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（ 続紙 １ ）                             

京都大学 博士（地球環境学） 氏名 TONG THI MY THI 

論文題目 

 
School-based Disaster Risk Reduction Approach in Building Resilience 
of Primary Education System in Central Vietnam       
(ベトナム中部における学校防災を通じた初等教育システムの災害リスク 
 軽減に関する研究) 
 

（論文内容の要旨） 
   Extensive damages caused by natural disasters are being reported daily all over 
the world, especially in developing countries where people live in poverty, lack 
of infrastructure, and lack of education. The level of damages by disasters is highly 
dependent on the level of preparedness of local and national bodies, as well as 
on the capacity of communities and individuals to manage the hazard. Inappropriate 
structural measures, lack of planning for disaster risk reduction, unaware about 
disaster risks, and lack of cooperation among different stakeholders will 
contribute to largely increasing of disaster devastation. Thus raising people 
awareness on risks, providing them the systematic knowledge on disaster risk 
reduction, and building their capacity to be resilient to disasters are of 
tremendous importance. This research is an attempt to contribute toward efforts 
on reducing risk and building resilient capacity in the education sector. It aims 
to find out appropriate approach for facilitating disaster risk reduction education 
from school level. The target of the study is primary education system in Central 
Vietnam, one of the regions most impacted by natural disasters.  
   The thesis comprises of eight chapters presenting the importance of school-based 
disaster risk reduction education in building resilience for education sector in 
Central Vietnam. 
   Chapter one gives an overview of the background, study location and objectives 
of the search. It also provides a compendious introduction of research framework 
and methodology used to carry out to collect primary and secondary data. 
   Chapter two provides the background information of climate disaster and its 
impacts to all sectors, in particular to education sector. It explains the reason 
why education is being promoted by international and national programs as one of 
the prioritization for disaster risk reduction. Later, key factors of disaster 
educational resilience are discussed, which contribute to the development of school 
disaster resilience assessment tool in Chapter 4.  
   Chapter three introduces the milieu of Vietnam including natural conditions, 
socio-economic development, and natural disaster profile. Besides, education 
context, legal and institutional system supporting disaster risk reduction 
education, as well as initiatives by governmental body and other organization in 
promoting disaster risk reduction education are described. This helps to provide 
background information for the research and also for the selection of indicators 
of school disaster resilience assessment later in Chapter four.  
   Chapter four develops an innovative methodology to assess the resiliency of 
school based on the framework of Climate Resilience Disaster Index and 16 tasks 
of Hyogo Framework for Action designated for education sector. This tool will be 
then applied to assess resilient level for all primary schools in Hue Province and 



 

Da Nang City. Findings from the assessment of school disaster resilience assessment 
in this chapter will be input for the development of disaster risk reduction 
education plan in Chapter five. 
   Chapter five compiles the process of planning for disaster risk reduction 
education using school-based approach in a participatory manner, whereby schools’ 
teachers and students play a leading role in most of the stages. Basically, five 
steps are described as the following: (1) resilience mapping, (2) developing 
educational disaster resilience actions, (3) stakeholder analysis and setting up 
time schedule, (4) prioritizing actions, (5) propose implementing mechanism. 
Findings in Chapter five has confirmed the importance of teachers’ training as 
entry point for the employment of disaster risk reduction education, which will 
be examined more in Chapter six. 
   Chapter six investigates teachers’ perception on the implementation of the 
twenty prioritized actions, as well as teachers’ experiences and training needs 
on disaster risk reduction education. Review of the national textbook at primary 
level is carried out to track for the disaster risk reduction related contents and 
to seek for potential space for the incorporation of disaster risk reduction in 
the future. Results from teachers’ assessment help to develop an innovative model 
to integrate disaster risk reduction into teaching and learning activities. 
   Chapter seven discusses the findings from the earlier chapters and provides 
inputs to form strategy of school-based disaster risk reduction education and the 
step-by-step process in assessing, planning, integrating disaster risk reduction 
toward building resilience for education sector in Central Vietnam.  
Finally, the thesis ends with chapter eight, which concludes the key findings from 
the research and make recommendations for future researches of disaster risk 
reduction education. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

（続紙 ２ ） 

（論文審査の結果の要旨） 

本論分は、中部ベトナムのトゥアティエン＝フエ省（人口：110万人）およびダナ

ン市（人口：88万人）において、学校を中心とした気象関連災害への防災力の強化に

関する分析および議論をしたものである。両地域は共に、洪水および台風などの気象

災害の常襲地であり、1999年と2007年には歴史的な大洪水、2006年、2011年、2013

年には台風の甚大な被害を受けた。本論文における評価するべき主な点は次の通りで

ある。 

1. ベトナムの国家教育政策、防災および気候変動政策の分析を行ったところ、中央

レベルでは防災教育が重視されているが、地方レベルでは、防災教育の制度化が

必要であることが判明した。また、防災教育のカリキュラムは、今後、地方の自

然災害に応じた地域化のため、環境教育、気候変動教育や持続可能な開発のため

の教育などとリンクさせる必要があることが明確となった。また、防災教育の展

開性を高めるには、制度面の実践的な支援、実施の指導、ステークホルダーの協

力関係の定着化が重要であることが明らかとなった。 

2. 本論文は、「施設（基盤）」「自然」「人材」「制度」「対外関係」の５つの要

素、15の指数および75の項目により学校の防災能力を評価するツール（School 

Disaster Resilience Assessment：SDRA）を開発し、地域の教育委員会の協力の

下、フエでは218、ダナンでは76の小学校を対象とした調査を実施した。調査の結

果、ダナンの農村部の学校は、フエとダナンの他地域と比べて災害リスクが大き

いにも関わらず、防災力が最も高いことが判明した。この結果は、「人材」（教

員研修）、「制度」（カリキュラムへの防災の反映）および「対外関係」（学校

とコミュニティのつながり）における高い評価が関係していることが明らかとな

った。  また、フエの小学校に対し2011年および2013年に調査を行ったところ、

防災を教員研修に取り入れたことが「人材」の要素を効果的に向上させたことが

判明した。他方、学校とコミュニティの「対外関係」は、あまり変化が見られな

かった。 

3. 学校防災行動計画を策定するにあたり、フエおよびダナンの都市部および農村部

の学校教員、市および郡の教育委員会、その他ステークホルダーの参加により、

51の優先行動を確認した。実施においては、学校教員が大半の行動に対し最も重

要な役割を担い、これに郡教育委員会が次ぐことが明らかになった。優先行動の

中には、校舎の定期点検、学校の防災活動のための予算措置、コミュニティ防災

活動への学校の参加などが挙げられた。 

4. 上記の分析結果を基に、学校を主体とした防災教育を啓発するための枠組みを構

築した。その中には、防災を教科書のカリキュラムに取り入れるアプローチと課

外活動でコミュニティと協働で防災活動を行うアプローチが含まれる。また、防

災をライフスキル教育や地域教育に取り入れる分野横断的なカリキュラムによる

「相互作用アプローチ（Symbiosis Approach）」を新たに提案した。この提案は、

児童の防災知識を向上させるだけではなく、既存の教育課程も充実させることを

明確にした。さらに、防災教育を地域教育プログラムに取り入れることにより、

児童は自分の暮らす環境および地域の現状に関する知識を取得することが期待で

きる。上記は、児童の未来志向的な考えを培い、自己判断する能力を向上する機

会になることが考えられる。 

 初等教育システムの防災力を詳細に調査分析し、さらに具体的な行動計画を示す研究

は限られている。本論文は、学校防災力や地域コミュニティとの関係を分析した上で、



 

防災力の更なる向上のための優先行動を明確にし、さらに地方自治体が策定、実施で

きる行動計画を提案した。このような調査・分析手法は、同様の特性を持つ他地域の

学校の防災力向上のためにも参考、適用できるものと考えられる。よって、本論文は

博士（地球環境学）の学位論文として価値あるものと認める。また、平成26年2月5日、

論文内容とそれに関連した事項について試問を行った結果、合格と認めた。 
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