
千葉県 
高等学校 
ユネスコ 
スクール 

通信
第 2号 2014年 11月 27日 発行 

編集：千葉県高等学校ユネスコスクール連
絡協議会 nagai55@tbz.t-com.ne.jp（永井壽
子 ） 、 （ 株 ） メ デ ィ ア 総 合 研 究 所
(03-5414-6210 福田訓久) 

ユネスコスクール世界大会！ １１月４日（火） 
ユネスコスクール世界大会 Student
フォーラム 千葉県ウェルカムパー
ティー プログラム 11月 4日 ウェルカムパーティー 

於：渋谷教育学園幕張高校 

14:50 
ゲスト入場 

15:00 
開会のあいさつ 

15:05 
来賓校紹介 

15:10 
主催者挨拶 

15:15 
参加型○×ゲーム 

15:30 
歓談/屋台体験 

・和服体験 
・飴細工 
・輪投げ 
・書道 
・寿司 

・スーパーボールすくい 
・琴 

16:30 
ソーラン節 

16:50 
記念撮影 

16:55 
閉会の挨拶 

11月 6 & 7日ユネスコスクール世界大会 Student フォーラム in 岡山 

 千葉県では、岡山で行われる世界大

会に先駆け、3か国のユネスコスクール

をホストしました。千葉県の１０校が協

力して準備を進め、南アフリカ、ベトナ

ム、ニュージーランドから各国生徒４名

と先生 1 名を迎えました。 

 当日、会場の準備班と県庁訪問班に

分かれて予定通り進行できたのは、ま

さにみんなの連携があったからこそだと

思います。 

 普段は全く顔を合わせることがない

10 校の生徒たちが、1 ヶ月に 1 度のペ

ースで数回集まっただけであのような

パーティーを開催することができるの

か！？と先生方も驚いていました。 

…どうやら SNS（日本から世界進出して

いる「LINE」？）が大活躍したそうです。 

 1 年生から 3 年生まで、学年や学校ま

でも超えての協同作業のプロセスと当日

の大成功は、見守ってきた先生方をはじ

めとする大人たちに感動を与えてくれま

した。 

このフォーラムは、世界 33 か国と日本の

9 地域のユネスコスクールの高校生が一堂

に会して、ESD の実践で得た成果を共有

し、2015年以降のESD理念の更なる普及と

ユネスコスクールを通じた連帯に一層の深

化をもたらすことを目的として開催されるも

のです。千葉県チームは関東ブロック代表

として誇りを持って参加してきました！ 

前号でもお伝えした通り、当日のプレゼ

ンテーションの練習には、千葉チーム 10 校

の生徒たちが参加しました。その後、代表 4

名で仕上げたものを当日は英語で発表して

きました。 

翌日には、33 か国と日本の高校生で「持

続可能な社会・未来をつくるためにユネスコ

スクールとして協力できること」をテーマに

話し合いをしてきました。海外チームの活発

な発言にも動じず、積極的に発言すること

ができました！ 



  

 11月 4日 ウェルカムパーティー 

 

参加生徒の感想（抜粋） 

 

自分の英語力のなさを実感したと同
時にとても良い刺激を受けることが
でき貴重な体験でした。日本の事を
学ぶ良い機会でもありました。参加
できてよかったです。 
 
 
海外生徒とのみなさんと一緒に有意
義な時間を過ごすことができまし
た！ 
 
 
海外の生徒との交流の場をもったこ
とで新しく発見をすることができた
し、海外に目を向けるきっかけにも
なりました。この貴重な経験を、い
ろんな人に伝えることで更にユネス
コの活動に貢献していきたいです。 
 
 
ベトナム、ニュージーランド、南ア
フリカというまったく異なる国の生
徒と話してほんとに楽しかったで
す。最初は凄く緊張していて、何を
話せば良いかわからず戸惑ってしま
いました。でもいつのまにかハイタ
ッチしたり、笑いあったりとても仲
良くなれました。 
 
それぞれ文化などは違ったけど、普
段考えていることは同じで髪型の
話、学校の話など共通点もたくさん
ありました。海外の生徒のみんなが
『ほんとに楽しかったありがとう』
と言ってくれたときはほんとにうれ
しく、これからも連絡をとろうとも
話しました。 
 
英語を話すことがどれほど大切か身
に染み、もっと勉強しよう！と強く
感じました。でもそれと同時に言葉
の壁は越えられるんだなとも感じま
した。とっても短い時間ではあった
けど、素敵な出会い、 
一生忘れない大切な思い出になりま
した。 
この企画に参加できてほんとに光栄
です。ありがとうございました。 

○×ゲーム 

当日の 6 問にチャレンジ！ 
 

Q1) If you compare Japan’s Tokyo Tower to NZ’s Auckland Sky Tower, Auckland  
   Sky Tower is higher. 
Q2) Out of New Zealand, South Africa, Vietnam and Japan the country with the  
   second surface area is Japan, 
Q3)  Out of New Zealand, South Africa, Vietnam and Japan the country with the  
   second biggest population is South Africa. 
Q4) Japanese cars are right hand drive. 
Q5) This year, a Japanese scientist was awarded the Nobel prize in physics for his  
   research and development on blue LED lights. 
Q6) The bullet train that connects Tokyo and Osaka opened in 1974, which was 40  
   years ago. 

 

屋台！ 

会場には祭り音楽の BGM。はっぴ姿の生徒たちと教員。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ソーラン節！ 

 
 
 
 

1)×NZ328m-東京333m 2)○ 3)×日本約

1億3千万、ベトナム約9千万、南ア約5

千万、NZ約440万人 4)○ 5)○ 6)×50

年前の1964年開業。 

 

 



  

世界大会 ＠岡山 先生方からひとこと 

  
～ウェルカムパーティー～ 
 
教員の助けを多少借りたとはいえ、ほ
とんどの準備を生徒主体で行い、その
結果として当日も大成功のうちに終了
したのを見て、生徒を信頼することの
大切さを実感しました。同時に、この
ような生徒たちの将来が楽しみなの
で、ぜひ同窓会をやりたいですね。 
 
 
～岡山～ 
 
高校生フォーラムは、海外からの生徒
だけでなく、議長や司会、「おもてなし
係」とよばれる世話係などを地元岡山
県や協力した大阪府のユネスコスクー
ルの生徒が担当するなど、すべて高校
生の運営によるものです。何度も準備
セミナーを繰り返して本番を迎えまし
たが、それでも進行が途中で中断する
などある意味では高校生らしい、また
通訳を介した国際会議ならではの難し
い場面もありました。そんな困難を乗
り越えて宣言文を採択し、高校生だけ
でもここまで出来るのだということを
実証したすばらしい大会でした。（五月
女） 
 
ユネスコスクール世界大会共同宣言の
要旨（山陽新聞 digital より） 
○互いに協力し，学習の機会をフルに
活用してＥＳＤの取り組みを普及させ
る。 
○すべての高校生が地球上に住む人類
の一員であることを意識し，長期的な
視点で責任ある行動をとる。 
○互いに理解し，刺激し合える関係を
築くため，多様な生活スタイルや文化，
意見を共有し尊重する。 
○教育の大切さを十分に認識する 
 
 
～全体を通して～ 
 
ユネスコスクールの活動では様々な
人々との出会いがあると思います。
出会いによって生まれたつながりを
育てていけたら大きな交流になるか
もしれません。 
 
県内のユネスコスクールが団結する
非常に良い機会となりました。有難
うございます！ 
 

生徒インタビュ～ Q「一番印象に残ったことは？」 

「今まで、小さな世界の中で生きて来て、世界大会に参加して自分の世界がいっ

きに広がったのが一番の印象です。」（長澤） 
 

「各国で異なる様々な問題の根底には共通した原因があるということです。だか

ら国境を越えて解決のために協力しあうことが大切なのだと思います。」（村岡） 
 
「タイチームは、将来英語が必要とされる子供のため、英会話動画を作っている

そうだ。小さなことも実践し続ける事が重要という言葉が印象的だった。」（吉村） 
 
「僕が一番印象に残ったのは海外生徒との交流です。違う国籍同士でも、話し合

う内に、お互いのことを分かり合えていったのは本当に嬉しかったです。」（片岡） 

プレゼンテーションの内容 

「地球人としてのおもてなし」にはコミュ

ニケーションをとる意志をもつこと、自

国の歴史と文化を知ること、相手国の

歴史と文化を理解し敬意を払うこと、こ

の３つが大切だと私たちは考えます。こ

れが ESDへとつながっていくのです。 

全体会議の内容 

全体会議は２回に分けて行なわれ、主
に「持続可能な社会のために私たちが
できること」について話し合われまし
た。 
各国の意見には、それぞれの国が抱
える問題なども含まれていて、初めて
知るようなこともたくさんあり、色々な刺
激を受けました。 

引率の先生より 

今回世界大会に参加した千葉県チームの４名は、昨年のアジア・太平洋地域

高校生ＥＳＤフォーラムからチームを組み、この世界大会の準備を進めてきま

した。また、昨年から日本全国のブロック代表とも交流を深め情報交換をして

きました。千葉県チームのプレゼンは自分達の経験に基づきよくまとめられて

いたものです。隣にいたインドネシアの先生からもわかりやすい内容、良い発

表と講評をいただきました。今回このフォーラムのために世界各国から集まっ

たチームと意見を交換できたこと、宣言文の起草に関われたことは貴重な経

験であり、今後のユネスコスクールの活動に厚みを増してくれるものと確信し

ています。４名の今後の各学校での活動、連絡協議会での活動に期待をして

います。 

 
  吉村さん 

 
        片岡くん 

 
  長澤くん 

 
 

 

 
      村岡さん 

 引率の先生方 

プレゼンの最中は撮影で
大忙しです！ 



 
【番外編】代表生徒プレゼン終

了後の様子… 

 

～全国大会（岡山）視察から考える千葉県の今後～  
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 

ユネスコ世界会議で示されたグローバル・アクション・プログラムの中では、「ＥＳＤは教育及び学習の中核に関連しており、

既存の教育実践の追加的なものと考えるべきではない」とされ、ＥＳＤを実践する教育者の育成を示している。今後、この趣

旨が正しく理解され、学校教育でＥＳＤが教科横断的な項目として統合され、持続可能な社会の開発を担う人間の育成につ

なげていけることを強く願う。 

ユネスコスクール世界大会では生徒たちは臆する事無く各国の高校生と交流を深め、千葉県

チームの発表「おもてなし」は大成功をおさめた。これも今回拘わっていただいた全ての方々

の協力なしには成し遂げられなかったことである。人の繋がりこそがＥＳＤであり、私達の未来

を想像していく力となり、持続可能な社会を創造していくのであります。千葉県ユネスコスクー

ルは連携・繋がり・他者理解・自己理解を合い言葉に、各校の交流を深め、他者を理解し自

己を理解し、自己の可能性を信じる生徒の育成に努めていきたと思います。 

輪番で自己紹介コーナー 

生徒紹介 今回は高校 3年生を中心に 6名を紹介します！ 

 

篠原麻里（千葉黎明 3 年） 

 

私は地域の人との交流が好きで、様々なボラ

ンティア活動に参加しています。特に、子育て

支援ボランティアは私が教育関係の仕事に興

味を持つきっかけになりました。今では保育

士を目指しています。このことから、ボランティ

ア活動は自分の経験や自信、夢につながるこ

とを実感しました。これからもボランティアを続

けていきたいです。 

 

斉藤薫（市原中央 3 年） 

 

私は幼い頃海外に 5 年間住んでいました。将

来の夢は得意な英語を生かし、海外などで幅

広く活躍する映像カメラマンになることです。

今回、様々な人達と触れ合い一緒に団結する

ことで人とのつながりの大切さを学ぶことがで

きました。この経験を忘れず、これからも頑張

りたいと思います。 

 

泉はるみ（市川昴 3 年） 

 

日本とペルーのクオーターです。 

いつか UNICEF のスタッフとして働きたいとい

う BIGな夢を持ってます!! 

世界中の人と友達になっていろんな話をみん

なでするのも夢です！笑 

好きな言葉は A smile face is a shortcut to 

happiness です！ 

 

井上花香（麗澤 1 年） 

 

私の将来の夢はツアーコンダクターになるこ

と。世界中で色んな人と友達になって、皆を幸

せにするのが１番の夢です。 

今回の経験で、ますます海外っていいなと実

感しました。 

同じ人間なのに住む環境が違うだけでこんな

に違うなんて！世界っておもしろいですね！ 

学んだ事をずっと大切にしていきたいです。 

 

中村芹奈（流山おおたかの森 2年） 

 

私の夢は、キャビンアテンダントになることで

す。世界中を飛び回って、たくさんの人と出会

いたいと思っています。そのため、英語や国

際問題を積極的に学び、理解していきたいで

す。今回のユネスコスクールの活動を通して、

英語のスキルの高い他校の生徒や海外の高

校生と話す機会があり、とてもよい刺激を受

けました。負けてられないなと感じました。 

 

大野裕佳（国分 2 年） 

 

以前から、ユネスコの活動や国際交流に興味

があり、これまでインドネシア派遣や東日本大

震災の被災地訪問など様々な活動に参加し

てきました。今回のWelcome Partyでは、自分

の英語力のなさを実感すると同時に英語の重

要さ、素晴らしさを改めて学びました。この経

験を今後につなげていこうと思います。 

先生紹介 今回も 3名の先生方を紹介！ 

大塚雅信先生 国分高校 西尾匡道先生 佐倉南高校 五月女圭三先生 渋谷幕張高校 

好きな言葉：「無為自然」 
高校生の頃の夢：よき世界史の教師に出会
えたので、世界史の勉強を続けていきたい
と思っていました。また、海外に行ってみた
いとも思っていました。 
学生時代にがんばったこと：課外のラテンア
メリカ講座を受講しました。そこで第 3 外国
語としてスペイン語も勉強しました。専門の
政治学や法律の勉強もやらなければならな
かったので、成績はともかく勉強しなければ
ならない環境でした。今はほとんど忘れてし
まいましたが、その時学んだスペイン語を
今年のアメリカ派遣の際に話す機会があり
ました。 

 

好きな言葉：「信頼」「夢」「希望」 

高校生の頃の夢：「地理」の授業が楽しく

て、世界を実際に体験したいと思った。  

学生時代にがんばったこと：中学：化学実

験。学校代表で一年間科学教室に参加。地

道な基礎データ測定が楽しい。高校：弓道

部。さらに部員不足の相撲部の助っ人とな

り、両国の相撲部屋で稽古。成績は二勝一

敗、一敗が悔しい。大学：地理学研究会。国

内を巡検で歩き回わる。初めての海外は、

ヨーロッパ一人旅。 

好きな言葉：「一期一会」  

高校生の頃の夢：当時はコンピュータが発

展し始めていたので、コンピュータ関連の

仕事をやりたいと思っていました。  

学生時代にがんばったこと：高校時代は理

系のクラスにいましたが、途中から心理学

に興味を持ち、大学は心理学科に進みま

した。でも、もともと歴史が好きだったので

社会科の教員になりました。紆余曲折を経

ていますが、その時その時は一所懸命に

がんばっていたと思います。 


