が勤めている小学校は海抜2m程
の所にあり、津波を想定した避難訓練が行われている。その際

報告2

「釜石東部地域、東日本大震災に関わる聞き取り調査」を通した災害教育
～教師となったボランティア学生たちの今～

高田 研 
都留文科大学
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には、聞き取り調査で聞いたことや経験したことを伝え
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

子ども
の防災意識の確立に努めている。実際に被災地へ行き、生の声
を聞いたことは私にとって大切な経験になった。

❸H（女）、2013卒業、鹿児島県川内市。2011年6月、釜石ボ
ランティア、2012年の箱崎半島調査に参加。現在甑島の小
学校に勤務。

『地震の避難訓練にしろ、津波の避難訓練にしろ、学校の対策、
避難計画は甘いと感じている。陸続きの地域でさえ甚大な被害
を受けたのに、海に囲まれた離島は尚更しっかりとした避難
計画がなければならない。離島という条件に加え、原発から
15km圏内という環境も踏まえて。鹿児島の方では、東日本大
震災に対する関心・理解が東日本に比べて圧倒的に低い。だか
ら社会の授業や学級活動の時間を通して、自分が被災地で撮っ

3 3 3 3 3 3 3 3 3

た映像を子供たちに見せ、体験談を語っている。
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

東日本大震災
自体を経験したことや、被災地に実際に行っているということ
で、生の声を届けることができるので、非常にボランティアの
経験が役に立っている。』　

❹S（男）、2013年卒業、静岡県静岡市、2011年6月釜石ボラ
ンティア、2012年の箱崎半島調査に参加。現在静岡市内の
海抜7mで海からの距離が約1kmにある小学校（児童数520名）
に勤務。

『私が教壇に初めて経ってから1年と4カ月が経ちました。1年
間の行事の中では防災に関する行事が年に7回程度開かれてい
ます。避難訓練は、地震だけの時、津波が起きる想定の時、予
告なしの避難訓練、引き渡し訓練など様々ケースに対応できる
ように行っています。その都度、職員間でもどのように避難し
たらいいのか、話し合いも行っています。そのことから、防災
に関する意識は高い方だと感じています。私も、ボランティア
での経験から毎回、運動場に逃げてから屋上に避難する形には
疑問を感じていたため、そのことを話しました。そのこともあ
ってか、年に1回は避難訓練の時に教室から屋上に直接逃げる
訓練をすることに決まりました。
東日本大震災のボランティアの経験談は、授業開始から避難訓

3 3 3 3 3 3 3 3 3

練開始まで10分程度時間があるため、そこでよく話をします。
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

被災地の写真を見せると、子どもたちは毎回すごく驚きます。
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

当時はテレビや新聞でよく目にしていたはずなのですが、震災
から3年がたち子ども達の意識は希薄になってしまっているな
と感じます。
被災地の子どもたちの遊び（津波ごっこ）などの体験談を話すと、
自分たちの想像していた遊びと違っているためか、真剣に話を
聞いてくれます。話をしたときとしないときでは子ども達の真
剣味も変わってくるので今後も話をしていきたいです。
ボランティアに行ったことで、自分の話が机上の話ではなく生

3

の声として周りの職員や子どもたちに届いていると感じていま
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

す。
3

そういった意味でもボランティアの経験は生きた経験とし
て教育の中で役立っていると思います。』

❺Y（女）、2014年卒業、千葉県銚子市在住。2012年の箱崎半
島と2013年の鵜住居調査に参加。現在は房総半島の先端に
ある小学校に勤務。

『小学校での避難訓練の際に被災地での経験を話した。
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

子ども
たちは真剣に話を聞いてくれ、避難訓練も真剣に取り組もうと
してくれた。教師として、避難訓練や子どもの危機管理能力の
育成、安全等に力を入れるようにしている。避難訓練以外でも、
地震、津波などの言葉が出て来たときは、被災地での経験を話
し、被災地のことを知ってもらったり、危機管理能力を高めた
りしたいと思っている。また、同じ職場の先生にも伝えていき
たいと思っている。』
　　　

4. 語りの力

生と死の間を経験された被災地の人々が語る「言葉」。そのリ
アリティは録音されて持ち帰られ、多くの学生によって幾度も
反復されながら文字となり逐語録となった。報告書は聞き手の
学生がそれぞれに責任を持って行なった。逐語録は読み返さ
れ、精選され、語り手に再び問い返されて報告書へと結実して
いった。
その長い道程を通して学生の心の底に、ひとつひとつの言葉が
埋め込まれた。
それぞれの故郷で教師となった若者たちは、今、その言葉を自
分の語りとして次の世代に伝えようとしている。ここから少な
くとも四半世紀、日本各地の学校で彼らは子どもたちに語り続
けることが予想される。
海抜6mにあるという静岡の小学校ではSの提案で学校の防災
システムが問い直されている。（❹参照）若い新入り教師の言葉
に教師たちが耳を傾け、学校が動いた。
日本を囲む海岸線は約3万4千kmある。ボランティアに参加し
た30名ほどの学生の内、8名が現在教員となり、その内5人も
海抜10mに満たない海岸線に立地する学校に勤務している。
彼らの言説は、未来避けることができない津波災害時、子ども
たちの命を守る大きな可能性を持っている。
広瀬敏通が定義した『災害教育』。つまり災害時に被災地にお
いて行なうボランティア活動の持つ教育力は、被災地での経験
を仕事に還元する場面を数多く持つ教員養成系の学生には直接
的である。教員養成課程の中にそれを重要な学びの場として保
障する仕組みが必要である。
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報告3

支援される側の視点と学び

畠山 信
特定非営利法人森は海の恋人

日本語資料は当日配布予定です。
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by Jose Roberto  Guevara

Email: roberto.guevara@rmit.edu.au

RMIT University, Melbourne, Australia

Asia-South Pacific Association for Basic 

and Adult Education (ASPBAE)

災害リスク低減教育に関する今回の協議に参加する機会をいた
だき、主催者の皆様には心より感謝申し上げます。

まず、私のプレゼンテーションの中でどなたかのお気に障るよ
うなことがあった場合に備え、前もってお詫び申し上げます。
読んだものに基づいて内容を批判して、個人的な質問や意見を
受け付ける議論の場には参加しないということは、フェアでは
ありません。しかし、今朝のこの短いプレゼンテーションを聞
いて、主催者の方々との打ち合わせを行い、現段階で皆さんと
共有したいと思う内容についてフィードバックをいただきまし
た。私のコメントは、批判的ではありますが、私達はみな教育
者として世界の持続可能性と公平性を高めることに貢献できる
よう尽力していることを認識した上で述べているものですので
ご安心ください。

提供された最初の2つの論文の英訳を読ませていただきまし
た。いずれも、災害リスク低減教育における経験的学習の力を
明確に示しています。

佐々木さんは、災害「について」学ぶのに、災害の経験「から」学
ぶことほど適した方法はないとおっしゃっています。私達は災
害「について」の知識を得て、共感と同情の価値観を築き、災害
に対して役立つスキルを身に付けるのです。

高田先生のインタビューでは、災害対応でのボランティアの直
接的経験が大きく貢献し、将来の災害対応に備える教育を行う
教師の能力が向上したことを実証されました。

従って、災害時に（頭で）知る、（心で）感じる、（手で）行動する
という対処方法の習得に、災害時の経験的学習が役立ちます。

教育と学習の主要目的が、被災状況に対応できるコミュニティ
ーの能力の向上であることは仕方のないことです。なぜなら、
実際には、地震、火山の噴火、台風などといった災害が日常茶
飯事であるという現実と共存できるようにしなければならない
コミュニティー（地元住民だけでなく、直接被害を受けなかったため
にボランティア活動をできる人々も含まれます。ボランティア活動者に

ついては別のコミュニティーから参加している場合がありますが、将来、

彼ら自身が被災者になる可能性もあります。）もあるからです。これ
は、日本や私の母国であるフィリピンなど、環太平洋火山帯に
位置しているといったように、地形によって決まっていること
です。

その意味では、災害を、将来に備えて災害「について」災害「か
ら」より多くのことを学ぶ機会とみなすことができます。

残念なことですが、日常的に災害と共存できるようになったコ
ミュニティーの、災害から受ける影響が大きくなっていること
は否定できません。

そう、災害は威力を増しています。そして、災害は広範囲に広
がるようになり、さらに災害は頻発するようになりました。し
かしこのような要因だけでは、さらに多くの命が失われるよう
になり、被害を受ける土地や建物が増え、コミュニティーの復
興にかかる時間が長期化している理由を説明できません。私の
心に焼き付いている一つの例としては、フィリピンでの台風ハ
イエンの被害があります。

佐々木さんがおっしゃっている通り、このような災害が人々に
与える影響の大きさと結果から、これらの災害はもはや自然現
象とは呼べません。実際、災害は貧富や肌の色、年齢、性別を
選びません。災害は全ての人々に襲いかかるのです。

ただし、災害の影響が等しく降りかかるものではないことも分
かっています。結果として生じる苦しみは誰もが等しく経験す
るというものではありません。回復にかかる時間も平等ではあ
りません。それは、私達全員が同じように脆弱なわけではない
からです。

そうです。災害の影響は、（頭で）理解し、（心で）感じ、（手で）
対処する必要がある問題なのです。しかし災害教育の中で、「他
より脆弱なコミュニティーがあるのはなぜか?」という疑問が
どの程度投げかけられているのでしょうか。

私は畠山さんの論文はまだ読んでいないのですが、この論文は
災害に対するさまざまな脆弱性に貢献する構造的課題を特定し
調査したものであると推測しています。

私の論文は、お時間があればぜひお読みいただくとして、その
中で私は、災害の影響と気候変動に対して脆弱とみなされてい

コメント1

教育は復興のためか、
それともリ・サイレンス（再び鎮静化）させるためか?

ホセ・ロベルト・ゲバラ
ロイヤルメルボルン工科大学

アジア南太平洋成人教育協議会ASPBAE会長
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る個人やコミュニティーの回復力構築を目的とした教育プログ
ラムの数が増加していることに気付きました。

誤解しないでいただきたいのですが、私は、災害への備えに関
する学習、災害時の救命に関する学習、災害後のコミュニティ
ーの復興方法に関する学習を継続していくことが非常に重要で
あると考えています。ただし、「そもそもなぜこれらのコミュ
ニティーが脆弱なのか?」という問いに取り組まずして、本当
に復興力を構築していると言えるのでしょうか。

脆弱性についてフィリピンの視点から申し上げますと、脆弱に
なる要因として、選択肢不足、権利の欠如、住む場所の選択肢
不足、貧困、教育不足などが挙げられます。

しかし、より多くの権利が与えられており、フィリピンと同レ
ベルの貧困を抱えていないという点で先進性の高い国では、脆
弱性という要因は、これらの災害課題に取り組む上で非常に狭
い見方です。テクノロジーというものは被害を低減する一つの
手段ではありますが、場合によってはさらに脆弱化させる可能
性もあります。

希望する生き方と住みたい場所と希望する将来について、学習
や意思決定、選択プロセスに参加せずに、どうやって回復力を
高められるようになる能力を開拓するというのでしょう。

私達が受けている復興教育が、先ほど申し上げた脆弱性問題に
取り組まないものであるならば、それは本当に復興教育なので
しょうか。リ・サイレンス（再び鎮静化）させるための教育では
ありませんか。コミュニティーは、「なぜ」と質問することもな
く、意思決定プロセスに参加することもなく、対処することを
学び、次回の災害に単に備えることを受容するだけではないで
しょうか。

私はこの考え方を皆さんと共有してご意見をお伺いしたいと思
っています。ぜひ積極的に議論していただければと存じます。
オーストラリアのメルボルンから参加する機会を与えてくださ
り、誠にありがとうございました。
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東日本大震災が自然体験学習や環境教育に何をもたらしたのか
について環境教育（とりわけ社会教育や地域教育に係る）論者がどの
ようにこの出来事を受け止めたのかを数例紹介しておきたい。
大島英樹（2011）は、「60・70年代の公害問題にかわって80・
90年代に、地球環境問題が登場した時は「環境」に関して誰も
が同じ方向を目指せるのではないかと期待した。ところが実際
はやはり平行線のままだった（中略）それがはっきりしたのが今
回の地震ではないか」と述べた。安藤聡彦（2011）は、「『東日本
大震災から環境学習をとらえなおす』とは、『環境学習』の有す
る総合性・包括性を維持しつつも、いまいちど環境問題の学習
を学びの中核に据え直すという志向を意味する」と述べている。
安藤聡彦はまた「2011年3月11日の東北大震災及び福島原子力
発電所事故以降、私たちは日本の環境教育は本質において公害
教育であり続けることを覚悟しなければならない。それは（中
略）「苦しみと向き合う」という生き方を引き受けること（中略）
を意味する（安藤聡彦2013）」とも言っている。 

筆者も含め環境教育に係る研究者たちが東日本大震災により受
けたインパクトを以下の3点として示すことができるのではな
いだろうか。一点目は、「環境教育」という用語は普及したもの
の、技術革新や法制度や教育によって改善または解決の方向に
向かっていたと思われていた（環境）問題は実は解決していなか
った（すなわちこれまでと同じ理論・実践では問題は解決しない）とい
う理解である。二点目は、この認識が「公害（災害）」という形と
して私たちに可視化・自覚化されたことである。そして三点目
は、原発再稼働問題にみられるように問題の解決の方向性（す
なわち、目指すべき「環境」の姿）は誰もが共有できる自明のものに
はなっていないことである。このような認識は、日本では東日
本大震災を契機に広がっているが地球温暖化問題のより直接的
影響を受けている諸外国においても、同様の認識が広がってい
る。すなわち環境教育の目指すべき人間像が「環境問題を起こ
さない人間」から「環境問題の渦中においてのあるべき人間の
姿」へと変化しつつある。
このような理解を前提として、筆者は環境教育の新たな視点と
して災害レジリエンス教育論に注目してきた。その要点を述べ
るならば、精神的痛みに対処し、乗り越え、もとの心の状態を
取り戻すための、社会的コンピテンシー、問題解決能力、目
的意識、未来に向けた方向づけとの関連（Mauluccio 2002）や、
Haimes（2009）が示した「吸収力」「防御力」「適応的反応力」
「回復力」という4つの力の総体としての「復元性」として理解さ
れてきたレジリエンスは、環境教育研究において社会-生態シ
ステムという世界観における「復元力」としての理解に発展して
いる。社会-生態システム論は社会システムと生態システムの
矛盾として起きる環境リスクとしての現代社会を捉える世界観

であり、日本の環境教育におけるレジリエンス研究では、社会
システムと生態システムとを媒介する学習の場として、里山や
里海、そして生身の人間の生活を場としての農山漁村などの地
域を具体的な実践のフィールドに位置付けた研究が求められて
いる。（FURIHATA etal,2013）
筆者は、災害レジリエンスを「災害と向き合う地域の力」ととら
え、その内実を「生態学的持続可能性」と「社会的公正」という2

つの価値観（目標）をもつ一本の軸、さらに個人のレジリエンス
とシステムのレジリエンスの同時的追及を目指すもう1本の軸
として捉えた上で、この両軸における位置を確認しつつ、災害
に係る学びとして、今日の教育計画・構想のなかで諸実践を総
合的に展開することを提起している。（FURIHATA 2014）　
ただし、ここで注意を払わなければならないことは、日本政府
が進める「国土強靭化論」のような災害時の緊急性を理由にした
大規模自然破壊を伴う国家論・全体論的レジリエンス論は、そ
こに住む地域の子どもや人々の声を政策に反映させる道を閉ざ
すものであり、「苦しみと向き合う」という生き方」とは正反対
の「新たな苦しみを生み出す生き方」につながる危険性があると
いうことである。レジリエンス教育の可能性とともに危険性を
指摘するGuevara（2013）が、「これまで我々を危機においや
ってきたような疑問を持たず、正に根本から構造を見直さない
ようなレジリエンスのための教育は問題を解決するどころか隠
蔽してしまう」と指摘しているように、我々は危機を生み出し
た背後にある構造を直視しなければならない。そのためにはこ
れまで予測不可能なもの、想定外のものとしてきた「自然災害」
を、「自然現象」と「それが人的被害をもたらす状況」とにわけて
考える必要があろう。地震であれ、津波であれ、自然現象は必
ず発生するのだが、自然現象がいかなる状況下でもただちに人
間に被害をもたらすわけではない。それが人的被害をもたらす
状況の背後には、社会的な不平等や格差、自然とのアンバラン
スな関係あるいは構造的暴力（例えば澤2012:99）といわれるもの
が存在している。災害レジリエンス教育はこうした隠蔽されつ
つあるものを正面から見据える教育でなければならないであろ
う。
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以下の論文は、ホセ・ロベルト・ゲバラ博士が、日本社会教育学会60周年
記念国際シンポジウムで講演をした折に、その当日資料に掲載された論文
（和訳）である。なお同資料には、原文（英文）も掲載されているが、この論文
はその後、修正されている。
最新の論文は下記のURLで入手できる。
http://www.lline.fi/en/news/11022014/education-for-resilience

序章

日本社会教育学会第60回大会の開催にお祝い申し上げたい。
我々アジア南太平洋成人教育協議会（ASPBAE）も、50周年の記
念準備を進めているが、そこに所属する団体や個人を代表し
て、お祝いを申しあげる。記念式典はこれまでの実績を祝うい
い機会となる。しかしより重要なことは、我々が個人として、
また団体として過去、出発点、成し得てきたこと、目標、そし
て目標達成の方法を深く見つめ直すいい機会となるということ
である。
今日、私は3つの枠組みが、“危機的状況下におけるレジリエ
ンスのための教育”の妥当性を検証する上で役に立つというこ
とを確認したい。最初に、危機的状況下における我々の仕事の
基礎となる、非常に重要な教育枠組みを確認する。次に、持続
的発展の推進にまつわる概念や方針を探索したい。三番目に、
持続可能な発展のための教育（ESD）が、我々が使用可能な持続
的発展のためのツールであることを示したい。そして最後に、
この3つの枠組みを利用し、この持続性の推進における教育的
ゴールとして圧倒的に支持されているレジリエンスの概念を批
判したい。

教育枠組み

我々は、世界的な教育枠組みを発展させることに、大きな成果
を上げてきた。そしてその成果は、時代の要請である学習に
対して、我々がこれまで関与してきたことを証明するものと
なる。私はここで、フォール報告『未来の学習』（原題learning 

to be:人間として生きることを学ぶ）（1972）と、知ることを学ぶ
（learning to know）、為すことを学ぶ（learning to do）、共に
生きることを学ぶ（leaning to live together）という3つの追加
的な柱を確認したドロール報告（1996）、この両方が、非常に
妥当性をおび続けていることを論じたい。しかし、しばしば、
この4つの側面を覚えておくことに気を取られると、両論文が、
「生涯教育」と「学習する組織」の文脈で書かれたものであるとい
うことが、不明確になる。
フォール報告『未来の学習』（1972）は、Medel-Annonuevo 

et al.,（2001:2）によると、「個人が自らの社会的、経済的、政
治的、文化的な発展のために学ぶ必要性と権利を主張した」も
のである。そのレポートに述べられていることは以下である。

個々人は、生涯学び続ける姿勢である必要がある。生涯
教育という考え方は、学習社会の中心概念である。生涯
という概念は、教育の全側面に適用され、教育の全てを
含みつつ、部分的なものの集合以上の全体的な存在とし
て、在り続ける。言いかえると、生涯教育とは、教育制
度ではなく、制度を持つ組織自体が基礎づけられ、つま
りは個々の構成要素の発達の基礎にある行動規範である
と言える(1972:181-82)。

ドロール報告は、上記の論点を発展させ、さらに以下のように
議論している。

生涯にわたり必要とされる教育という概念は、時代や地
域を問わず、柔軟性、多様性、使用可能性という点で強
みがあるため、広くこの概念を支援するよう、要求して
いくべきである。生涯教育という概念を再確認し、広め
る必要性がある。努力の仕方を変化に応じて変えるとい
うだけでなく、知識と態度、そして批判力と行動力を備
えた人格形成のための継続的な過程も構築していかなく
てはならない。「生涯教育」は、人々が自分自身と自らが
置かれた環境に気付くよう働きかけ、彼らが、職場や地
域社会において社会的役割を果たせるよう勇気づけてい
くべきである。

我々が担当する成人教育の分野では、1997年ハンブルグ宣
言（CONFINTEA　V）と、2009年ベレン行動方針（CONFINTEA　

VI）が、生涯学習と学習する組織という発想を承認し、推進さ
せた。これらは議論の中で、様々な点に焦点があたった。例え
ば、教育は権利であるということ、成人教育の実践は多様で変
化し続ける学習者、地域、国家、そして世界に対応している必
要があることなどである。

教育枠組みにおける環境と持続的発展

『ハンブルグ宣言』も『ベレン行動方針』も環境問題に取り組む重
要性を認めた。しかし、これは私も同感だが、その2つに現在
まで関わっているColver&Hill（2013）は、環境計画が、ベレ
ン行動計画よりも、ハンブルグ宣言においては、より優先され
ていたと論じている。その優先レベルは、議論の余地があるが、

巻末資料

レジリエンスのための教育──危機的状況下の成人教育・地域教育

ホセ・ロベルト・ゲバラ
ロイヤルメルボルン工科大学

アジア南太平洋成人教育協議会ASPBAE会長
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両者を取りまく世界的な出来事にリンクしている。アジェンダ
21（UN 21）は、1992年のリオ地球サミットの中心的成果の一
つであるが、環境と発展を強く関連付けている。アジェンダ
21では、公教育・非公教育の重要性を認知させることがどれ
だけ必要不可欠であるかについても確認をしている。公教育・
非公教育は、参加することと、我々が大幅に生き方を見直し、
環境に関わるようにするかどうかという、全体的な文脈に基づ
いている。

公教育を含めた教育、そして一般への講習や訓練は、人
類と社会が最大限の可能性に到達できるプロセスとして
認識されるべきである。教育は、持続可能な発展を推進
させ、人々が環境と開発問題に取り組む力をつけるため
に、必要不可欠なものである。基礎教育は環境・開発教
育のどちらにおいても、基盤となるものだが、開発教育
にとって、学習が必須項目として組み込まれる必要があ
る。公教育・非公教育ともに、人々の態度に変化を起こ
し、持続的発展に関する問題を評価し、それに取り組む
力を持てるようにするという意味でなくてはならないも
のである。更に極めて重要なことは、環境と倫理、価値
と態度、技能と行動とが、持続可能な発展と折り合いを
つけること、そして意思決定において、効果的に一般大
衆が参加することである。効果を上げるには、環境教育・
開発教育は、物理・生物的・社会経済的な環境と、人間
開発(精神も含め)との両方の在り方について問うべきであ
る。そして、その両者が、あらゆる分野の科目に統合さ
れるべきであり、公式・非公式な方法、また効果的な対
話手段を採用するべきなのである。(UN1992)

ハンブルグ宣言（UNESCO、1997）は、これらの主要な要素を支
援し、更にそれを進展させ、社会的・経済的・文化精神的文脈
においてだけではなく、効果的な行動に備えるために、政治的
文脈においても、平等に、取り組まれるべきであるということ
を確認している。

環境の持続可能性のための教育とは、環境問題が、社会
経済・政治文化的な文脈の内部にあるということを認
識し続ける終わりのない生涯学習である。持続可能な
未来は、環境問題と現在の開発問題との関係性に切り込
まない限り、達成されない。成人環境教育は、地域と
意思決定者を持続可能な環境的行動へと意識化させ、気
持ちを高めるのに、重要な役割を果たすことができる。
(UNESCO、1997)

国際シビル・ソサエティ・フォーラム（FISC）は、持続可能な社
会と世界の責任のための環境教育協定という成果をもたらした。
そして、主要な方針を、公教育・非公教育および非公式教育の
価値を確認する一貫した文書の中に取りまとめた。その文書は、
全体的で学際的な文脈の理解に根差しており、イデオロギーや
政治的な行動をも取り込み、権利を導くものとなっている。

ベレン行動指針（UNESCO2009:4）は、環境と発展についての明
確な声明を出していない一方で、現行政治とその実践という、
見落とされていた視点を以下のように捉え確認した。「あらゆ
る側面（経済的で、持続可能で、地域や個人など）において、発展に
取り組む成人学習・成人教育に対するより統合したアプローチ
が欠けている」。

地球レベルでの環境と発展との関連性は、1992年リオ地球サ
ミット、公式には『環境と開発に関する国際連合会議』と呼ばれ
た会議で明らかになった。1972年の同会議では、それはただ
『人間環境会議』とだけ呼ばれていたが、Clover（2013）による
と、1972年の会議中に、「環境は人々の幸せな人生に影響を与
え、環境破壊は、人類の身体・精神そして社会的健康に対し有
害である」ということが承認されたという。しかし、Cloverの
更なる調査によると、2002年ヨハネスブルグ国際連合で初め
て『環境と開発に関する国際連合会議』と呼ばれるようになり、
その時に「持続可能（sustainable）」という言葉が、発展における
異なる視点と実践を示すものとして再確認されたとしている。

持続可能な発展について、最も引用されている定義は、Brun-

tlandレポートによるもので、「現代の世代が、将来の世代の
利益や要求を充足する能力を損なわない範囲内で環境を利用
し、要求を満たしていこうとする理念」とされる。この定義は、
持続可能な発展における現世代の側面を強調している。
その他の主要な国連資料では、持続可能な発展の3側面（もしく
は柱）となる考え方の見直しとバランスを強調している。3側面
とは、社会的、経済的、そして環境的側面である。これらは時
に、3つの本質として同等の扱いとなるが、UNESCO（2010）『持
続可能な未来のための教育と学習』は、更に先に進み、持続可
能な発展に対し、政治的側面も取り込んでいる。
またそれに加えて、1992年リオ地球サミット以降、2つの方
針が出てきた。私はそれらを、持続可能な発展に必要不可欠な
ものと捉えている。それらは、『予防原則』と『共通ではあるが
差異のある責任』である。
『予防原則』には以下のことが述べられている。

環境を守るために、各国の能力に応じた予防的なアプロ
ーチが、広く適応されることになる。重篤で取り戻すこ
とのできない損害の危険がある場所では、環境悪化を防
ぐのであれば、費用効率の高い方法を取り続けたいとい
う理由だけで、科学的な正確さに欠くものは、使用され
るべきではない。

『共通ではあるが差異のある責任』においては以下のように述べ
られている。

地球環境破壊における異なる貢献という視点において、
各国は共通ではあるが差異のある責任を持つ。先進国は
責任を認め、各国が地球環境に与えているプレッシャ
ー、また自由に操れる技術と金融資源という視点から、
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国際的に連携して持続可能な発展に寄与する必要がある。

残念ながら、この2つの原則は、2002年と2012年の地球サミ
ットに引き継ぐことはできなかった。しかし、水面に沈みつつ
あることを論証する国がいくつかあったように、危機的な状況
に備えたり、対応したり、可能な場合は、それを回避するとい
う成人教育実践を、我々は活気づかせることができる、という
教訓を、この2つの原則から得たのである。

持続的発展のための教育

ESDの定義を見つけることは簡単ではない。UNESCO（2013）
は、以下のように述べている。「特定のプログラムやプロジェ
クトではなく、むしろ既存の様々な形態の教育を覆う傘であ
り、創られなければならない新しいものである。ESDは、現在
の持続不可能な社会の土台となっている教育プログラムや制度
（方法と内容）を見直す努力を促す」。実際、TLSFウェッブサイ
ト内で、UNESCO（2010）は、ESDという専門用語が、「持続
可能性のための教育」、また「持続可能な未来のための教育」と、
同じ意味で使用され、しばしばESDは、明らかに区別される、
特定の組織もしくは共同体であることを認めている。より重要
なことは、教育の理想と、持続可能な発展の諸側面とを一緒に
編み込ませるという、既に確認されている原則がESDにはある
ということである。
チャールズ・ホプキンスは、ESDは、彼の言葉で「従属的」な教
育に、落ち入ってはいけないと、頻繁に論じている。それは例
えば、平和教育、開発教育、災害教育などである。従属的な教
育になってしまうと、4つの柱（社会・経済・環境そして政治）や、
時間的な側面（過去・現在・未来の世代）や、学びの異なる種類（公
教育、非公教育、非公式教育）や、異なる専攻分野（学部横断的）を、
ESDが包括的に含みこみ、地域と世界受け入れる可能性を低下
させてしまうと批判している（Mayr&Schratz。2006:5）。
私は成人教育とコミュニティ教育に、環境教育者として携わっ
てきた。私は常に、環境教育が、生物物理学的な環境にだけ焦
点をあて、より全体的なアプローチをとらない傾向があること
を批判してきた。全体的なアプローチにより、社会的、政治的、
経済的、環境的、文化歴史的な文脈における、様々な社会的側
面が、相互に関連付けられているということが、わかる。ESD

もしくはEFSが発達することで、この種の教育実践が、説明し
やすくなった。
2002年に、2005年から2014年までを『ESDの10年（DESD）』
とする案を日本政府が提出し、国連総会がそれを受諾した。そ
の時私は、祝杯をあげた。DESD（UNESCO2006）の目標は、「持
続可能な発展に内在する価値を学習のあらゆる側面に取り入
れ、行動レベルで変化を促し、人々がより持続可能で、あらゆ
るもののための社会を目指すようになる」。いわゆる記念祝賀
会のように、DESDの終わりは、振り返る機会が与えられる。
更に、多種多様な地球規模の危機という文脈で、DESDを振り
返ることは、避けては通れない。
私は、危機という文脈が、持続可能な発展のための教育を、結

果的にもたらし、それが、気候変動教育や災害リスク防止教育
と同等の扱いになっていることについて、議論したい。差し迫
る危機に対応した措置をとることは必要不可欠だが、この種の
「従属的」教育は、学習者を単に危機の一つの側面や、一時的な
準備にとどまらせ、長期的でより持続可能な対応策へとは導か
ない。従って極めて受け身な対応になりがちである。
この教育的な対応は、最近でレジリエンスを高めるという表現
で語られ始めています。私は、短期的な受け身の対応はレジリ
エンスではなく、「鎮静化（re-silence）」を促すものではないか
と思う。なぜなら、そこには、なぜ我々は、多種多様な危機に
さらされるようになってしまったのか、そしてどのように、未
来の危機を回避できるのかということについて、理解を深める
試みがほとんどないからである。

レジリエンスのための教育についての再考

レジリエンスの定義は、「システムが、かく乱因子を吸収して
も、その基本的機能と構造を保持できる能力」とされる（Walk-

er&Salt、2006:1）。レジリエンスは、世界が変わりつつあると
いう事実を認めると、その回復力に富むシステムで、変化しつ
つある世界に対応し、それ自体のシステム機能を保持しようと
する。レジリエンスという概念は、システムとは複雑であり、
内部の部分間で相互作用を持つこと、そして、個々の場面で生
まれた対応策に根差した変革と学習に、価値を置く社会生態的
システムとして記述されることがある（Walker&Salt、2006）。
しかし、これらの前向きな特質にも関わらず、Holmberg

（2013:3）は、レジリエンスについて語られる場合、持続可能性
の政治的側面が見落とされがちであり、地球の有効活用に関す
る決定の大部分を占める、権力関係、利益の妥協、そして不平
等は、覆い隠される傾向にあると論じている。その傾向は、レ
ジリエンスが「極端に破壊的」であるという可能性を否定するも
のではなく、もし社会・経済的バランスの崩れという問題に取
り組まなければ、レジリエンスのための教育は、持続不可能な
発展をもたらしている現在の権力構造を、維持するだけに終わ
ることになると論じている。
災害予防・管理にだけ焦点をあてるESDが、どのようにして、
狭く表面的な対応に終わるのかについて注意深く見てみると、
その理由は、危うさの原因について疑問を持ち、その原因を解
決しようとしないことにあることがわかる。言いかえると、こ
れまで我々を危機に追いやっていきたような、疑問を持たず、
正に根本から構造を見直さないようなレジリエンスのための教
育は、弱い立場に追いやられてきた人々が、気候変動やその他
の環境的な大災害に対処し、うまくいけば生き残る手助けする
程度のものとなるであろう。
これが正真正銘の持続可能な発展だろうか。レジリエンスは、
今以上に平等な発展をもたらすのだろうか。レジリエンスは、
平和をもたらすのだろうか。
もし、我々が、自らの置かれている状況に気づいて、それに疑
問をもち、理解し、その困難に立ち向かうことができるならば、
レジリエンスのための教育は、これらのゴールを全て達成させ
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るだろうと、私は言いたいと思う。我々、教育者は、これをた
った一人で実現することはできない。我々は、協力者と手を取
り合いながら、活動をするということを、学ぶ必要がある。我々
は、それを達成するためのプロセスの途中にいるのである。

結論

記念式典は、祝い、振り返り、再考し、そして行動するための
機会である。我々には、時間的余裕や豊富な資源はないかもし
れない。しかし、我々には、思考の枠組みがあり、方法がある。
そして、成人教育者は、常に情熱と決意を持ち、変化に貢献し
続けている。我々に必要なことは、あらゆるレベル、あらゆる
分野で、我々の力を結集することである。もしそうしなければ、
レジリエンスのための教育は、私たちの日本と地域社会を再び
沈黙させるためだけの教育に終わり、我々は、次から次に起き
る危険にさらされ続ける状況を、受け入れることになるだろう。
冗談ではなく、我々は危機にさらされているのである。その程
度は、人により異なる。最も危機にさらされている人たちが、
実際には最も回復力があることを、何度も目の当たりにしては
驚かされている。おそらく、成人学習の主要な原理は、「とり
わけ危機下においては、我々はみな学習者である」ということ
を実践する時が来たのだろう。誰か一人でも危機にさらされて
いる限り、我々皆が危機にさらされていることになるというこ
とを理解するような、本当の世界市民になる学習プロセスを、
我々が導く時が来たのである。
我々は、日本社会教育学会第60回大会とアジア南太平洋成人
教育協議会50周年記念祝典を準備しつつ、真のレジリエンス
学習に貢献すべく、積極的に関与する決心をしよう!

我々には、沈黙（silent）している猶予はない。

（翻訳：豊田 香）
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G e n e r a l  I n f o r m a t i o n

The 3rd World Conference on Disaster Risk

Reduction in Sendai Public Forum
Disaster and Education
for Building a Resilient Society

Today, developing resilient communities and empowering people to respond to increas-

ing disasters are unquestionably critical.  This symposium will focus on possibilities of ed-

ucation in formal, non-formal, and informal settings to develop resilience of communi-

ties and people based on reports of experiences in the area afflicted by Great East Japan 

Earthquake.

Program:

Opening remarks & Presentation 1: Toyoshi Sasaki Representative Director, Japan RQ Di-

saster Education Center / President, Kurikoma Nature School

Presentation 2: Ken Takata Professor, Tsuru University

Presentation 3: Makoto Hatakeyama Vice-president, NPO Mori wa Umi no Koibito

Comment 1: Jose Roberto Guevara (Video Message) Associate Professor, RMIT university / 

Asia-South Pacific Association for Basic and Adult Education (ASPBAE)

Comment 2: Shinichi Furihata Associate Professor, Tokyo University of Agriculture & 

Technology

Closing Remarks: Mitsuru Takahashi Professor, Touhoku University / President, The Japan 

Society for the Study of Adult and Community Education

Coordinator & Interpreter: Sachi Ninomiya-Lim Associate Professor, Tokyo University of 

Agriculture & Technology

Language: English & Japanese with consecutive interpretation

Organized by Japan RQ Disaster Education Center

Funding supported by Nichinoken

Sponsored by The Japan Society for the Study of Adult and Community Education,

The Japanese Society for Environmental Education

Date: March 17th, (Tue.) 2015  9:10~10:50AM

Venue: Sendai Civic Auditorium Room7
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Mission of the RQ Disaster Education 
Center

- Various support mechanisms and activities 
during times of disaster based on “zest for living,” 
created by RQ volunteers -

1. Introduction

Initially, the RQ Citizens Disaster Relief Network Japan was 

a volunteer organization established by people involved in 

outdoor activities, eco-tourism, and nature schools under 

the initiatives of Eco-tourism Japan (EKOSEN) and Outdoor 

Corps. After two years of activities, in 2013, the organiza-

tion was renamed “Japan RQ Disaster Education Center” as 

a General Incorporated Association.

2. Definition and significance of disaster  

education

Further discussions are needed on the definition of the 

term “disaster education,” which is used in the name of 

our organization.

Disaster education is the experience-based education 

through which victims, volunteers, and visitors gain sym-

pathy, a sense of contribution, and unselfish behavior 

through repeated interactions in a disaster area; gain 

resources for personal growth; and also acquire qualifica-

tions necessary to construct a disaster-proof society.

Educational power is created through “experience-based 

learning” in a disaster area. The disaster site is dominated 

by senses of urgency, frustration, and despair due to vic-

tims’ frightful experiences and decimated scenery. In this 

environment, there is an increase in people’s wishes to be 

of service to others through support activities. 

Disaster education has two viewpoints: One is “learning 

from the disaster site,” which allows each volunteer and 

citizen to expand their empathy and related capabilities 

through activities in the disaster area and interactions with 

those who live there; and the other is “studying the disas-

ter site,” which clarifies the mechanism that caused the 

disaster and allows the volunteer to experience first-hand 

the extent of the damage. That is, learning from the site is 

on-the-spot education about human aspects of a disaster, 

while learning from the disaster site is education about the 

disaster itself. 

Nature has the ability to self-regenerate (i.e., natural phe-

nomena), and the Japanese archipelago has, historically, en-

abled its residents to understand the relationship between 

disaster and blessings. Understanding blessings within the 

context of a disaster enables people to see the complete 

picture of the occurrence. Japanese people define natural 

phenomena as “disasters” when the phenomenon harms 

humans; if the phenomenon does not harm humans, it 

is called a “natural phenomenon.” Japanese who coexist 

with disasters have been getting along well with natural 

phenomena. Disaster education creates a compassionate 

country and develops people full of unselfishness and 

sprint of contribution. 

3. Characteristics of people who studied 
at nature schools and participated in 
outdoor activities 

The educational power provided during times of disaster 

by people involved in nature schools and outdoor activities 

is due to these six personal characteristics: (1) Technical ex-

pertise in outdoor life, (2) Excellent communication skills, 

(3) Ability to organize mobile teams, (4) Ability to orga-

nize support activities, (5) Ability to develop a national 

network, and (6) Social skills that enable problem-solving. 

As an example, RQ Citizens Disaster Relief Network Japan 

owed its successful organizational management to the 

quality of support it received during the chaos right after 

the earthquake. Because it has is an autonomous orga-

nizational structure rather than a hierarchical one, every 

member was able to initiate activities and extend support 

without a line of command. 

4. Educational power of disaster education 

observed through RQ activities 

RQ volunteers dispatched to the disaster area supposedly 

had “zest for living,” a term that was defined in the pro-

posal submitted by the Central Council for Education of 

the Ministry of Education (currently the Ministry of Education, 

Presentation 1

Greetings from the organizer: Explanation of RQ,
reporting on learning during times of disaster, 
and results of a survey on RQ volunteers

Toyoshi Sasaki
Japan RQ Disaster Education Center  / Kurikoma Nature School 
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Culture, Sports, Science and Technology) in 1996. 

“Zest for living” means 

the qualification and ability to independently 

learn, think, and identify and solve problems; 

make judgments subjectively, take action, 

and find better solutions. 

A person with a “zest for living” is assumed to 

have a

well-rounded character, good health, and 

physical and mental strength to be disciplined 

and coordinate with and motivate others. 

If you substitute “zest for living” with the volunteer activ-

ities during times of disaster, it is clear that this character 

trait is held by the volunteers. In particular, “zest for liv-

ing” can be observed in the behavior of volunteers who 

came to the disaster area during the extreme chaos right 

after the earthquake. 

The earthquake dramatically changed the local society as 

well as its environment, so volunteers were tasked with 

identifying problems within the disaster area through 

interviews with the victims. They took the initiative in 

solving problems and acting on behalf of those affected in 

the disaster area, ultimately creating various measures and 

mechanisms to best mitigate these problems. They victims 

and volunteers met for the first time in the disaster area 

and often lived under the same roof, working together on 

the support activities. Some volunteers emotionally head-

ed home after doing their best to help victims, and it was 

their physical and mental strength that allowed them to 

thrive in a severe environment, including the cold weather 

that came through right after the earthquake. 

The above results can be attributed to the practice of “ex-

perience-based learning.” Each day, volunteers shared the 

ever-changing tasks and problems during a meeting held 

every evening, decided what they should do the next day, 

and planned their support activities. These daily meetings 

are a direct by-product of the “experience-based learning” 

approach and functioned to solve problems in the disaster 

area. 

Accordingly, involvement in nature schools and outdoor 

activities positively contribute to the development and 

spread of disaster education to provide this education 

both practically and empirically. 

5. “Zest for living” developed by disaster 

education

In order to clarify the factors that develop “zest for living” 

in disaster volunteers, we conducted a questionnaire sur-

vey of RQ volunteers and analyzed the results. Through the 

repetition of surveys, research, and practice, we show the 

definition, significance, and educational effect of “disas-

ter education” outside of its function to contribute to the 

construction of systems to develop human resources and 

prepare society for future disasters. 

Comments on the public forum of the Third UN World Con-

ference on Disaster Risk Reduction: “Disasters and educa-

tion: Education for building a resilient society”
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Beginning in June 2011, teachers and students from our 

university collaborated to conduct a four-year interview 

survey on damage caused by the Great East Japan Earth-

quake to villages along the eastern Kamaishi City coastline. 

We interviewed residents, recorded their experiences, 

and have thus far published four reports based on the 

interview survey. In this report, the survey activities our 

students participated in are reviewed as disaster educa-

tion; based on interviews with our graduates currently 

employed as teachers, the meaning and value of these ac-

tivities are assessed. 

1. Overview of the area and damage on 

3/11

The eastern area of Kamaishi City was surveyed. Centered 

on the Hakozaki Peninsula, the area includes a total of nine 

villages: eight villages within the jurisdiction of the Kamai-

shi East Fishery Cooperatives, which stretches from Ryoishi 

to the south to Murohama to the north, and one village in 

Unosumai that has no fishing port. The maximum run-up 

height at Ryoishi Port, which is located at the base of the 

peninsula, was 19.3 m on 3/11/2011. Because all of these 

villages are located at low elevations, waves reached even 

the remotest areas of these villages, destroying houses 

and causing catastrophic damage. Residents of Unosumai, 

which had scarcely sustained tsunami damage since the 

Meiji Period, were slow to evacuate; many became victims 

when they took refuge in the local disaster control center. 

2. History of the survey

Student volunteers were recruited and the survey was 

initiated when we visited Kamaishi by bus to conduct the 

interview survey in June 2011; we interviewed seven res-

idents, some of whom were fishermen. In September of 

the same year, we conducted an interview survey in the 

Katagishi area at the request of the Hokkaido government 

and made records of the experiences of 20 residents. In 

2012, we conducted an interview survey in eight villages 

within the jurisdiction of the Kamaishi East Fishery Cooper-

atives as part of a reconstruction project organized by the 

Citizen Council for Reconstruction within the Jurisdiction 

of Kamaishi East Fishery Cooperatives; the survey team, 

consisting of 4 teachers and 18 students, interviewed 21 

residents. In 2013 and 2014, we surveyed the Unosumai 

area at the request of the Council for Reconstruction and 

Community Development for the Unosumai Area; the sur-

vey team of four teachers and nine seminar students from 

each research laboratory interviewed 26 residents. 

3. From the viewpoint of disaster 

education

3.1 Volunteer students who have become teachers

Many students who participated in the three-year inter-

view survey in the eastern area of Kamaishi returned to 

their hometowns and became teachers. We sent them 

written questionnaires and asked them to indicate how 

they utilized their experiences volunteering in the disaster 

area in their current work and what they thought. Of the 

responses from these ex-students, we introduce five re-

spondents who now teach at schools in coastal areas.The 

questionnaire survey was conducted in July and August 

2014.

1) Mr. H: Mr. H teaches at an elementary school on 

the Noto Peninsula in Ishikawa Prefecture.

He tells his students that residents who participated in 

evacuation drills survived and that victims were killed 

when they returned their homes because of anxiety about 

their family members. He teaches them that it is important 

to protect one’s own life first. 

2) Ms. M: Ms. M teaches at an elementary school 

located 2 m above sea level in Naruto City, Tokushima 

Prefecture.

Mr. M was impressed when he heard victims say, “We don’t 

want everyone to forget the disaster.” When he conducts 

evacuation drills in anticipation of a tsunami, he tells his 

students about what he heard and experienced during the 

Presentation 2

Clarifying disaster education based on an interview 
survey conducted in eastern Kamaishi City
on the Great East Japan Earthquake
– In the light of the experiences of volunteer students
  who have become teachers –

Ken Takata
Tsuru University
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interview survey to give them a consciousness of the disas-

ter. For him, actually visiting the disaster area and directly 

listening to the voices of the victims was a significant expe-

rience. 

3) Ms H: Ms. H graduated in 2013 and is currently 

teaching at an elementary school on Koshikijima, 

Kagoshima Prefecture.  

During the tsunami, even areas that did not directly touch 

the sea were severely damaged; thus, an isolated island 

that is surrounded by the sea must formulate a particularly 

established evacuation plan, taking into consideration its 

location, 15 km from a nuclear power plant. Awareness 

and understanding of the Great East Japan Earthquake are 

both significantly lower in Kagoshima compared with in 

eastern Japan. 

4) Mr. S: Mr. S teaches at an elementary school 

located 7 m above sea level in Shizuoka City.

His elementary school holds a disaster-prevention event 

about seven times a year. Students participate in drills for 

earthquakes and tsunamis in addition to unannounced 

evacuation drills and delivery drills in which students are 

asked to assemble in the playground and their parents 

take them home. He expressed doubts about a drill that 

required students to evacuate first the playground, then 

to the roof. Consequently, his school decided to hold a drill 

to evacuate to the roof directly from the classroom once a 

year. 

5) Ms. Y: Ms. Y teaches at an elementary school 

located at the tip of the Boso Peninsula.

On hearing the words “earthquake” and “tsunami,” Ms. Y 

feels the desire to talk about his experiences, keep every-

one informed about the disaster area, increase risk man-

agement capability, and holding evacuation drills. Further-

more, he wants to tell his colleagues about his experiences 

in the disaster area on occasion. 

4. Creating power by telling stories

The words of the people of the disaster area were record-

ed and brought back to our university. Students repeatedly 

listened to these words and wrote them down to create 

reports. In this process, the youths instilled every word into 

the bottoms of their hearts.

They became teachers in their hometowns; these words are 

now told as part of their own stories and are being trans-

mitted to the next generation. For the next quarter-cen-

tury, they will continue telling their stories at schools 

throughout Japan. 

The coastline of the Japanese archipelago is about 34,000 

km long; 8 out of 30 students who participated in the vol-

unteer activities became teachers and 5 of those 8 teachers 

teach at schools located less than 10 m above sea level. The 

stories they tell their students have a tremendous amount 

of potential in protecting the lives of children in the event 

of an unavoidable disaster in the future.

Toshimichi Hirose proposed the concept of disaster educa-

tion, which is intended to enhance the power of education 

through volunteer activities in a disaster area; disaster ed-

ucation has allowed students at universities dedicated to 

developing teachers to make tremendous achievements. It 

is necessary to establish a mechanism to ensure that disas-

ter education is accorded importance in teacher training 

courses.
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Presentation 3

Perspective and learning of “side to be support”
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Thank you to the organisers for the opportunity to par-

ticipate in this conversation about Disaster Risk Reduction 

Education. 

Let me at the start apologise in advance if I offend any-

one in the process of my presentation. It is not fair that I 

can be critical about some of the conversations based on 

what I read and not be there with you to receive the ques-

tions and comments in person.  But I think it is important 

to know that as I go through this short presentation this 

morning, I have been in conversation with the organizers 

and got feedback to some of the things that I would like 

to share with you today.  But please be assured that my 

comments, though critical, are meant to recognise that as 

educators we are all committed to contributing to a more 

sustainable and equitable world.

I have had the opportunity to read the English translation 

of the first two papers presented. Both papers clearly 

demonstrate the power of experiential learning in disaster 

risk reduction education.

Saisaki-san described that there is no better way to learn 

‘about’ disaster than to learn ‘from’ the experience of a 

disaster. We gain knowledge ‘about’ disasters; we develop 

values of empathy and compassion, and we develop skills 

to be of better service in responding to disasters.

Takata-sensei’s interviews demonstrated how first-hand 

experience of volunteering in a disaster response has made 

a significant contribution to becoming more effective 

teachers in preparing students to respond to future disas-

ters.

Therefore, experiential learning in times of disaster helps 

us to learn to know (head); to learn to feel (heart) and to 

learn to act (hands) accordingly when a disaster strikes.

This is all well and good if the main education and learn-

ing objective is to improve the ability of the community to 

respond to a disaster situation. Because indeed, some com-

munities (both local people and those we are able to become vol-

unteers because they were not affected directly – these volunteers 

may come from another community but they themselves can become 

the victims in the future) have to learn to live with the reality 

that disasters, like earthquakes, volcanic eruptions and ty-

phoons are a fact of life. This is determined by geography, 

like being located in the Pacific Ring of Fire, like Japan and 

my country the Philippines are.

And so, in these contexts, we can see disaster as an oppor-

tunity to learn more ‘about’ and ‘from’ disasters to help us 

in the future.

UNFORTUNATELY, we can no longer deny that the impact 

of disasters on the very communities, who have learned to 

live with disasters as a fact of life, has increased. 

Yes, the disasters have become more powerful. Yes the di-

sasters have become more widespread. And yes the disas-

ters have become more frequent. But these factors alone 

cannot explain why more lives have been lost, more prop-

erties have been damaged, and more time is needed for 

communities to recover from disasters. The impact of Ty-

phoon Haiyan in the Philippines is one instance that stays 

in my mind.

As Saisaki-san says, we can no longer call them natural 

phenomena, because of the scale and the consequences of 

the sheer impact these disasters cause to humans. Indeed, 

disasters do not select if you are rich or poor, white or 

brown, young or old, male or female. Disaster strikes ev-

eryone.

BUT we also know that the impact of disasters in not 

equally shared. The resulting suffering is not equally ex-

perienced. And the recovery time is not equal. Because we 

know that we are not all equally vulnerable.

Yes, the impact of a disaster is a problem that needs to be 

understood (head), felt (heart) and responded (hands) to. 

But how often is the question - Why are some communities 

more vulnerable than others?  - asked within the context 

of disaster education?

 Comment 1

“Education for resilience or re-silence?” 

by Jose Roberto Guevara
Email: roberto.guevara@rmit.edu.au

RMIT University, Melbourne, Australia
Asia-South Pacific Association for Basic and Adult Education (ASPBAE)
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While I have not read Hatekayama-san’s paper, I gather the 

paper would have identified and examined the structural 

issues that contribute to different vulnerabilities to disas-

ter.

In my paper, which I hope you will find time to read, I 

observed that there is a growing number of educational 

programs aimed at building resilience of individuals and 

communities who have been identified as vulnerable to 

the impacts of disasters and climate change. 

Do not get me wrong. I think it is essential that we contin-

ue to learn to prepare for disasters, continue to learn to 

save lives during disasters, and continue to learn how to re-

build communities after a disaster.  BUT unless we address 

the question – Why have these communities been made 

more vulnerable in the first place? – are we truly building 

resilience?  

When I speak of vulnerability, from the Philippines per-

spective, part of being vulnerable is because of lack of 

choice, lack of rights, lack of choice of where to live, pov-

erty, lack of education.  

But I acknowledge in some more developed countries 

where you have more rights, and in a sense you do not 

have poverty at the same level, part of the vulnerability 

is the very narrow way we address these disaster issues.  

Technology they say is one way to reduce impacts. But 

sometimes even technology can make us more vulnerable.  

How do we truly develop the capacity to learn to become 

more resilient if we are not part of the process of learning, 

decision making, and making a choice – about how we 

want to live, where we want live, and what kind of future 

we want to attain?

If we have resilience education that does not address the 

very question of vulnerability as I have described, is this 

truly education for resilience or education for re-silence? 

– where communities are not made to question why, not 

made to participate in a decision-making process, but 

made to accept to learn to cope and merely prepare for 

the next disaster.

I share this thought with you and I hope to hear feedback 

from you. I encourage you to have a lively discussion.  

Thank you very much for the opportunity for me to partic-

ipate all the way from here, Melbourne, Australia.      
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I introduce several cases to show how advocates of envi-

ronmental education (in particular, in association with social 

and community education) understood what the Great East 

Japan Earthquake meant to learning through everyday 

experience and environmental education. Hideki Oshima 

(2011) revealed that, “I expected everyone to take the same 

direction to the ‘environment’ when global environmental 

issues came to the fore in the 1980s and 1990s in place of 

the pollution issues that had attracted attention in the 

1960s and 1970s. In reality, however, the attitudes toward 

the two kinds of issues remained parallel to one another 

… It is this earthquake that has clarified the parallel situ-

ation.” Toshihiko Ando (2011) mentioned that “redefining 

‘environmental learning’ means placing environmental is-

sue in the center of learning once again while maintaining 

the uniformity and comprehensiveness of ‘environmental 

learning’.” He also said, “We have to be prepared for the 

situation that environmental education in Japan will con-

tinue, essentially, to be pollution education since the Great 

East Japan Earthquake and the accident of Fukushima Nu-

clear Power Plant on March 11, 2011. … This means that we 

have to accept a life in which ‘we face suffering’.” (Toshihiko 

Ando 2013) 

The impact that the Great East Japan Earthquake had on 

researchers involved in environmental education, includ-

ing the author, can be summarized in three points. The 

first is that (environmental) issues had supposedly been im-

proved and even solved by technological innovation and 

the legal system; yet they actually remain unsolved despite 

the spread of the term “environmental education.” (This 

suggests that traditional theory and practice cannot solve these 

issues.) The second point is that the recognition that they 

are irresolvable has become apparent in the discussion 

of “public pollution” (disaster). The third point is that the 

problem-solving direction (that is, the idea of the environment 

to be established) has not become so obvious that it can be 

shared by everyone as evidenced by the issues involved 

in resuming operation of the nuclear power plant. These 

three points are widely recognized, not only in Japan in 

the wake of the Great East Japan Earthquake, but also in 

foreign countries directly affected by global warming. That 

is, the human image created by environmental education 

is changing from the idea of “humans who do not create 

environmental issues” to “What should be the human who 

are in the midst of environmental issues.” 

Using the above understanding as an assumption, the au-

thor has focused on a theory of disaster resilience educa-

tion as a new perspective on environmental education. The 

essential part of the theory of disaster resilience education 

can be explained in this way. Resilience is observed in asso-

ciation with social competency, problem-solving abilities, 

sense of purpose, and future orientation to cope with 

and overcome psychological pain, and regain the original 

state of mind (Mauluccio 2002). Resilience is also regarded as 

consisting of four powers: “absorption power,” “defense 

power,” “adaptive reaction power,” and the type of power 

shown by (Haimes 2009) to contribute to a resilient world-

view known as the social-ecological system in the research 

on environmental education. The society-ecosystem theory 

is the worldview that considers contemporary society as 

an environmental risk caused by contradictions between 

the social system and the ecological system. In the research 

on resilience in environmental education, this theory is 

expected to generate research that designates mountains 

and seas in the vicinity of villages, and countryside farming 

and fishing villages as the places where humans engage in 

specific practices. (Furihata et al. 2013)

The author regards disaster resilience as the “community 

power to face disaster” and uses two axes to understand 

its essence: One is the axis that has two values (objec-

tives)––“ecological sustainability” and “social fairness”––

and the other is the axis that pursues personal resilience 

and systems resilience simultaneously. He proposes de-

veloping various kinds of integrated practice within the 

curriculum and educational concepts designed for learning 

about disasters while confirming the position of disaster 

resilience along these two axes (Furihata 2014).

However, what should be noted here is that the national 

and holistic resilience theory that is accompanied by large-

scale destruction of nature on the grounds of urgency in a 

time of disasters, such as the national reliance theory pro-

moted by the Japanese government, prevents the voices of 

local people and children from reflecting on policy issues. 

2Comment 2

Toward disaster resilience education

Shinichi Furihata
Tokyo University of Agriculture and Technology
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Instead, it runs the risk of “creating a new suffering,” 

which is the opposite of “facing suffering.” Guevara (2013), 

who indicates the risks of resilience education as well as its 

possibilities has said, “This is consistent with the argument 

of Holmberg (2013,3) that the dominant discourse in resil-

ience has a tendency to ignore the political dimension of 

sustainability and tends to “mask power relations, contra-

dictions of interest and inequalities that to a large extent 

determine how humans utilise the Earth.” As Guevara also 

said, we have to review the structures that created the 

risks. To do so, we need to divide “natural disasters,” as-

sumed to be unpredictable and unanticipated, into “natural 

disasters” and the “situations that cause human damage.” 

A natural phenomenon will occur without fail, whether it 

is an earthquake or a tsunami. Some natural phenomena, 

however, do not always cause human damage, immediate-

ly, and under any circumstances. Behind the human dam-

age caused by a natural disaster, social inequality, gaps, 

and imbalanced relations with nature exist (for example, 

Sawa 2012: 99). Disaster resilience education should be edu-

cation that squarely faces what is hidden. 
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