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～10校の連携と出会い～ 活動中！ 第 5回千葉県ユネスコスクール研究
会 
8月 25日（月） に行われたプログラ
ム 8月 25日 研修会 編 

10:00～ 

講演「ESDに関するユネスコ世界会議と2015年以降の

ESD の展望について」 

文部科学省国際統括官補佐 杉江達也 氏 

10:40～ 

シンポジウム「持続発展教育と学校教育」 

コーディネーター：千葉県高等学校ユネスコスクール連

絡協議会 会長 永井壽子 氏 

シンポジスト： 

・文部科学省国立教育政策研究所教育課程研究セン

ター基礎研究部統括研究官 西野真由美 氏 

・公益社団法人日本ユネスコ協会連盟組織部 

 古澤真理子 氏 

・公益財団法人五井平和財団 中山樹 氏 

・千葉県立千葉東高等学校教諭 真田知恵子 氏 

13:00～ 

ESD 日米教育交流プログラム米国派遣報告 

発表：千葉県立国分高等学校教諭 大塚雅信 氏 

13:30～ 

講演「日本における ESD 教育の果たす役割とは」 

国際連合大学サスティナビリティ芸和研究所 

ジョハンナ・ディワアカリア 氏 

14:00～16:10 

生徒研修（左記事） 

16:10～ 

講評 

・西野真由美 氏 （上記参照） 

・公益財団法人ユネスコ・アジア文化センター 

 松尾奈緒子 氏 

16:30～17:00 

音楽鑑賞 松尾貴臣 氏 

8月 28日 ユネスコスクール世界大会 準備 編 

 千葉県ユネスコスクールの特徴は、何と

いっても「横のつながり」です。8月 25日も、

現在ユネスコスクールに加盟している高校

10校（4P参照）の生徒が集い研修会を行い

ました。 

 前半のミニシンポジウム。テーマは「異な

るものとの出会いと、それによって得られた

こと」でした。実は、私たちの身の回りは「異

なるもの」だらけで、それを意識することで

自己理解が深まるということを実感できたで

しょうか。 

後半のワークショップ。テーマは「自分たち

の問題を、課題に落とし込む」でした。普段

は顔を合わせることのない他校の人たちとグ

ループになり、課題の設定、課題にかかわる

人物設定、そしてそれぞれが各人物になりき

って様々な視点を出し合いました。短時間に

もかかわらず、どのグループも堂々と発表し

ていました。 

千葉県のユネスコスクールは、2014年11

月に岡山で行われる世界大会においても

大きな役割を担っています。 

その１。関東ブロック代表として同大会高

校生フォーラムへ参加します。10校のうち 4

校が合同チームを作り、世界大会で発表す

るのです。関東ブロックで数多くあるユネス

コスクールから千葉県チームが選ばれたの

ですから、名誉も責任もあります。 

その 2。同大会に参加する海外チームの

ホストをつとめます。ベトナム、インド、ニュ

ージーランド、南アフリカから各国生徒 4 名

と先生 1名の合計 25名を迎えるのです。 

8 月 28 日には、その準備会の 3 回目が

行われました。代表生徒が 11 月に発表す

るプレゼンテーションがあり、上出来だと思

いきや、何と、「もっともっと良くしたいので

皆さんご意見を！」と、参加生徒全員からコ

メントをもらっていたのです。 

ウェルカムパーティーの打合せ、当日踊

るソーラン節の練習と、まるで一つのクラス

のような雰囲気でした。 



  

 8月 25日 研修会 レポート 

 

参加生徒の感想（抜粋） 

 
1つのテーマで話し合うディスカッシ
ョンは自分と違う考えがたくさん出て
新しい発見になりました。 
 
自分の周りにある物、人、出来事が全
部異なっているということについて家
に帰ってからいろいろと考えてみまし
た。 
 
多くの人といろんな意見を交わすこと
の大切さをこのユネスコの集まりで改
めて知りました。こういう集まりには
積極的に参加していきたいです。 
 
違う学校や違う学年の人の意見を聞け
て視野が広がった。 
 
少し難しい論題ではありましたが、
様々な学年、今まで違うところで生活
してきた、様々な価値観を持った子た
ちと意見を交わし、ひとことで言うと
楽しかったです。 
 
ここで学んだことを自分の学校をはじ
めとするたくさんの人たちに伝えてい
きたいと思いました。 
 
普段あまり考えたことがなかったこと
に気づくことができた。 
 
「持続可能な開発」は世界の大きな問
題を扱うイメージがあったのですが、
身近なことを変えてゆくのも大切なの
だと思いました。 
 
同じくらいの歳なのに、とても大きな
視野をもっていてすごく心を動かされ
ました。 
 
参加者一人一人の発表の場があってよ
かった。 
 
もっと多くの学校が活動報告をした方
がいいと思うので、課題が欲しい。 
 
特にグループの発表はかなり興味深い
話し合いであり、そういう機会を増や
してほしいし、やりたいと思いました。 
 

ミニシンポジウム 

異なるものとの出会いと、それによって得られたこと 

 田舎に行った時、なかなか来ないバスに驚いた。それによって、普段は当たり
前だと思っていたいつもすぐ来るバスの有難さに気づけた。千葉東:みなみ.A 
⇒（なかなか来ないバスに出会ったからこそ、地元のバスとの比較ができた） 

 祖母の存在。自分の近くに素直になれない人がいたら、優しくしてあげなさい
という祖母の教えを得ることができた。佐倉南:長澤碧海 
⇒（祖母の存在と教えに出会ったからこそ、「優しさ」について気づいた） 

 アメリカの現地校に通っていた。日本の学校との違いに気づき、それが自分、
自文化の学びに繋がった。市川学園:片岡拓巳 
⇒（他国での経験があったからこそ、自文化との比較ができた） 

 （番外）大事な用事があるにもかかわらず、「挨拶だけでも」と最初だけ参加し
てくれました。渋谷幕張:吉村真希 

 

ワークショップ 

自分たちの問題を課題に落とし込む 

はじめに、当日飛び入り参加した中学生 1 名を含む 23 名全員が、自分が体験した
問題・事件・困ったこと・不安・不満などを 1 分以内で話しました。事前に考えてきた
とはいえ、みんな濃い内容を発表していました。 
その後、グループ分け。これには会場の先生方も拍手！「5分以内で誕生日順に並
んでください」のミッションを見事クリア！どうやったの？ 
グループごとに、テーマに沿った課題を設定して、登場人物を考えて割り振りまし
た。それから各自が登場人物になりきって、課題に対する様々な視点を出し合いま
した。 

 

5つのグループの発表 

グループ① テーマ：異文化/他者理解 
課題…持続可能な共存する社会づくり 
登場人物・・・・・地域の人たち、親との交流、祖父母、教師 
 
グループ② テーマ：コミュニケーション 
課題…10年 20年後に受け継いでいくべきこと 
登場人物・・・・・携帯依存症の女子、携帯依存症の男子、親、おばあちゃん、先生 
 
グループ③ テーマ：教育 
課題…受動的な学習を、より能動的で楽しい授業にするには 
登場人物・・・・・先生、生徒、地域の人、出版社、保護者 
 
グループ④ テーマ：価値観 
課題…自分と相手の考えを理解するには 「10万円をもらったら…」を切り口に 
登場人物・・・・・父、母、男子高校生、女子高校生、おばあちゃん 
⇒違うのは当たり前。価値観が同じときに幸せを感じる 
 
グループ⑤ テーマ：地域交流 
課題…孤独死など様々な問題を解決するには 
登場人物・・・・・お年寄り、ご近所さん、若者、妊婦、外国人 



  

8月 28日 世界大会 準備会 レポート 先生方からひとこと 

 ～8/25 研修会～ 
身近な課題を社会的な問題として捉
え、それを解決するために身近なこと
から取り組むことの大切さを生徒たち
は学んだのではないかと思います。生
徒たちがそれぞれの学校で具体的にど
んなことに取り組むのか楽しみです。 
 
盛りだくさんの研修が行われました。
中でも、生徒によるグループワークは
活発な話し合いが行われ、生徒たちの
高いポテンシャルを感じることができ
ました。 
 
ユネスコ研修会として、高校のみなら
ず、幼・小・中の各ユネスコ加盟校の
先生方にも参加頂けるようにした方が
良かったと思います。間口を広げ、よ
り多くの人に ESD 教育について理解
してもらうように努めるべきと考えま
す。 
 
～8/28 準備会～ 
11 月の世界大会に向けて、歓迎会の
準備が着々と進んでいます。インド、
ベトナム、南アフリカ、ニュージーラ
ンドから来日するユネスコスクール校
の受け入れが楽しみです。「おもてな
し」のためにも、１人ひとりが各国の
地理・歴史・政治・習慣・文化・言語
などを学ぶ必要があります。例えば、
ベトナムの生徒や先生に対して、「こ 
んにちは」は、ベトナム語で話しかけ
たいですね。 
 
～全体を通して～ 
研修会や世界大会運営会議などを通し
て、ユネスコスクール加盟校同士が話
し合い、創り上げて行こうとする行動
そのものが「学び」であることを実感
しました。生徒それぞれが成長してい
いく姿をみることができる素晴らしい
時間です。 
 
ユネスコスクール世界大会は、参加す
る高校生が、共に語り、発見し、表現
する場です。この経験が持続可能な社
会を実現する一歩となることを願って
います。 
 
ウェルカムパーティーの企画をきっか
けにして、生徒同士の新しいつながり
が生まれました。楽しんで、そして真
剣にできているので大変心強いです！ 
 
世界大会以降の活動がどうなるのか、
気になっています。 
 
※今回ご紹介できなかった先生方から
のことばは、次回以降で ご紹介させ
ていただきます！ 
 

プレゼンテーション 

8月 11日に岡山で行われた世界大会 Student フォーラム準備セミナーに、 

片岡くん、長澤くん、村山さん、吉村さんの4名が参加してきました。その際に行っ

たプレゼンテーションの発表がありました。11 月の世界大会本番では、このプレ

ゼンテーションを英語で行うということで、参加者全員から意見をもらう場面があ

りました。「すごくわかりやすかった」等の他、「事例が一般的すぎる」「具体的なエ

ピソードを入れた方が良い」「英語のプレゼンの練習を手伝うよ」など、全員で千

葉の、関東代表のプレゼンを成功させようとしている姿が見られました。 

11月まで、力を合わせて、プレゼンとパーティーの準備を進めています！ 

WELCOME PARTY (11/4) 準備 

～屋台 編～ 

渋幕を会場に、屋台で 4 か国の生徒た

ちを歓迎します。書道・和服体験・祭り

寿司・輪投げ・あめ細工・スーパーボー

ルすくい、の6つの屋台、準備はまだ思

うように進んでいないみたいです… 

～「○×クイズ」「ソーラン節編」～ 

パーティーで行うクイズの準備も着々と

進めている(？)ようですが、何と言って

も当日披露するソーラン節の練習には

気合が入っていました。小川くんをお手

本に、軽やかに！個人練習をしている

のでしょうか、上出来でしたね。 

～ゲスト国リサーチ編～ 

4 か国の生徒たちを受け入れるために、その国のことを知っておこう！と、各国に

ついてリサーチすることが提案され、役割も決まりました。また、「みんなで大使館

を訪れよう」という企画も出てきました。楽しみです。 

市川、佐倉南    …日本 

千葉東、麗澤    …南アフリカ 

黎明、おおたか   …ニュージーランド 

昴、国分       …ベトナム 

渋幕、市原中央   …インド 

ご覧の通り、本当に 10校がつながって協力しています！！ 



 

千葉県ユネスコスクール加盟校（高校）10校＆ひとこと 

麗澤中学・高等学校  「恩を知り、恩を感じ、その恩に報いることができる人間になりたいものです。」 

千葉黎明高等学校  「地域密着型私立高校としての魅力ある学校づくりに取り組んでいます。」 

市原中央高等学校  「世界観が広がる貴重な体験を異文化交流を通して出来るようにしましょう。」 

県立市川昴高等学校  「昴高校は異文化理解教育を中心にユネスコ活動をしています。楽しいです！」 

県立おおたかの森高等学校  「主に海外の学校や留学生との交流等、体験的な国際理解教育を推進しています。」 

県立国分高等学校  「地域に根ざして世界に目を向けることをめざして世界大会に参加します。」 

市川学園高等学校  「21世紀を担う若者達には、ESDで教養力を高め国際社会で活躍して欲しい！」 

渋谷教育学園幕張高等学校  「ユネスコスクール世界大会千葉歓迎会会場校として、皆さんを歓迎します。」 

県立佐倉南高等学校  「印旛特別学校の分校を併設し、人に優しい学校を目指しています。」 

県立千葉東高等学校  「米・豪との国際交流をしています。世界大会を機に、活動の場を拡げましょう。 

輪番で自己紹介コーナー 

生徒紹介 今回は、千葉代表として世界大会に参加する 4名と、「選手交代」＆「25日登壇」の 6名を紹介！ 

 

長澤碧海 佐倉南 3年 

 

世界大会では自分のできることを精一杯やり

つつ、さらにプラスαとして世界中の高校生と

意見を交換し、身に付けて行きたい。 

そして、世界大会を経て一回りも二回りも成

長して持続可能な社会を発展させて行きた

い。 

 

村岡南（千葉東 2年） 

 

私は小さい頃から海外の人と接する機会が

多くあったので、その経験が今回のユネスコ

世界大会に生かせていてとても嬉しいです。

ESD は難しい概念ですが、最近では「地球全

体を考える」ということが全ての根底にあるの

ではないかと感じています。当日は多くの人と

話し合い、考え方の違いを実感できるのを楽

しみにしています。 

 

片岡拓巳 市川学園 1年 

 

11 月の世界大会では、持続可能な開発のた

めの教育ということをテーマとしていて、僕は

世界中の高校生がどのようなことを考えてい

るのか、すごく興味があり、色々な意見を交

換したい。 

そして、今回の世界大会を僕達•僕達の子供

の住む 50 年後の地球レベルの社会を考える

きっかけとしたい。 

 

吉村真希 渋谷幕張 1年 

 

以前から国際問題に興味があり、様々なボラ

ンティアやシンポジウムに参加してきました。

現在は学校のインターナショナル同好会の代

表として、フェアトレードについて広める活動

をしています。世界大会では、今までの経験

を活かし、積極的に会議に参加し、多くのこと

を発信・吸収できるよう努めます。 

 

小川将弘 市川学園 2年 

 

こんにちは！市川高校 2年の小川将弘です。

バスケットボール部に所属しています。あ、ち

ゃんと試合にも出てますよ笑 

休みの日には、よくなにも考えずに自転車に

乗ってフラフラしています。そうするととてもリ

フレッシュするんです！ 

将来、僕はスポーツトレーナーになりたいなと

思っています。それでは！ 

 

みなみ.A（千葉東 2年） 

 

こんにちは！私は高校で「JRC 同好会」とい

う、主にボランティアや地域行事に参加する

同好会に所属しています。ユネスコ世界大会

の Welcome Party では浴衣の着付けのお手

伝い&ソーラン節をするので、積極的に参加し

ていきます‼ 

先生紹介 今回は 3名の先生方を紹介！ 

永井壽子先生 連絡協議会 会長 真田知恵子先生 千葉東高校 地引千尋先生 千葉東高校 

好きな言葉：「つながり」 

高校生の頃の夢：悩み多き時代でした。自

分の自信のなさや、恋への憧れ外国へ行っ

てみたい等。その中でも強くあったのが、教

師になりたいとの思いでした。 

学生時代にがんばったこと：幸せな人生は

健康からとの思いも強く、栄養学を勉強して

いました。教員と栄養学への思いから家庭

科の教員になったのだと思います。 

 

好きな言葉：「客観視」 

高校生の頃の夢：新聞社や編集社でものを

書くことでした。様々な人に会えるのが魅力

だと思いました。が、狭き門でした。その頃

好きだった作家は江國香織さんです。 

学生時代にがんばったこと：高校時代は、

バスケバスケバスケ。部活が最大の居場所

でした。がんばったといえば、休まず学校に

行ったことぐらい…？ 

好きな言葉：「繋がり」 

高校生の頃の夢：大学生になったら外国に

行ってみたいと思っていました。 

学生時代にがんばったこと：インドネシアか

ら来た留学生のチューターをしました。自

分の英語力の無さ、外国に対しての無知

を痛感しました。でも留学生寮に呼ばれて

交流を持てて自分の世界が広がりました。 


