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1.はじめに

1.1 研究の背景 

台湾における防災教育は，過去の災害データをう

まく利用していない，防災教育に関する研究は単一

機関のアンケートのみによって実施効果を推し量る

研究が多い。 

一方日本では，原田隆典（2014）は日向灘地震の

歴史資料によって学習者に自然災害の恐怖を伝えて，

防災計画を書いた 1)。雲仙岳の被害状況を知らせる

ことによって，住民たちに様々な対策を考えさせた。

（杉本伸一，2014）2)
 。被災者の災害体験の経験を

集めることによって，それが，現地の「災害の歴史

資料」になった。後輩にビデオで伝えた。（木村鈴

欧，2013）等々3)。 

このような災害時の具体的な行動資料を使って防

災意識を喚起する方法は，これまでの台湾の防災教

育の欠落部分である。 

1.2 研究の目的
《台湾日々新報》はその代表的なものである，そ

の原因は日本統治台湾の五十年間（1895 から 1945

まで）には何回もの大災害があった。そして，この

新聞は日本政府としての広報の役割があって，情報

を発信する主要なルートだった。住民の被災状況な

どを記録していたので，当時の代表的な文献と言え

る。4)
 

本研究の目的は《台湾日々新報》の過去の記事を

対象として文献分析する，その分析を通して防災教

育の方法を考察し，提案に繋げたい。そして，過去

の災害記録の欠落したデータに関する背景情報を提

供したいと考えている。 

1.3 研究方法 

研究対象は《台湾日々新報》ＷＥＢ版（2018 年 4

月）を使用し，1896 年から 1944 年にかけて，キー

ワードス「土砂」，「山海嘯」，「砂防」によって

検索された文献を対象とした。その結果，「土砂」

に関する文章は 189 編，「山海嘯」は 14 編，「砂防」

は 172 編。

2.理論

David kolb は伝統教育に対して経験学習モデル

(experiential learning model)を提案した，コルブの示

した循環とは，図 1 のとおりである 5)。それは具

体的経験，反省的思考，抽象的概念化，行動四つの

段階で構成されている。具体的経験とは学習者が環

境に働きかけることで起こる相互作用のこと。反省

的思考とは個人が実践にとって自らの行為・経験・

出来事の意味を，多様な観点から振り返ること。抽

象的概念化とは，経験を一般化，概念化，抽象化し，

他の状況でも応用可能な知識・ルールなどを自らつ

くりあげることができる。行動は最終プロセスとは

行動ができることである（Kolb 1984）。 

図１，災害経験学習モデル1
 

図 2，防災意識フィイズのピラミッド2
 

でも，災害の経験は人によって具体的経験がある

かとうかで違うので。経験学習モデルとしてを災害

経験の場を利用するためには，直接と間接的な経験

に分けることができる。人がリスクを感じるには，

自分の経験・他人からの情報・間接的な社会連結の

三つがある（Singer & Endreny，1993）6)。片田氏ら

（2008）は一般住民を対象とした防災教育の目標は，

災害に対 する自主的な防災行動を促すとともに，
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防災対策の必要性の理解を過不足なく伝えること

である 7)。そしてリスク･コミュニケーションの段

階的な目標をまとめた，「リスクの存在をかんがえ

たことがない」部分は経験学習の一段階で使うと

「リスクの存在に気づく」になる。歴史災害は間接

的な経験の一つ。 

3.土砂災害の内容 

以下は新聞内容から，災害管理の観点として，平

時と災時に分けて，各内容の概要を説明する。 

 

3.1 平時 

1906年の新聞から，砂防に関するの内容がある。

台湾は降雨や土砂災害発生の多い地域なので，砂防

の事業は早めにしている，そして，海岸に関する砂

防事業の新聞もある。平時の内容は日本政府から防

砂工事の実施と試験などの内容が多い，例えば防風

林あるいは図 3土砂流出試驗。 

 

 
図 3，土砂流出試驗のニュース 

 

3.2 災時 

地震とは異なり，土砂災害は主にローカルで発生

するため，通常は連続して載せる新聞はあまりない。

そして，発生の原因がたくさんがある，急な地滑り

地震・大雨・工事中の事故など。図 4 は土砂災害に

よる被害のニュース。 

 

 
図 4，土砂災害による被害のニュース 

4.「土砂災害」の意味 

『台湾日々新報』から見る土砂災害のニュース

内容を分析すると四つの意味がある。それは(1) 歴

史災害データとして，当時の社会背景が少し見える。

それは新聞の特性なので，誰が死んだとか何が原因

かなどを書くことが可能である。(2)ガバナンスの普

及と経路，あるいはその時代の記録。この新聞は政

府の情報の伝達のルートとして，政府から教えたい

ことを載せることに意味があった(図 5)。 (3)日本は

台湾の災害の歴史の共同体。これは，日本統治の時

期，台湾の新聞は日本の地方土砂災害があった新聞

が見えること(図 6) 。(4) 補足的歴史災害事件。今

台湾は土砂災害に関する写真の集めることをやっ

ている3，歴史資料は一つのソースとして利用する

可能性が高い。 

 
図 5，砂防工事の車      図 6，静岡県の災害 

5.災害経験を通して実踐型防災教育の提案 

ぼうさい甲子園や防災教育チャレンジプランの

実踐事例をいくつの特徴的な活動に分類している

（諏訪清二，2011）8)，本研究はその分類を使用し

て表１四型を分類と提案。 

表１，実踐型防災教育の提案 

分類 
訓練・体
験型 

知識型 成果型 
教える
型 

目的 

自助と共
助の精神
を重視し
た自習や
訓練。 

専門的な
知識の学
習・施設を
見学・調
査・ゲーム 

コミュニ
ティにフ
ィードバ
ック・人が
学ぶため
の教材 

教えなが
ら学部ア
プローチ 

提案 略 
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