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     国際会議の取り組み 
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第４章 １．国際会議の取り組み 

 

国際会議の取り組み 

 

 

 本年度の国際会議はコロナ禍によって実施が危ぶまれましたが，予定していた会議

のすべてがオンラインで実施されることになりました。オンライン開催であっても，

それぞれに特徴があり，今後の開催に向けて参考になります。各会議についての報告

はそれぞれのページをご確認ください。 

 最も早く開催された国際会議は，マレーシア SriAman の SAEYLS でした。この会議で

は，ディスカッションやコンペティションなどの必要最低限のプログラム実施にとど

められましたが，そのコンテンツについては大変ユニークなものでした。また，リハ

ーサルや打ち合わせを含めて，開催校の生徒たちが前面に出てきて，教員の影が見え

ないほどでした。しかしながら，実質的な生徒同士の交流がなく，国際会議で知り合

う海外の友人作りやお互いを知る機会が得られなかったことが残念です。 

 次に開催されたのは ISIF です。この会議は，生徒の実行委員を中心に企画が回され

てきました。SAEYLS が，事前準備をしたものを発表することが中心でしたが，ISIF は

当日のディスカッションが中心の会議です。大学院生などのファシリテーターが各議

論の中に入っていましたが，ファシリテーターの持つ資質や背景によって，議論の方

向が左右されるように感じました。また，実際のディスカッションに入るまでのグル

ープの雰囲気作りも大切であることがわかります。 

 9 月に入ってからは，立命館が主催の一員に入る World Youth Meeting を開催しま

した。これまでの経験を活かし，生徒同士がオンラインで交流するカフェトークの時

間を設けました。会議の合間やパーティーなどで交わす会話を，オンラインでも提供

しようという意図で行いましたが，この企画は参加生徒に大好評でした。国際会議の

目的達成のためには，生徒同士のつながりを作り上げることが極めて重要であると感

じました。連携する高校とは，事前に協働で，大会テーマに沿ったプレゼンテーショ

ンを作るため，海外連携校とともに調査・分析をするなど，事前の交流の質は，最も

高いと思われますが，そのような中でも，カフェトークのような時間が重要であると

認識しました。 

 11 月には立命館高等学校主催の RSGF に参加しました。本会議も，今までの蓄積が

多いため，その経験がオンラインでも十分に活かされていると感じました。 

 台湾高雄市教育局主催の ASEP は，生徒の発表が公平に行われるような配慮，生徒の

発表後の質問の時間を大事にする取り組みなどが際立っていました。 

 本校主催の国際会議については，国内中心の SR サミット FOCUS，海外を加えた英語

ベースの GYF を企画していましたが，コロナ禍におけるオンライン開催のために，両

者を合体して実施することとなりました。今まで参加の国際会議と本校の蓄積を活か

して実施しました。 
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第４章 ２．国際会議への参加 (1) 

 

マレーシア Sri Aman 高校主催 SRI AMAN ENVIRONMENTAL AND ENGLISH 
YOUTH LEADERSHIP ONLINE SUMMIT 2020 (SAEYLS 2020) に参加 

 

 

マレーシア Sekolah Menengah Kebangsaan (P) Sri Aman（Sri Aman 高校）主催 SRI 

AMAN ENVIRONMENTAL AND ENGLISH YOUTH LEADERSHIP ONLINE SUMMIT（SAEYLS）に本校

生徒 4名が参加しました。本来 6月に現地で開催予定であったものが，コロナウィル

ス禍の影響で，7月 4日，5日にオンラインでの開催となりました。参加校は， 

Philippine Science High School -Cordillera Administrative Campus, Philippines 
National Sheng Fan High School, Taiwan ・ Samarinda, Indonesia 
Ritsumeikan Uji High School, Japan   ・ Tunku Kurshiah College Philippines 
Philippines Science High School – Eastern Visayas Campus, Philippines 
Santa Laurensia High School, Indonesia  ・ SMK (P) Sri Aman, Malaysia 
Philippine Science High School – Zamboanga Peninsula Region Campus, Philippines  

の 9 校です。 

 

エントリー 

 オンライン開催だけでなく，申し込み，保護者の同意

など，すべてがオンラインでの受け付けで，Google 

Forms の機能が使用されていました。 

申し込み時に記載したメールアドレス宛に，希望する

セッション，保護者の同意などの新しいオンラインサイ

トへのリンクの連絡が入り，学校が取りまとめるのでは

なく，参加者個々が対応する必要がありました。携帯の

アドレスを記載した場合は，スパム判定されたり，入力

がうまくできなかったりという事例がありました。アジ

ア各国に比べ，日本人の ICT スキルの厳しい一面を実感

しました。 

 

全体像 

 コンペティションとフォーラムの 2カテゴリーからなり，前者にはコスプレコンペ

ティション，ポエットリーコンペティション，後者には The World After COVID-19，

Climate crisis，Youth and international cooperation，Social inequality が設定

されています。4名の参加者は，それぞれのコンペティションとフォーラム 4テーマ

のうち 2テーマに割り振られます。 

 コスプレコンペティションは，大変ユニークな取り組みで，廃材を利用して，スー

パーヒーローのコスプレを行うというものです。ランウェイを歩くようなビデオを作

成し，本番ではそのビデオと作成過程やコンセプトをプレゼンします。ポエットリー
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コンペティションは，‘Nature Speaks’をテーマに，オリジナルの詩を作り，画像と

ともに詩の朗読をビデオにするというものです。フォーラムは 4テーマのそれぞれに

沿って，メインの参加者がリサーチした結果をプレゼンテーションして共有します。

その後 Q&A セッションが行われます。 

 詳しくは，本文の後に添付している，Sri Aman 発行の招待状や概要を参照してくだ

さい。 

 

オンラインツール 

 利用されたオンラインツールは，Google Meets

でした。Google Meets は，日本の学校ではファイ

ヤーウォールの設定で利用できないところが多い

かもしれません。本校でも，期間限定で，利用で

きるように設定を変更してもらいました。Google 

Meets の字幕機能は，話者の発する英語を瞬時に

文字にして字幕上に表示する機能です。 

 本番では，司会と発表者の少数のみが

Google Meets にアクセスし，そこでの様子は

YouTube Live で配信されました。YouTube に

は，デスクトップキャプチャ動画を配信でき

る機能があるため，便利であるだけでなく，

ネットワークの負荷を減らしすます。また，

Google Meet には，発表者や各グループの少

数のみが参加しているのでコントロールしや

すくなります（方法は下部囲み内）。その他は

YouTube Live を視聴することになりますが，メッセージ機能により，視聴者（会場の

観客のイメージ）からの質問も受け付けることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プレミーティング・リハーサル 

 コンペティション部門とフォーラム部門それぞれ 1 回ずつのプレミーティングが 7

YouTube でディスクトップ動画を配信する方法 

① Google アカウントで YouTube にログインし，画面右上の「アップロード」をクリック。 
② 動画をアップロードする画面が表示されたら，画面右側に表示されているメニューの中から

「ライブストリーミング」の「始める」をクリック。 
③ ライブ配信の画面が表示されたら，画面左側に表示されているメニューから「イベント」を

クリック。 
④ 「ライブストリーミングを始める」のボタンをクリック，利用規約に同意。 

規約に同意すると，イベント作成が可能になります。 
⑤ 「ライブイベントを作成」をクリック。イベントを作成する画面に移動。 
⑥ イベント名，説明など，基本情報等の入力。 
⑦ 情報を入力したら「配信を開始」をクリック。「準備ができました」というメッセージの表

示。OK をクリック。 

Google Meets 字幕機能が優れている 

会議の様子は，Google Meets 上でのやり取りがキ
ャプチャーされ，YouTube Live でオンライン配信
された 
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月 24 日と 26 日に行われ，それぞれのルールが徹底され，Q&A セッションがもたれま

した。リハーサルも，27 日から 29 日にかけて行われました。すべて生徒主導で説明

され，教員の影が見えません。 

 

フォーラム 

 ４つのテーマ The World After COVID-19，

Climate crisis，Youth and international 

cooperation，Social inequality に分かれて

フォーラムは行われました。立命館宇治の生

徒は，Climate crisis，Youth and 

international cooperation に参加した。 

Climate crisis は，長年テーマとして扱われ

てきたものなので，ある発表者も発表の中で

言及していましたが，目新しさに欠けるかと

思っていました。しかしながら，事例として

は水害，スーパー台風など，より身近な事例

が集積してきているために，発表も現実味を

帯びたものが多くなった印象がありました。

Youth and international cooperation で

は，貧困問題が都市でも起こっていることや,

環境問題などについてもより身近な問題を取り上げる傾向がありました。 

オンラインでの縮小開催のためか，十分な意見交換や共同での宣言などがありませ

んでした。オンラインにおいても，意見交換や共同宣言がだせるような計画を立てた

ほうが，お互いのつながりが強くなると思いました。 

  

コンペティション 

 コンペティションはコスプレとポエトリィーの 2 部

門がありました。 

 コスプレはヒーロのコスチュームをペットボトル，

新聞紙，ダンボールなどのリサイクル可能な材料で，

糸やのりだけで作り，それを着てプレゼンを行うとい

うものです。それぞれの生徒が選ぶヒーローは，現在

の環境保護に必要なコンセプトが込められていて，とても興味深い取り組みでした。

立命館宇治の生徒は，新聞紙と和紙を中心に，桃太郎を表現しました。桃太郎のミッ

ションはみんなが平和に暮らせるようにすることと解釈し，そのミッションは SDGs に

通ずるものとしました。 
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 ポエトリィーコンペティションは，自然との調和を

テーマにした詩を作り，それを朗読するというもので

す。本校の生徒は，日本人らしく季節を表現しまし

た。桜の花びらで埋まった小川，蝶の飛び交う姿，赤

とんぼと満月などを表現しました。自然が破壊される

時の森の嘆き，自然を擬人化しての訴えなど，様々な

タイプの詩が紹介されました。主張の表現方法として，面白い取り組みであると思い

ました。イギリスをはじめとして，アメリカ，カナダ，オーストラリアだけでなく，

近年はアジア各国でもドラマ教育が取り入れられています。表現する手法として，日

本人の足りないところを補える可能性が，ドラマ教育にはあるように思えました。 

 

分 析 

本会議参加によって，以下の項目で高い伸びを占めしました。 

I. 基本態度 1) 自国の文化や歴史を知ることは重要であると認識した 

I. 基本態度 2)訪問国の文化や歴史を知ることは重要であると認識した 

I. 基本態度 6) 国際的な社会問題，環境問題等への課題意識が高まった 

II. 自律心  3) 知識・スキルの向上の努力ができた 

II. 自律心  4) 自ら学ぶスタンスで研修に参加できた 

II. 自律心  7) 困難な状況でも，今できることを考え，その場を乗り切るために自

ら行動するチャレンジ意識が高まった 

Ⅳ. 情報収集力 1) 研修・リサーチの目的を理解し，目的に合わせて効率的に作業す

る段取りを組む意識をした 

Ⅴ. 思考力 6) プロジェクトが行き詰ったときに，新たな視点をもって代替案を提案

するよう心がけた 
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第４章 ２．国際会議への参加 (2) 

 

生徒国際イノベーションフォーラム（ISIF）2020 参加報告 

 

 

ISIF2020 は日本イノベーション教育ネットワーク(協力 OECD)の国際プロジェクトの

一環で，OECD や文科省サポートのもと，日本イノベーション教育ネットワークが主催

した国際フォーラムです。2日間「学校の Well-being（より良いあり方）」をテーマに

議論しました。 

今回の目的は，2030 年の未来の学校の枠組み・指標づくりの第一歩として，世界中

の生徒と教師で学校の Well-being を考え，目の前の学校の変化の可能性と課題を明ら

かにすることでした。 

（参考）日本イノベーション教育ネットワークの HP 

https://innovativeschools.jp/#regular-header 

 

ISIF2020 概要 

日時：2020 年 8月 11 日（火）～8 月 12 日（水）  

参加人数：9か国 300 人以上。 

形態：オンライン（ZOOM 使用）。グループ討論は英語力も考慮して 1グループ 6人

程度で構成。「コミュニティー」「環境」「教育」など OECD が提唱する Better 

Life Index (より良い暮らし指標)の 11 のテーマを学校に当てはめ多角的な視点

から議論。参加者は，11 のテーマから 1つを選び，そのテーマについて議論。 

タイムテーブル： 

＜8月 11 日＞  

  オープニングセレモニー（ISN 発足時からの映像配信，鈴木寛氏コメントなど） 

  フォーラムのガイダンス 

  イントロダクション（ランダムに振り分けられたグループで各校の取組み紹介） 

  グループ討論１（現状分析） 

  各グループの議論共有 

  お楽しみタイム（レクレーション） 

＜8月 12 日＞ 

  昨日の振り返り 

  グループ討論２（未来の学校で実現したい新しいアプローチ）  

  グループ討論３（未来に向けての戦略） 

  各グループの議論共有 

  全体ワーク（全員で未来を描くワークショップ） 

  お楽しみタイム（レクレーション） 

  クロージングセレモニー 
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事前の取り組み 

日本イノベーション教育ネットワーク（協力 OECD)(Japan Innovative Schools 

Network supported by OECD) ，これ以降 ISN2.0 と表記」は，PISA (学習到達度調査)

や TALlS (国際教員指導環境調査)で知られる OECD の協力のもとに生まれた産学コン

ソーシアム。生徒のプロジェクト学習や探究学習を国内外の研究者・実践者がともに

研究することで，我が国における次世代の学びの開発と普及を促進していくことを目

指しています。 

本校はコア探究が文科省研究開発学校に指定されるときから ISN2.0 に加盟し，OECD

（経済協力開発機構）や文部科学省と協力して，21 世紀型に求められる資質・能力を

涵養するための新しい学びのモデルの開発を推進しています。この間，ISN2.0 の研究

会などにも継続的に参加し，今年の 5月には OECD 主催のワークショップに本校から 2

人の生徒が日本代表として参加しました。また ISN2.0 の取組みとしてトルコの学校と

も連携し，SDGs の授業などを中心に交流しています。 

ISN2.0 の活動の集大成が「国際イノベーションフォーラム 2020」でした。当初京都

で開催予定だったこのフォーラムは，コロナ禍でオンライン開催となりました。本校

からも生徒 1名がフォーラム実行委員会として中心的に関わりました。 

 

本校からの参加生徒と生徒感想 

 本校から参加した生徒は以下の通り。南朴木さんは実行委員として ISIF の中心的メ

ンバーとして活躍し，当日も司会や，最後の全員でのワークショップなどを実施しま

した。ディスカッションによるアウトプットは全体の議論を一つにしたメモの通りで

す。 

 

＊参加生徒 

 7 名 

 

＊生徒振り返り 

南朴木里咲 

日本ではテスト勉強をしたり，忙しすぎる部活と課題に追われたりで夜遅くまで起

きてしまい，睡眠時間が少なくなることはよく聞

きますが，トルコでも同じように睡眠時間に悩み

を持っている学生がいると聞いて睡眠不足の問題

は日本だけではなく様々な国で共通して学生が持

つ問題なのではないかと感じました。また課題が

睡眠時間を削ってまですべき価値のある内容なの

か，生徒がやる気を持ってストレスなく取り組め

る課題とは何なのかについても話し合えました。 

OECD の担当の方が私の偏頭痛の悩みを聞い

て，私のオフィスではそういった病気や悩みがある人は，少しでも体調が悪い日に

は，出勤せず在宅でできるだけ仕事してもらうとおっしゃられました。これが学校で
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もできたなら，偏頭痛だけではなく，学校に行くのが怖いと言う生徒，ストレスから

くる体調不良を起こしやすい生徒にとって学校が過ごしやすい環境になるのではない

かと思いました。このコロナ禍でオンライン授業をできた学校は少ないかもしれませ

んが，オンライン授業が成り立つことを知る，オンライン授業を受け入れる良い機会

になったのではと思う。これをきっかけにしてこういった生徒のために普段の授業も

対面に加え，その授業をオンラインで配信するなど，生徒に負担のかからない環境づ

くりをしていけるのではないかと感じました。また先生方も少しでも体調が悪けれ

ば，家からオンライン授業といった新しい教育も考えていけると思います。健康に不

安がある人にとって，出勤，登校をしない，できないことが甘えだと自分を追い詰め

てしまうような環境をやめ，それぞれが過ごしやすい環境で共存していける環境が未

来の学校では必要なのではないかと感じました。 

第三者からジャッジをされるのがストレスになるといった議論をしていた時に，ジ

ャッジされて評価されることは気にせず，例えば歌のテストなら，どんなに歌が下手

でもジャッジではなく，いかに自分が歌が好き

かを大切にできるような気持ちを持つのもスト

レスをなくすきっかけになるのではと意見が出

ました。確かに自分はいつも周りの目を気にし

ていて，自分はどうなのかと言うのは後回しに

しがちだったので，これからは他人の評価は気

にせず，自分はどうかと言うことを優先するよ

うにしたいと思いました。 

 

北川碧 

緊張もしたけど，それぞれのグループに分か

れて実際に年齢や立場の違う人たちと話し合う

ことで，ディスカッションに関しての自分の良

い点と改善点を見つけることができたし，学校

建築と教育というトピックについても，今まで

当たり前に思っていたことを真剣に考えたこと

で，学校という存在を改めて考え直すきっかけ

となりました。 

私はディスカッションなどで発言するのは普

段しないような性格ですが，今回の ISIF で考えたことを発言することで話が進んだ

り，周りがその意見をちゃんと拾ってくれたりしたので，勇気をもって発言すること

が大事だと思いました。 

 

福永乃斗花 

普通に日本にいるだけでは確実に見えないものがある。現状だけでもかなり国によ

って差がある。日本は環境が整っている方だと思っていたが他国とくらべるとまだま

だなところもたくさんあることに気づけました。 
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前田遥 

他の参加者が積極的に自分の意見を発表する姿

勢に刺激をもらいました。学校の Well-being を議

論することで，社会や自分の未来について見通し

を得ることができました。 

英語に全く自信がなく，英語でのディスカッシ

ョンに不安がありましたが，それなりに自分の意

見を言うこともできたし，少しは成長できたかな

と思います。今までこのようなフォーラムに参加

してこなかったけれど，ISIF を通して様々な意見を聞き，新たな発見をすることがで

きたと思います。 

特に今回私自身 1番印象に残ったのは，海外の方たちの積極性です。決して日本人

が皆積極性に欠けているというわけではないけれど，海外の方たちは自分の意見をし

っかり持っていて，それを積極的にシェアしている姿を見て，見習いたいなと思いま

した。似たような世代の人から，立場が上の人まで，様々な人たちと将来の school 

well-being について話し合えたこと，そこから学べたことがたくさんあり，良い経験

でした。 

 

藤枝樹亜 

英語を駆使して，苦手な場合でもツールを使

ってコミュニケーションを円滑に進めました。

これから自分が大学で学んだり，仕事をする上

での意志や目的を発見することができたと思い

ます。学校の Well-being を議論することで，社

会や自分の未来について見通しを得ることがで

きました。 

教育と広くくくって考えていたのが，10以上

のテーマに分けて話すとより細かい話ができたのがよかったと思います。海外と日本

の教育状況は大きく違うことは想像がついていましたが，日本国内間でもどんな教育

環境に身を置いているかは十人十色でした。自分が相当恵まれた環境にいたことを痛

感したし，すべての学生がよりよい教育を受けられるような環境に変えていく努力と

今の環境でできる最高の教育を用意する努力の両方を同時進行していく必要があると

思います。また，教育は大人だけが変えるものではなく，実際に教育を受けている学

生たちも変えていくものなのだと感じました。 

すごく充実していたけど最後まで議論を詰められなかったことだけが残念です。海

外の人と話すと広い議論ができる反面，違いが多すぎて具体的な案がつくりにくいの

で，日本人だけの議論の場をつくってもいいかなと思いました。 
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第４章 ２．国際会議への参加 (3) 

 

Rits Super Global Forum 2020 Online に参加しました 

 

 立命館高等学校主催の Rits Super Global Forum 2020 Online(RSGF 2020 Online)が

１１月１０日から１４日まで開催され，立命館宇治高等学校の生徒６名が参加しました。

例年は世界中の学生が立命館高等学校に集まり行われるのですが，本年度は新型コロナ

ウィルスの影響でオンラインでの開催となりました。海外からは，インド・ネパール・

イギリス・アメリカ・カナダ・フランス・スウェーデン・シンガポール・台湾・フィリ

ピン・ネパールから多くの生徒が参加しました。 

 メインテー マが 
“What Can We Do 
Under the Situations of 
the Coronavirus?”とい

うことで，「コロナ禍

で私たちにできるこ

とは何なのか？」につ

いてオンラインの技

術を駆使し，一方通行のコミュニケーションにならないよう工夫され，相互に交流が行

われました。メイントピックの下には，４つのサブトピック（Education, Poverty, 
Environment, Social/Economic Life）がありました。生徒たちの活動は，イベントが行わ

れる前から始まりました。事前学習として，サブトピックの日本の状況についてを動画

にまとめ，オンライン上にアップし，参加者がコメントをしあったり，質問をしたりと

活発な交流が繰り広げられていました。サブトピックの動画に加え，学校紹介，文化紹

介の動画も作成しました。本校の生徒たちは，茶道室・剣道場より日本の文化である茶

道・剣道を紹介する動画を作成しました。動画というデバイスの利点を生かし，言葉で

説明するだけでは難しいお茶の入れ方や剣道の動きを説明するだけでなく，茶道室・剣

道場の「和」のテイストを動画を通して世界中の生徒たちに紹介することができました。 
 当日は，世界中の時差を考慮し，日本時間基準で一日を４分割され行われました。小

さなグループに分かれ，アイスブレーキングの後，ディスカッションが行われました。

参加者は自国のコロナウィルスの現状しか知らなかった中，世界中の同世代の学生たち

がどのような生活を余儀なくされ，学校生活を送っているのか，オンライン授業が行わ

れているのか等有意義な意見交流の場となりました。機材のトラブルで動作が遅かった

り，声が聞きずらいなどのオンラインのディスアドバンテージもありましたが，自国に

いながら世界中の人々と一緒になって考え，自分の意見を述べることができ，生徒たち

にとっては充実したディスカッションとなりました。 
 ２日目には，グループディスカッションに加え，基調講演が行われました。 “Playing 
A Role In Creating The World You Want To Live In: Using The Lens of DEI (Diversity, Equity, 
and Inclusion)” という議題で，オンラインで行われていると思わないほど，相互コミュ
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ニケーションが行われました。プレゼンテイターから冒頭に，「一緒に話し，考え深め

ていきましょう」と挨拶があり，難しいトピックでありながら，世界中の生徒達の前向

きな姿勢にも影響を受け，本校の生徒達にとって学びの多い講演となりました。 
 ３日目には Cultural Exchange 及び Fun Activities が行われました。世界中の参加者が

事前に撮影してあった文化紹介の動画上映だけではなく，Zoom を使ってのライブ配信

するグループもあり，非常に興味深い会になりました。伝統歌謡や伝統衣装からポップ

カルチャーまで多岐にわたり，画面から伝わる多文化に食い入っているようでした。 
 ４日目には，議論のグループが合体していき，より大きなグループでのディスカッシ

ョンとなりました。４日目にもなると，生徒たちはディスカッションを通してお互いの

名前を覚えており，より白熱したディスカッションになりました。 
 RSGF2020 Online 後，これからの行動指針となる “PLEDGE” が採択されました。こ

の “PLEDGE”は，印刷され額に入れられた状態で参加賞と共に各校に渡され，会は閉幕

しました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 88 - 

第 4章 ２．国際会議への参加 (4)  

 

Asian Student Exchange Program (ASEP) 2020 に参加 
 

 

 Asian Student Exchange Program（ASEP）は World Youth Meeting と姉妹関係にある台湾高雄

市教育局主催の国際会議で，ASEP は 12 月 28 日，29 日に開催されました。多くの生徒がこの 2

回の会議の両方に出席し，親交を深めます。両会議の

特徴は，大会のテーマに沿って，違う国の学校生徒が

協働してプレゼンテーションを作り，大会で発表し，

その完成度を競うものです。通常，離れた違う国の２

校が SNS やビデオ会議を使って事前に打ち合わせを

し，本番前にペアーの学校が実際に出会い，最終調整

と練習を行います。コロナ禍のため，本国際会議もオ

ンラインとなりました。 

 大会テーマは「Invisible Weapon」とされました。

本校からは，WWL の連携校である，中山大学附属国光

高級中学と三信高級家事商業職業学校とペアーとな

り，2 チームが参加しました。 

 ASEP では，今までの国際会議と違った形式がとら

れました。プレゼンテーションは，ネットワークの不

具合があった場合のふりを取り除くため，事前にビ

デを作成するという形式です。ビデオは，双方の分担

パートをそれぞれで撮影し，編集して合体する形式

とされました。極端な演出を避けるために，切り替え

の回数の制限がありましたが，十分に一体感のあるも

のにできたと思います。 
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台湾高雄市では，Zoom が使用禁止のため，GoogleMeet が使用されました。本番では，ビデオ

終了後に，オンラインツールである Slido を利用して，視聴者が質問を書き込みます。書き込ま

れた質問に対して，オンラインで参加している発表者が回答し，その回答も審査に含まれました。

回答時は，かなり緊張し，集中力が必要でしたが，多くのチームが的確に回答していました。 

 

 

本校から参加した２チームは，ともに奨励賞を獲得することができました。 
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第 4章 ３．国際会議開催 (1) 

 

World Youth Meeting (WYM) 2020 を開催 
 

 

第 22 回 World Youth Meeting をオンラインで 9月 26 日，27 日に開催しました。WYM

は，1999 年より続く国際交流イベントですが，日本と海外の 2校が協働で，大会テーマ

に沿ってプレゼンテーションを作り発表するというものです。従来，事前準備はオンラ

インで行い，大会 1週間前に海外校が来日し，日本の学校において最後の詰めと練習が

行われてきました。本年度はコロナ禍の中，実施時期も約 2か月遅れとなり，対面での

準備ができないという難しい状況の中開催されました。 

 

運 営 

 WYM の運営は，参加校の中で古くからかかわりのある教員が中心の WYM 実行委員会に

よって行われます。主催は同実行委員会，学校法人立命館，学校法人日本福祉大学です。

後援は，文部科学省はじめ，株式会社内田洋行などのサポート企業です。運営のための

実行委員会は，3月より毎月２回程度行われ，直前の８月下旬からは毎週行われてきま

した。オンライン開催のため，昨年のように愛知県と滋賀県（立命館大学びわこくさつ

キャンパス）に別れた分散開催とせず，ネットワーク関連のコントロールは，すべて愛

知県の日本福祉大学で行われました。 

 

オンラインツール 

 姉妹会議の ASEP を開催している台湾高雄市教育局において，Zoom の使用が禁止され

ていたため，Microsoft Teams をメインに，Zoom を併用しました。開会式や全体会は，

Teams のキャプチャー動画を YouTube のストリームでライブ配信しました。プレゼンテ

ーションについては，①すべてオンラインでの参加，②ビデオとオンラインのハイブリ

ット型，③ビデオ収録されたものを流すという３タイプで受け付けることにしました。

それぞれのルームへの入り方が複雑になるため，プログラムにどこのルームに入るかを

明記して，混乱のないようにしました。YouTube のライブ配信で，多重のエコーが起こ

り聞きにくいという障害が出ました。リハーサルの時の画面キャプチャープログラムが

終了していなかったことが原因と分かり，開会式後は問題なく配信できました。配信ト

ラブルのあった開会式は，Teams での録画データもあったため，エコーのない動画を翌

日アップし，聞こえにくかった部分を補いました。 

 開会式の様子や，プレゼンテーションの様子は下記から確認できます。 

開  会  式：https://www.youtube.com/watch?v=gbqRhVCv_6s&feature=youtu.be 

プレゼンテーション：https://www.youtube.com/watch?v=rmG_71sEl2I 

  ディスカッションフェアー：https://www.youtube.com/watch?v=ck0xBsKl71k&t=3s（含む文化交流） 

  閉  会  式：https://www.youtube.com/watch?v=pEumFykGfS4&t=1115s 

※ ブレイクアウトルームを使用しているときの共有画像は上記に含まれていません。 
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参加校 

 

 本年度の参加チームは 44 チームで，参加国は 11 カ国・地域，参加校は 45 校でした。 

（太字は AL ネットワーク校） 

  国内校 15 校 

立命館中学校・高等学校，立命館宇治中学校・高等学校， 

立命館守山中学校・高等学校，奈良育英中学校・高等学校，奈良県立郡山高校， 

関西学院千里国際中等部，福井商業高等学校，名古屋市立名古屋商業高等学校 

福井県立丸岡高等学校，南山国際高等学校，日本福祉大学付属高等学校 

   立命館大学，日本福祉大学，関西大学，京都産業大学，中京大学 

海外校 29 校 

・台湾 16校：高雄市立高雄高級中学，高雄市立女子高級中学， 

高雄市立仁武高級中学，高雄市立志高級中学，高雄市立福誠高級中学， 

高雄市立林園高級中学，高雄市私立明誠高級中学，高雄市鼓山高級中学， 

高雄市立中正高級中学，高雄市私立樹徳家事商業職業高校， 

三信高級家事商業職業学校，国立中山大学附属國光高級中学，国立中山大学， 

国立高雄科技大学，輔英科技大学，義守大学 

  ・中国： 

温州大学 

  ・インド： 

Shiv Nadar School, Gurgaon 

The Shri Ram School, Avail Campus 

  ・タイ： 

Ritiyawannalai High School 

  ・ベトナム 

Le Hong Phong High School  

  ・フィリピン 

University of Philippines 

Silay Institute 

  ・マレーシア 

Universiti Sains Malaysia 

  ・カンボジア 

Royal University Phonom Penh 

Phnom Penh Teachers Education College 

Provincial Teacher Training College of Siem Reap 

Phum Svay Primary School 

  ・パキスタン 

Fazaia Degree College Peshawar 

  ・エジプト 

ASHAP 【All Share Humanity and Peace】 
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プログラム概略 

 以下のような流れで行われました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※プレゼンテーション順は省略 

各校のプレゼンテーションは，3つのブレイクアウトルームに分かれて行われました

が，それぞれの優秀作を 2日目に全員で共有し，その作品がなぜ優秀であるかのコメン

トが丁寧に行われました。また，3名の講師からプレゼンテーションや英語表現につい

ての講演も行われています。ディスカッションフェアーでは，4つのブレイクアウトル

ームに分かれ，担当校の作った問題提起ビデオを観てから，どちらに賛成するかのディ

ベート方式で議論を行ないました。例えば，「ロボットが授業する未来の教室は有りか

無しか」などです。 
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最後に文化交流およびカフェトークというセッションが高校生，大学生，教員に分か

れて行われました。カフェトークについては，次項で詳しく記載します。夏休みまでに

開催された他の国際会議では，準備の関係等もあったためか，議論やコンテストが中心

となり，文化交流がなかったり，カフェトークのような遊びの部分が少なかったりした

ように思います。今回，そのような遊びの部分に，参加者のモチベーションを上げる要

素があることを再認識できました。 
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カフェトーク 

これまで経験してきたオンライン開催の国際会議においては，食事時間や休憩時間，会議

終了後に，他校の生徒や海外生徒との楽しいおしゃべりができないため，お互いの関係が深

まらない傾向がありました。 

今回，あえてカフェトークとい

う大会テーマに無関係な時間を

設定したことで，生徒たちはあた

かも目の前にお互いがいるよう

に話を始めました。話のきっかけ

は，ファシリテーターの大学生や

教員が行ないました。お互いの国

で「今，高校生にはやっているこ

とは何？」，「夜の塾は何時ま

で？」，「休みは何してる？」 

参加者に聞くと，このおしゃべりで，本当にいつか会ってみたい，台湾に必ず行きたいな

ど，参加者間の絆が深まったことがうかがえます。WYM において，このカフェトークは，と

ても重要な役割を演じたといえます。 

 

プレゼンテーション評価 

 プレゼン

テーション

の評価は，ク

ライテリア

をもとに行

いました。各

ルームから5

チーム（約

1/3）をプラ

チナ賞とし，

残りをゴー

ルド賞とし

ました。各ル

ームのプラ

チナ賞受賞

作品から１

～2作品が選

ばれ，翌日の

朝のセッションで共有されました。そこで，トップ 1作品が文部科学大臣賞として最優

秀賞に選ばれました。 

 

 

Evaluation 
points 

English Expression 
(no requirement such as 
native speaker of English) 

Performance Content Question and answer 

5 

Audience conscious. 
adequate analysis of the 
audience such as English 
levels or readiness. 
Good prosody.  
It is clear which part is 
stressed. 
English level is appropriate 
for Asian students. 

Keeping good speed in 
delivery. Easy for the 
audience to follow. Good 
interaction with 
audience. Pauses are 
appropriate. 
Presenter’s opinion is 
very clear. 

Clear story. One core 
message and 3-4 topics. 
Successful in motivating 
the audience. Their own 
research data and 
opinions are used.  

Questions are answered 
appropriately. 

4 

Good enough to deliver to 
Asian students. Good 
interaction and questioning 
with the audience. 

It is clear which part has 
been emphasized. 

Good research and 
organization. 
Too much contents. 
Few opinions. 

Good enough - without 
going into details. 

3 
 
Speaking in a loud voice. 

Good collaboration to 
deliver. 

Mere results of google 
research 

Answers mostly covered 
the question. 

2 
Not so good at handling the 
microphone or speaking in 
English overall. 

Delivered in a monotone. 
Just talking about the 
issue - lacking flow or 
structure of argument. 

What is said is not an 
answer.  

1 Incomprehensible. 
”Mosquito reading”- 
hard for the audience  to 
hear what is being said. 

Boring, Infringing copy 
rights, Complicated with 
too many photos. 

Can't answer anything. 
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WYM の国際会議としての優位性 

多くの国際会議では，参加者は初めて顔を合わせ，いきなり議論することとなります。

そのため，英語力のみならず，議題についての知識と日頃からの課題意識を持ち合わせ

ていなければ，議論に参加するのは難しくなります。 

WYM では，事前にペアーとなる海外校とチームを形成し，協働でプレゼンテーション

を作成する点が大きく違います。ASEP という台湾高雄市教育局主催の姉妹会議がある

ことも大きな特徴です。チームには異学年がまじり，連続して参加する経験者も含まれ

ます。そのような中で，初心者も自然と溶け込んでいき，役割を果たすようになります。

指導的な立場の経験者は，初心者を育成する役割やチーム内の調整から大会運営に至る

まで様々なマネジメントを行うこととなり，様々な層にとって演ずることのできる役割

が準備されていることになり，異学年間での学び合いの場ともなります。すなわち，WYM

は会議本番以上に，準備の期間が生徒の能力慎重に重要であるといえます。 

 

前年度よりの改善点・オンライン開催の成功点 

文化背景の違う海外の生徒とチームになって協働することは，ハードルが高いですが，

前述のように，国際会議初心者から経験者までが参加し，両会議に連続して出場するも

のが多いため，協働がきわめて自然に行われていきます。立命館中学校・高等学校では，

高 1 から 3年連続で出場するものが多く，経験の生徒が後輩を引っ張る形や複数チーム

で切磋琢磨できる形が出来上がっています。立命館宇治中学校・高等学校では，初心者

に多く参加してもらうために，教育後援会からの補助事業として参加者を募ってきまし

たが，補助を多くの生徒にいきわたらせるために，参加者数や 2年連続での参加は制限

されてきました。その影響で 2チームを作ることや，前年の経験を活かしてよりレベル

の高いプレゼンテーションを作ることが難しい状況でした。本年度より補助事業の枠組

みを外れることで，これらの制限を撤廃しました。これにより，2チームの構成が可能

となりました。2チームとなることで，両チームが切磋琢磨し，スケジュールの管理に

良い影響が現れました。また，より良いものを作るという思いを両チームが持ち，結果

として，両チームともプラチナ賞受賞し，１チームがファイナリストとなりました。今

回の参加者を中心に，次回以降，新しいメンバーを加えながら，生徒中心に学び合える

チームが形成できることを期待できます。 

 オンラインの大会であることに関しては，対面での議論や練習ができず，日常の生活

の中でのビデオ会議の実施日程を決めることにも苦労しました。それにもかかわらず，

オンラインの機動性が，最終的に力を発揮し，本番までに高いレベルのものができまし

た。また，その特性を活かし，大会本番に参加できない方からの講演をビデオで配信す

ることができ，例年より学びの場が多かったことも特徴です。また，採点基準やプレゼ

ンテーション作成に向けた手引きも事前に共有することが徹底されました。ファイナリ

ストのプレゼンへのコメントも，今までより充実しており，そのプレゼンテーションが

なぜよかったのかが共有されました。 

 前述のようにカフェトークのようなセッションを設けたことも，今後の協働に向けて

のモチベーションを強固にする働きがあったことは前述のとおりです。 
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立命館宇治高等学校からの生徒の活動 

 本校からの参加者は，高校 2年 IM コース 3名，中学 3 年生 1 名でした。本年度より，

従来ペアーを組んできた三信高級家事商業職業学校に加え，中山大学附属國光高級中学

ともペアーを組むことになり，宇治側は 2名ずつに分かれました。相手校側はいずれも

3名の参加でした。大会テーマは，“Show your flag for “Quality Education, Goal 

4”で，SDGs の目標 4を実現するためのアイデアを出すというものでした。 

 WYM は，大会のテーマに沿って，ペアーになった学校とオンラインで議論し，大会前

にプレゼンテーションを完成させなければなりません。今回はすべてがオンラインのた

め，授業や部活動などのある日常の中で協働を進めないといけないため，当初はなかな

か進みませんでした。三信高級家事商業職業学校とのペアーは，知的障がいを持つ子供

の教育について考え，働きたい障がい者が働けるようにしたいと考え，日本と台湾の現

状を調べることから始めました。知的障がい者の方が働く宇治作業所を訪れ，知的障が

い者が働く現状を学びました。一口に，知的障がいといっても様々なレベルや他の障害

を併せ持つ方もいて，厳しい現状を知りました。施設に掲げられた「仲間宣言」をみて，

現状を知ることの重要性に気が付きました。この施設では，様々なチームが障がいの程

度によって，分類されています。障がいを持つものでも，特定の技能，たとえば計量す

ることについては健常者よりも優れている方がいるなど，障がい者の特性を見極めるこ

とも大事であることを知りました。この作業所では，宇治銘菓の箱作りやお土産のキャ

ラクターボールペンを作るグループもあります。製パン工場もあり，立命館宇治の売店

でも販売されています。 

 これらの経験から，障がい者への理解や偏

見をなくすことが大事ではないかと考え，本

校とペアーの台湾の学校とでアンケート調

査も行いました。例えば，本校で販売されて

いるパンが，障がいを持つ方の作業所で作ら
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れていることを知っているか？な

ど，障がい者への理解がどの程度な

のかを調べました。また，支援学校

の先生にもお話を聞き，支援学校で

どのように教育が行われ，生徒の就

職先や訓練先がどのように決まっ

ていくのか，作業相や就職先との連

携がどのように行われているのか

をお聞きしました。 

 結果は，Google meet やハングア

ウトを使って台湾側と共有し，理解

を深め，プレゼンテーションを完成

させていきました。 
※ プレゼンテーションは，参考欄に掲載します。 

 中山大学附属國光高級中学とのペアーは，Line のグループチャットを使って論議を

しました。コロナ禍におけるオンライン授業の経験をもとに，オンラインを活用して，

質の良い教育が広げられないかと考えましたが，漠然としすぎていたため，内容がなか

なか決まりませんでした。質の良い教育を広げる仕組みやどのような層にどのような教

育を広げればよいのかというターゲットを絞る作業をすることで，動き始めました。幼

児に対する自然の中での体験を重視することが，AI が中心となる社会においても，人

であるからできる感性やひらめきを強

化し，地球環境とサステーナブルに付き

合っていくうえで重要と考えました。ま

た，新しい教育は，NPO などの社会的ア

クターを学校と結びつけ，その得意分野

を教育に活かすという流れが作られて

いきます。右写真は，Teams を使った本

番のプレゼンテーションの様子です。 

 立命館宇治の 2 チームの結果は，いずれもプラチナ賞（全体の約１/３に送られる優

秀賞）を受賞でき，うち，中山大学附属國光高級中学とのペアーは，翌日にビデオで全

体に共有されるファイナリスト（トップ４）になりました。全体共有後に，審査担当よ

り，詳しい高評をいただき，全体になぜこのプレゼンテーションが良かったかが共有さ

れました。 

一度も直接会わ

ずに協働でプレゼ

ンを作るというチ

ャレンジは，なん

とか成功しまし

た。本番におけるカフェトークなども通して，ぜひ台湾を訪れ，一緒にプロジェクトを

進めていきたいと，参加生徒たちは語ってくれました。 
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＜参考資料＞ 

プレゼンテーションスライド 

 宇治×中山大学附属國光高級中学 
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 宇治×三信高級家事商業職業学校 
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 立命館宇治中３・高２ アンケート結果 日本側 N=400（一部） 
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 予想よりも，話したことがあると答えた割合が高かったが，理解が十分に進んでいる

とはいえないという結果を受けて，プレゼンテーションを作成していきました。 

 

 

生徒の感想① 

WYM Reflection  
Ritsumeikan Uji Junior and Senior High School, H2 

MIYAMOTO, Miyu 
I have two main things about what I’ve learned in the WYM in 2020. 
First, I was motivated to learn about Asian countries by interacting with Taiwanese. During this event, I 

tried to look up the history and culture of Taiwan and really want to go if I could right now. I’ve studied in 
Canada for a year and now I’m able to see the world from many kinds of perspectives. However, I still 
don’t know much about Asia which I live in, so I thought I should learn about countries, culture and history 
of Asia.  In the WYM, I could interact with Taiwan students but I wanted to actually see them and talk 
more about Taiwan. If we could meet on offline, I wanted to become closer to Sanshin-students by having 
an opportunity or time to get to know each other such as ice break and mini-game and to make a better 
presentation. 

Second, I’ve learned about the education of IDD people in Taiwan and Japan. I’ve never known there 
are a lot of workshops for the IDD people and special school support near my school until we started to 
search about them. If we had chosen a different topic for this presentation, I couldn’t get this opportunity 
to learn about the IDD people specifically, so I got awesome experiences. So we looked up a lot of things 
about the IDD people to explain in detail. For example, its population, support, education and problems. 
After we focused on Education and Employability, Ai and I interviewed for a workshop and a special 
support school. I also knew the importance of preparation to ask questions and think ideas of them. 

For this presentation that we made, I think that whether people have disabilities or 
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not, I regard all people as individuals to be respected. I appreciate all your help and I would like to join 
WYM next year again. 
 

生徒の感想② 

Ritsumeikan Uji Junior and Senior High School, H2 
 YAMAJI, Haruka 

It was good opportunity to think about what we can do and how do we make up the solution. Also to 
know the culture differences between Japan and Taiwan. 

It was pretty difficult to combine the both ideas because the perspectives were different. One from our 
school (Ritsu Uji Team1) is focusing on social learning, and another one from Guoguang Laboratory school 
students had the idea focusing on school education. However, we accepted the ideas each other, and tried 
to find the new idea which include both opinions. I thought that it is important to keep having our own 
opinions, but it is more important to accept other ideas and try to find the best way. I think the disadvantages 
of doing the meetings and presentation online is that we cannot have same understanding about the 
presentation or the opinions and ideas. Even if it is of-line, it is difficult to do. Because there is no knowing 
what partners are thinking without feeling the atmosphere of the situation, and we might have 
misunderstanding with the ideas and opinions. I think it better to do meeting face to face, so that we can 
reduce the misunderstanding, and we can use the time for other stuffs we should add more or think deeply. 
We had many struggles, however, thinking about those time, we had great meetings, and it was very 
impressive to know different ideas and how to tell our opinion clearly. For the presentation, we fixed up 
many parts and even delated some of the parts in order not to over time. The presentation at the WYM was 
the greatest and the most successful one. And our presentation got selected as one of the best presentations.  

This presentation and the meeting were very impressive and had lots of learning. I appreciate for the 
great work and the helpful support. I really want to visit Taiwan to see our partners face to face and talk 
about the presentation and the future of the world someday. I had really good experiences and thought about 
many things. I gained the knowledge I didn’t have. I will use the skill which I got through this WYM, and 
take actions to make the world better, and increase Quality Of Life. 

 

生徒の感想③ 

Ritsumeikan Uji Junior and Senior High School, H2, 
KOMAI, Marino 

When I found the advertisement for WYM, I couldn’t take my eyes off from the word “Taiwan” because 
my memories from the trip in Taiwan flashed back. When I went to Taiwan for the first time, I was 12 years 
old. I did remember that I had a lot of fun and found it interesting to experience Taiwanese culture. However, 
I was too young to communicate with people in Taiwan and it was the only thing I regret to say. Ever since 
then, I have wanted to visit Taiwan again and make friends there. Because of the corona virus situation, 
many issues were pointed out and I couldn’t go to Taiwan. So, when I happened to find the advertisement 
of the program. I felt that this program is just for me. I applied for it with no hesitation. I am very grateful 
and happy for my decision to have learned many things through this program.  

First of all, I was able to learn more about education through researching and exchanging ideas for 
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presentation. Before I enroll in this program, what I think of about quality of education was only about the 
gap in Japan. However, after this program is over, I can think of various kinds of gaps or ways to achieve 
quality of education. In fact, our group did a presentation for education gap in developing countries and 
pre-primary education which I had never have thought of before it. My team members, ideas and 
presentations from WYM inspired me and gave new perspectives.   

On the other hand, because every member had different opinions, many problems occurred, and we had 
some difficulties to make one presentation together. Online meeting was also one of the reasons which 
made our conferences harder. One thing I regret about this WYM is that I wasn’t in touch with other 
members at the beginning. So, we had misunderstandings and I struggled to fix it. However, we never gave 
up trying to understand each other. We listened to each other’s opinion carefully and find the best way to 
deal with. I also thought a lot of how I can tell what I think and make people understood as much as I did 
to understand others. At the end, we could make a presentation which everyone was satisfied. Even though, 
we never saw each other face to face, I was able to feel that we accomplished this together.  

Last but not least, I really appreciate teachers, participants and people who operated this program for 
supporting us and letting us have wonderful experience. I am so grateful for my teammates from Japan and 
Taiwan and their hard work. I strongly hope to go to Taiwan and see my teammates in person! 

 

生徒の感想④ 

Ritsumeikan Uji Junior and Senior High School 
Ai Mizokami, J3 

  This World Youth Meeting was a very valuable experience for me. It was my first time to join a program 
like this, and it became a really good chance for me to try new things, overcome my challenges, and improve 
my skills.  
  First of all, one of the things is that I could take this unfortunate situation of not being able to meet with 
people as an advantage and tried to interview people and take surveys all online. Although if we weren’t 
under this situation, we would have interviewed people only available near our school, because of the 
availability of video calls, we could interview people who live far from our school very easily, without 
travelling very far. I am glad I could join the meeting this year under the unique circumstances but take the 
situation positively. 
  On the other hand, there are two main challenges that I faced during this program. First of them was 
unique to this fully online, which was having to communicate with my teammates through computer screens. 
However, my teammates and I could overcome these problems by talking clearly with gestures. Second 
challenge that I faced was to speak up in the debate session on the second day. I am generally very shy, and 
I found it challenging to share my ideas with university students that I have never talked to in real life. 
However, I tried to be a risk taker and spoke up in the debate. I was glad to be able to join a debate, because 
without sharing your opinion, you can’t know if others agree or disagree with you.  

Finally, there are two things that I learned in this program. Firstly, I could learn the importance of paying 
attention to what is happening in the world around us and not taking it as somebody else’s business, but as 
our own. When my team was trying to decide the topic for our presentation, my teammate from Taiwan 
suggested that we present about people with intellectual disabilities. They said that they had chances to see 
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them in their daily lives and wondered what kind of education they receive. From that experience, I thought 
that the ability to reflect on what they see in their daily lives and think about what you can do was a great 
skill. And to achieve that, I thought that paying attention to what is happening around us is very important, 
because without knowing about the problems, we can hardly come up with solutions. Secondly, I could 
understand the importance of presentation skill. One of the groups had a very good manner of presentation, 
where they read the keywords and the main quote louder and slower. This made it easy for me, as a listener, 
to understand the main message of their presentation. It made me realize that although the content of the 
presentation is important, there is no point if you cannot communicate those good contents to the audience. 
I am sure I can use these things that I learned in the future. 
  I am very satisfied and glad that I joined this program because I could gain many experiences and learn 
important things. I want to keep taking part in these programs because as a future leader, I think it is 
important to have a vision of this world and be able to share them with the other future leaders. I think that 
although I am only a student, it doesn’t mean that I cannot change the situations of worldwide problems, 
and this program has been my great next step in being a responsible future leader. 
 

この取り組みで伸びた力 

 

 生徒の事後アンケートにより，幅広い項目で，効果的であったことがわかりました。

海外との協働でのプレゼンテーション作成が行われることと，事前の勉強会の実施や十

分な交流が本番でも行われたためと思われます。 

I. 基本態度 4) 自律的な学習，知識的なバックグランドがより必要であると感じた 

I. 基本態度 5) 英語を学ぶ意欲が高まった 

I. 基本態度 6) 国際的な社会問題，環境問題等への課題意識が高まった 

II. 自律心   1) 時間厳守・期限遵守の姿勢が高まった 

II. 自律心   3) 知識・スキルの向上の努力ができた 

II. 自律心   4) 自ら学ぶスタンスで研修に参加できた 

II. 自律心   5) このプログラムで学んだことを日々の活動に適用しようと思った 

II. 自律心   7) 困難な状況でも，今できることを考え，その場を乗り切るために自

ら行動するチャレンジ意識が高まった 

III. チームワーク 2) チーム内で意欲的かつ積極的に発言/行動し，周囲にも積極的

な行動を促すよう意識した 

III. チームワーク 3) チームに求められるアウトプットの質を常に意識した 

Ⅳ. 情報収集力 2) 情報を収集する前に，仮説を立てることを意識した 

Ⅳ. 情報収集力 3) 様々な情報源の特徴と使い方を理解し，仮説検証に必要な情報の

効率的な収集に心がけた 

Ⅳ. 情報収集力 5) 相手の反応を観察しながら，疑問を残さず必要な情報を引き出す

ことまで意識した 

Ⅴ. 思考力 3) 客観的な事実をもとに，仮説を構築する経験を積めた 

Ⅴ. 思考力 4) 問題発生時には，根本的な原因を追求し，それを明確に説明するよう

心がけた 
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Ⅴ. 思考力 5) 課題に対し，有効かつ実現可能な解決策考案の経験が積めた 

Ⅶ.コラボレーション力  2) 年齢や国籍の異なる相手とも，適切にコミュニケーショ

ンをとることが出来た 

Ⅶ.コラボレーション力  3) 相手の話を熱心に聞き，相手の言いたいことを引き出す

ことを心がけた 

Ⅶ.コラボレーション力  4) 自分が普段一緒にいる人以外にも，自分の考えをうまく

伝えられるよう意識した 

Ⅶ.コラボレーション力  6) ミーティング目的に応じて段取りを組み，適切に準備や

議事進行，フォローアップを心がけた 

Ⅶ.コラボレーション力  7) 議論を活発化あるいは収束させる方法を理解しミーティ

ングの運営を心がけた 

Ⅶ.コラボレーション力  9) 自分の目標を達成するために，議論や取引を通じ，相手

の合意を得る交渉を心がけた 

Ⅸ. 自己管理力 1) 研修・プロジェクトの目的を理解し，その中で自分が果たすべき

役割・作業を意識した 

Ⅸ. 自己管理力 4) スケジュールや課題一覧を作成し，タスクと課題の管理を意識し

た。複数のタスク/課題の重要度/難易度/依存関係を考慮して優先順位

を付けることも心がけた 
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第４章 ３．国際会議開催 (1) 

 

全国高校生 SRサミット FOCUS ＋ Global Youth Forum を開催  

 

 

第３回全国高校生 SR サミット FOCUS と Global Youth Forum をオンラインにて，本

校を拠点として共同開催いたしました。SR とは Social Responsibility の略称で，サ

ミット内では国際貢献や地域貢献活動を高等学校等の教育活動の中でいかに発展·継続

させていくかを生徒が主体となって知恵を出し合う機会を設けています。 

計画当初は，SRサミットについては 8月開催，Global Youth Forum（GYF）について

は 11 月開催を想定していましたが，コロナ禍の影響があり 11 月に同時開催としまし

た。夏休み明けでもコロナ禍の状況が好転しないことから，全てオンラインで開催する

ことになりしました。会議の内容については，SRサミットに合わせる形で，英語対応も

行うこととしました。 

全国 5000 校の１％にあたる 50校 200 名の参加を目標としていましたが，オンライン

開催にしたことと，GYF との共催になったため，国内 51 校・海外 14校（４カ国）の 65

校に参加頂きました。参加者数は 370 名の生徒と 84 プロジェクトになり，社会人メン

ターも 50名・立命館アジア太平洋大学の国際学生が 22 名参加して頂きました。 

参加校が昨年よりも多くなったこともあり，各プロジェクトの要約や学校紹介を事前

に動画作成を依頼し，専用 HP 上で情報を事前共有できるようにしました。そのことに

より，事前に，自分のプロジェクト以外のどのプロジェクトに参加したいのかについて

希望調査を行い，可能な限りプロジェクトリーダー以外は希望したプロジェクトに参加

できるような仕組みにしました。 

オンラインにしたことによって，３週間前より FOCUS WEEK を設定し，国内外の著名

人によるオンライン講演会を４日に１回のペースで５回開催しました。生徒たちは，オ

ンライン講演会で学んだことを理解し思考を深める期間をおきながら，次々と新しい観

点や刺激を受けることができました。 

また，全国もしくは海外の生徒とサミット当日までに議論を深める為に，Google 

Hangout でそれぞれの生徒をつなぎ，オンライン上で各プロジェクトをブラッシュアッ

プすることに挑戦しました。まだ出会ったこともない生徒同士で，始めてオンライン上

で出会い議論を進めることは簡単ではありませんでしたが，FOCUS WEEK の講演者から

のチームビルディング の方法やプロジェクトの分析方法などのサポートやアドバイス

もあり，徐々にうまく議論できるようになりました。 

サミット当日では，初日にプロジェクトのブラッシュアップ方法のワークショップを

Zoom を介して行い，Zoom の利用できない生徒に関しては Zoom を You tube live stream

に接続し限定公開で視聴する方法を取りました。83 プロジェクトの内，半数が日本語

で半数が英語で議論を進めていましたので，ワークショップの講師には日英両言語で実

施して頂きました。最終日の発表では，全プロジェクトを８つのルームに分け，Zoom７

回線と Google Meet１回線で実施しました。各回線には 10もしくは 11プロジェクト入
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って頂き，更に社会人メンターや APU の国際学生・参加校教職員の方々にも公開しまし

た。 

同時刻の別 Zoom では，教育関係者及び教職員の方々との PBL 型授業のワークショッ

プなどを行いました。60名の方々が集まり，オンライン上で小グループ（ブレイクアウ

トルーム）を作り意見交換を行いました。 

本番後には，各校生徒より自分たちのプロジェクトを PR する時間が欲しいと提案が

ありました。メンターをお願いした企業なども含めてお互いの PR を行いました。1 人

15 秒のルールで行いましたが，約 30分止まることなく発表が次々とされ，本会議を通

してできたコミュニティーの力を感じました。 

今後は，この世界にも繋がったコミュニティーをどのように大きく太く活性化させる

のかを，今後，議論したいと思います。 

 

２．参加校ꞏ参加企業 
＜参加校およびプロジェクト＞ 65 校 84 プロジェクト 

学校名 テーマ 

Guoguang Laboratory School, 
National Sun Yat-sen 
University(Taiwan) 

Don’t Let the Pandemic Set Back Diversity and Inclusiveness. 

Kasetsart University Laboratory 
School, Multilingual Program プロジェクト無し 
PSHS Bicol Region Campus  It’s Hard Out Here! A Mental Health Podcast 
PSHS Cagayan Valley Campus  Vox Scholaris: Peer-Support Group 
PSHS CALABARZON Region 
Campus  

Plant Watch: A Raspberry pi-based Plant Monitoring System for 
Rice (Oryza Sativa) 

PSHS Caraga Region Campus  Mapping Ocean Currents and Designing Underwater Power 
Plants for the Optimal Sourcing of Hydroelectric Energy 

PSHS Central Mindanao Campus  Project Tangkilikasan 
PSHS Cordillera Administrative 
Region Campus  

Developing a Kinect-based Filipino Sign Language(FSL) 
teaching module application 

PSHS Eastern Visayas Campus  LAKIP: An Educational Children’s Storybook on Gender 
Inclusivity 

PSHS Ilocos Region Campus  PSHS-IRC KalikaSamahan:Protecting the Philippine 
Ornamental Plants amidst the Pandemic 

PSHS Main Campus  Effective Mental Health Policies for Quality Education 
PSHS SOCCSKSARGEN Region 
Campus  Multi-Purpose Food Cleaner Project 

PSHS Southern Mindanao Campus  Pakiglambigit Outreach Program 

PSHS Western Visayas Campus Constellating students towards the wonders of the universe 
PSHS Zamboanga Peninsula 
Region Campus  Project Binhi 
ST. MARY'S International School 差別に対する教育改革 
ST. MARY'S International School E-Waste 削減のための教育改革 
MIHO 美学院中等教育学校 Change your values ～タグの力で子どもたちに幸せを～ 
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かえつ有明中学校・高等学校 グローバル価値観貿易 
愛媛県立三崎高等学校 せんたん una～チーム・ろぼっとカフェ～ 
愛媛大学附属高等学校 グローカルな人材を目指すため，今できること 
育英西中学校・高等学校 男性はメイクできないの？〜化粧品とジェンダーの観点

から〜 
岡山学芸館高等学校 多文化共生社会を目指して 
岡山学芸館高等学校 「子ども食堂」で地域全ての人を繋げる～高校生の私達

にできること～ 
岡山県立岡山操山高等学校 難病を抱えた子供たちに教育を！～小児ホスピス×教育～ 
加藤学園暁秀高等学校 NWC （National World Committee） 
宮崎県立五ヶ瀬中等教育学校 GIAHS 子どもサミット～子どもたちと考える GIAHS の未

来～ 
宮崎県立五ヶ瀬中等教育学校 五ヶ瀬シャドウイング～町の魅力再確認で U ターンを狙

う～ 
宮崎県立飯野高等学校 えびの市を理想郷に！～地域起業プロジェクト～ 

京都教育大学附属高等学校 子ども議会 

京都光華高等学校 ジェンダー格差のない「真に美しい」女性になるための
「女子校ならではの女子教育」について考えよう 

京都府立南丹高等学校 The residents of the sustainable city KAMEOKA 
暁星国際高等学校 文明と天災～当たり前の奇跡を問う～ 
公文国際学園中等部高等部 平等に救われるべき命を守るためには 
広島県立広島国泰寺高等学校 まちを元気に。ひとを元気に。 
埼玉県立和光国際高校 無意識のジェンダーギャップを乗り越えるモノ・環境・

表現の提案 
市原中央高等学校 真心マーブルクレヨン 
市川中学校・高等学校 福島の復興考える 
市川中学校・高等学校 高校生の手指消毒の意識改革 
渋谷教育学園渋谷高等学校 最先端だけではなくサステーナブルな渋谷へ 
松商学園高等学校 貧困問題を身近なところから 
神戸市立科学技術高等学校 神戸の総合治水対策と地域における啓発活動 
神戸市立葺合高等学校 スマートフォンから教育改革へ 
西南学院中学校・高等学校 プロジェクト無し 
青森県立青森高等学校 冬の外国人労働者の職業 
青翔開智中学校・高等学校 環境に配慮した情緒ある釣りの方法を体系だてるプロジ

ェクト 
石川県立金沢泉丘高等学校 Fairy Tale で Fair Trade 
大妻中野中学校・高等学校 制服リサイクル 
大妻中野中学校・高等学校 誰もが自分らしくいられる世界への第一歩 
大阪教育大学附属高等学校平野
校舎 

着る自由を全ての生徒に 〜本当のジェンダーフリーを
実現するために〜 

大阪教育大学附属高等学校平野
校舎 かるた遊びで世界とつながろう 
大阪教育大学附属高等学校平野
校舎 貧富の差をなくすにはどうすればいいか 
大阪教育大学附属高等学校平野
校舎 壁のない教育を実現するには 
筑波大学附属坂戸高等学校 トカイナカに着目した地域創生 
中村学園女子高等学校 カリッとフラッとよってみんね？～福津市地域おこしプ

ロジェクト～ 
長崎県立長崎東中学校・高等学
校 SDGs を基にした国際的な課題探究 
東京都立南多摩中等教育学校 校内でできるプラスチック削減 
東京都立南多摩中等教育学校 Econsumer 
東京都立白鷗高等学校・附属中
学校 東京浅草の三社祭を災害に強い祭りへ！ 
東京都立白鷗高等学校・附属中
学校 東京浅草サンバカーニバルを盛り上げろ！ 

東明館中学校・高等学校 ひまわりプロジェクト～いじめと虐待を減らそう～ 
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東明館中学校・高等学校 COVID-19 ～未来を守るために～ 

東洋大学附属牛久高等学校 発展途上国の飢餓を引き起こす要因の分析 

東洋大学附属牛久高等学校 ICT は教育の質の向上に関与するのか？ 

栃木県立佐野高等学校 
Zoom を活用した海外児童への継続的な課外活動支援活動
～宇都宮大学 UU-TEA プロジェクトと連携して。対象：
スリランカ連邦・Nuwara Eliya 県内にある紅茶プランテー
ションに住む小学 1,2 年生～ 

栃木県立佐野高等学校 災害被害を最小限に抑えるまちづくり ～減災を主体と
した都市環境～ 

栃木県立佐野高等学校 マレーシアの高校生と協働で取り組む持続可能な社会に
向けたゴミ分別の促進 

栃木県立佐野高等学校 高校生のための「自主的で持続可能な教育」とは～真の
学習について考える～  

富山国際大学付属高等学校 高齢者サポート・環境分野 
富山国際大学付属高等学校 幸せ配達人 
富山国際大学付属高等学校 差別と教育 
武庫川女子大学附属中学校・高
等学校 「あしなが育英会」2 億円寄贈計画 
武庫川女子大学附属中学校・高
等学校 すずかけクッキー全国展開 

福井県立高志高等学校 『幸せの公式』を作る 
福井県立福井商業高等学校 発見！偏見！ジェンダーギャップ in school 
福岡雙葉高等学校 Food Net～無駄を減らそう～ 
福岡雙葉高等学校 Turn uninterested into interested 

福知山成美高等学校 “理解ある社会に”ジェンダーギャップを越えて～幸せを還
元させよう！！ 

名城大学附属高等学校 D−Fes ONLINE の立ち上げ 〜For younger To willing choice 
By ourselves〜 

立命館宇治中学校・高等学校 Rit’s eco time! 
立命館宇治中学校・高等学校 ジェンダーフリーな社会へ To make our society gender free 
立命館宇治中学校・高等学校 Plaearth 目指せ！宇治市のプラスチックゴミ削減 
立命館宇治中学校・高等学校 WAKKA project 2020 
立命館中学校・高等学校 食べ残し その一杯で世界が変わる 
茗溪学園中学校高等学校 Project Greentones 

 
く参加企業·団体> 55 団体 74 名（メンター38 団体 50 名・オブザーバー17 団体 24 名） 

aLLHANz 合同会社 

AMS 合同会社/Dream Project School 

CURIO Japan 株式会社 

iLEAP 

Learning in Context 

NPO 法人 先端教育ラボ 

NPO 法人 SoELa 
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NPO 法人 very50 

NPO 法人まちづくりねっと・うじ 

PwC コンサルティング合同会社 

Rhythmaning 

SKYUS 

アイ・シー・ネット株式会社 

インターナショナルスクールタイムズ 

オーストラリア・ビクトリア州政府駐日事務所 

カナダ大使館 

株式会社 HIKIDASHI 

株式会社アイエスエイ 

株式会社アプリス 

株式会社 LIXIL 

クィーンズランド州政府駐日事務所 

クックパッド株式会社 

グラマシー エンゲージメント グループ株式会社 

コトバンク株式会社 

シンク・アンド・アクト株式会社 

タイガー魔法瓶株式会社 

東武トップツアーズ 

トフルゼミナール 

フリーランス 

ライフシフト・ジャパン株式会社 

洛和会ヘルスケアシステム 

沖縄市経済文化部観光振興課 

株式会社 PHP 研究所 

株式会社 SKY Educational Partners 

株式会社アシックス 

株式会社シェンゲン 

株式会社桐原書店 

株式会社毎日エデュケーション 

株式会社和える 
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共同ピーアール株式会社総合研究所 

金沢学院大学 

公文教育研究会 

広島県教育委員会 

広島女学院大学 

合同会社プラントエイト 

在英国日本大使館 

新井紙材株式会社 

東京外国語大学 

東京工業大学 

東京都市大学 

特定非営利活動法人先端教育ラボ 

認定 NPO 法人アクセス‐共生社会をめざす地球市民の会 

学校法人立命館 

立命館アジア太平洋大学 

立命館大学 

 
３．スケジュール 
【全体の流れ】 
10 月 2 日 参加申し込み 締め切り 
10 月 9 日 エントリーシート提出 締め切り 
10 月 16 日 学校・プロジェクト紹介動画提出 締め切り 
10 月 19 日〜23 日 ホームページ上で各校の動画確認 
10 月 23 日 参加プロジェクト希望調査 締め切り 
11 月 2 日 メンターの参加グループ決定 
11 月 2 日〜13 日 オンライン上で各プロジェクトの議論 
11 月 14 日・15 日 FOCUS 当日 
 
【FOCUS WEEK】 
10 月 25 日（日）10:00~12:00 マサチューセッツ工科大学 石井教授： 
  ＊未来競創のための出杭力・道程力・造山力 
10 月 29 日（木）20:00~21:00 タイガーモブ株式会社 https://www.tigermov.com/： 
菊地様 ＊夢はでっかく描こう！バックキャスティング 
11 月 2 日（月）20:00~21:00 株式会社リクルート リング事務局 
 https://ring.recruit.co.jp/：渋谷様 ＊チームビルディングやプロジェクトの積み方 
11 月 6 日（金）20:00~21:00 タクトピア株式会社 https://taktopia.com/： 長井様 
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  ＊最高のプロジェクトをつくるための 4 つの質問 
11 月 10 日（火）20:00~21:00 NPO 法人 very50 https://very50.com/： 菅谷様 
  ＊世界を変える，問題解決型商品の思考法 
11 月 14 日（土）10:00~17:00 アイ・シー・ネット株式会社  https://www.icnet.co.jp/： 
芦田様 ＊プロジェクト解決策の創出について 
関係者対象 13:00~15:00 グローバル教育推進プロジェクト（GiFT）https://j-gift.org/： 
木村様 ＊PBL 学習の手法・整理 および オンラインのメリット・デメリット 
 
【全国高校生 SR サミット FOCUS】 
11 月 14 日（土） 
10:00 開会式 
10:20 Be inspired!  Part 1 & 2 
12:00 LUNCH 
13:00 解決方法のブラッシュアップ 
13:45 Free discussion in the group 
15:00 全体共有 
15:30 Free discussion in the group 
16:50 事務連絡 
 
11 月 15 日（日） 
10:00 集合 
10:30 最終発表 ８Rooms (７Zoom，１Google Hangout) 
12:30 LUNCH 
13:30 上位最終発表 
14:30 閉会式  
15:00 解散 
 
11 月 14 日（土）  教職員およびメンター・教育関係者対象 
13:00 GiFT ① 
・PBL 学習の手法 オンラインのメリット・デメリット 
・PBL の棚卸し，整理，＋オンラインによる変化，学習目標，目指すコンピテンシーの

整理 
14:00 GiFT ② 
・自分たちが実施していた PBL や探究活動について振り返り，自己評価＋重要する資

質能力領域を共有知識，思考力，価値観，Social Emotional，Behavioural のどれを重視し

ていたか 
・生徒の成長はそれぞれの部分でどんな変化，変容があったか⇨これから重要になって

くる領域は SEL，Behavioural（from UNESCO, OECD，指導要領）⇨生徒が「自分ごと化」

がどれだけできているか，教員が自分ごとかをどれだけできているか。 
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４．今年度(第３回)の到達点と課題 
<到達点> 
・全国 5000 校の１％にあたる 50 校の参加を目標にし，達成することができた。 
・AL network の海外連携校からの参加も頂き，国内だけに留まらず多様な参加をしてい

ただいた。4 カ国 65 校 
・オンラインへの移行により，様々な媒体を利用することができた。Zoom, Google 
Hangout, Google Meet, You Tube live stream, Mentimeter, Jamboard, Google form 
・FOCUS WEEK により，国内外の著名人からレクチャーを受けることができた。 
・社会人メンターを募り，２週間に渡り高校生のプロジェクトに対してダイレクトにア

ドバイスなどをして頂いた。 
・本校内に生徒の運営チームを作ることができた。運営チームは日英両言語で進行を進

める事や，運営のパワーポイントの作成，チラシや募集動画の作成をすることができた。

司会者 20 名，資料作成 4 名，チラシ作成 2 名，動画撮影及び作成６名 
 
<課題点> 
・一度も出会った事のない生徒同士を結ぶことや，FOCUS のコンセプトなどをインプ

ットすることが難しい。 
・大人も含めた参加者全員の ICT リテラシーにばらつきがあり，共通理解して頂くこと

が難しい。 
・様々な状況によって，企画当初の要項から大きく変化をした。そのことから，対応が

様々変化したこと。 
５．最後に 
コロナ禍において，様々なイベントが中止になり，生徒の活動の場が次々と縮小されま

した。しかしながら，生徒にとって成長の機会は今しかなく，出来る限り彼らに成長の

機会を与えたいという思いで実施をしました。実施までの道のりは簡単なものではなく，

宿泊施設や施設予約の調整から始まり，オンライン上で学びを最大化させるための様々

なオンラインツールの理解と利用，共通認識を図るためのオンライン説明会や個別の対

応など運営は多岐に渡りました。直前にも，フィリピンでの台風が発生し電気が止まっ

てしまったことや，台湾では政府として Zoom が利用できないことなど国際情勢にも状

況の変化がありました。同時に，オンラインに移行したことで可能になった，居住地域

や国を感じさせない混ざり合いが可能になり，FOCUS WEEK もオンライン移行後に提

案と実施をしました。そのような状況の中で，ご対応頂いた先生方や参加者のおかげで，

運営もスムーズに行え，非常に価値のある学びの場になりました。また，完全にオンラ

インでのイベント運営を経験できましたので，今後の展開によってはどのようにでも対

応できるようになったことは非常に良かったです。 
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６．資料： 
・チラシ  
https://www.dropbox.com/s/y81wewwlljqtcoc/%E2%98%85ONLINE%20FOCUS%20Japanese
%20version.pdf?dl=0 
 
・動画 
FOCUS2020 募集 https://www.youtube.com/watch?v=-lpXBHKcM78 
ホームページ： https://sites.google.com/view/2020focus/home 
学校プロジェクトなど： https://sites.google.com/view/2020focus/high-schools 
マサチューセッツ工科大学 石井教授 https://youtu.be/5PbtMFjyOqk 
タイガーモブ株式会社 菊地様 https://youtu.be/r6zizUeRUdc  
株式会社リクルート リング事務局 渋谷様 https://youtu.be/nZPZEDZCeJ8 
タクトピア株式会社 長井様 https://youtu.be/tBF3ISnu9QU 
NPO 法人 very50 菅谷様 https://youtu.be/yqO91uwltWQ 
 
Feed back: 
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アンケート感想（メンター）： 

• "貴重な機会を本当にありがとうございました。私自身はほとんどお役に立てず心苦しいのですが，
これからの活動に生かせる数多くのご示唆をいだくことができました。また，若さと熱意あふれ
る高校生のみなさんの取り組みに触れることで，未来に希望を持つことができました。予測が難
しい困難な時代ですが，若い方々とつながりながら，ささやかでも自分にできることを積み重ね
ていきたいと思います。 

• リアルに比べて共同でできる時間の制約などコミニューケーションに制限がありますが，これか
らの新しいライフスタイルには不可欠であり，この体験はとても重要だと思いました。 

• お疲れ様でした！素敵なイベントに参加できて大人側も大変学びが多かったと思います。一点，
スタート時点のプロジェクトの成熟度が異なるため，プレゼンテーションは走り始めたばかりの
プロジェクトにとっては少し不利だったような気がする 

• 熱意と能力のある高校生たちに本当に刺激を受けました。ありがとうございました。 
• 運営大変だったと思います！本当にお疲れさまでした！とてもいい場でしたね。☆今後に向けて

もオンラインだったので，むしろ生徒に考えさせたり企画させる時間を２週間とかもう少し長く
しても良いのかなと思いました。 

• room7 で予選から発表を聞かせていただきましたが，発表のレベルが非常に高くて驚きました.！ 
• 刺激的でピュアでとてもよい機会でした。リバースメンタリングを体感しました。ありがとうご

ざいました。 
• プロジェクトに参加された生徒さん達，皆さんの取り組みや考えていることを思い切り発表して

頂きありがとうございました。 
• 皆さんからポジティブなエネルギーをたくさんもらえました！そして運営に関われた皆様，本当

にお疲れ様でした。 
• FOCUS のような取り組みは，若い世代に本当に重要な機会だと改めて感じました。今後の FOCUS の

発展を心より祈念しております 
• コロナ禍の中オンライン開催できたことはとても有意義であったと思います。オンラインだから

こそ普段参加できない高校も参加できたのではないでしょうか。ただ，オンラインだけの議論だ
と高校生たちの議論がなかなか深まらず，温度差がけっこうあったことをメンターをしていて感
じました。コロナの状況にもよりますが，オフラインとオンラインを上手く組み合わせられると
もっと良くなると感じました。 各プロジェクトに対して企業からアプローチできる仕組みがあ
るもっとプロジェクトが活性化するのではないかと思います。いずれにせよ，とても良いイベン
トなのは間違いないなので，今後とも協力できたらと思います。 

• Focus2020 参加させていただきありがとうございました。たくさんの高校生が混ざり合う大変興
味深いイベントでした。オンライン開催になったことで，国内外のいろんな学校，企業の方々が
参加してよりよいものになったように思います。 
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• オンライン開催でしたので，アイスブレイク的なアクティビティを充実させるともっと議論が進
むと思いました。ありがとうございます。 

• 素晴らしい挑戦・実験だったと思います！一緒に挑戦・実験させていただき，ありがとうござい
ました。 

• はじめてのオンライン開催でたいへんなことが数多くあったと思いますが，素晴らしい大会にな
ったと思います。先生方や生徒さんたちのおかげ，ご尽力の賜だと感じています。貴重な経験を
させていただき，本当にありがとうございました。 

• 今回この人数のイベントを初のオンライン開催ということで運営元の立命館宇治高校の関係者様
におかれましては本当にオペレーション，サポートなど大変だったと推察をしております。まず
は心より感謝を申し上げます。弊社からはアメリカからも参加させていただいておりましたが，
オンラインだと海外にいるスタッフも参加することができて，日本の高校生の力なども知るとて
もいい機会となりました。改善点としてはもう少し時間が欲しかったな～と言う印象です。たま
たま私が携わったプロジェクトの課題が多かったのですべての話合いが十分ではなかったことも
ありますが。。。あとは Google Classroom などを活用し，当日まで学生が参考文献や資料，プレゼ
ンの調整などができるように整備してもらってもよかったかもしれません，，，ただその場合運営
の御校の先生方が本当に大変になってくるとは思うのでプロジェクトリーダーが立ち上げて共有
していくのがよいかもしれませんね。この 2 日間は私にとって若いパワーを吸収することができ
てとても元気をいただきました。土曜日の GiFT についてもとても充実した時間でした。海外研修
や留学業界におりますので，今年は本当に大変な年になったのですが弊社でも学生たちのために
できることを実践し，あきらめずにグローバル教育を展開していかねばと帯を締めなおした次第
です。以上となりますが，今後のこのイベントの益々の発展，楽しみにしております！！ 

• 今回前日に Hangout に初めて自分を含め全員は入れた状態になったため，うまく準備期間を活用
できなかったことを反省しております。これを含めた，様々な制限がある中では最大限の output
ができたのではないかと感じております。皆様お疲れさまでした！ 

• 初のオンライン開催で，参加校の数も多かった為，運営は大変だったと思います。お疲れ様でし
た！メンター側としては，もう少しフローの説明があると良かったと思います。グループ分けが
ギリギリになったこともあり，Hangout の使い方もままならない状態で当日を迎えて，チームメン
バーをあまり知る機会もなくプレゼンのブラッシュアップに突入してしまい，ちょっと残念でし
た。 

• 来年は，メンターの中でもハブとなってくれる人を何名か作って，メンターへの連絡等はその方々
にお願いするのはどうでしょうか？私が紹介したメンター達複数名から，イベントの数日前にな
って，「どうなっているんですっけ？」という問い合わせが，何名もありました。 

• お疲れ様でした！素敵なイベントに参加できて大人側も大変学びが多かったと思います。一点，
スタート時点のプロジェクトの成熟度が異なるため，プレゼンテーションは走り始めたばかりの
プロジェクトにとっては少し不利だったような気がする 

• 高校生プロジェクトですが，しっかりとしたバイリンガル環境を作り上げていることに驚きを感
じました。留学している生徒なども多いのではないでしょうか？国立大学などでは，グローバル
環境を作り出すことが意外と難しいのですが，今後の希望を感じました。発表など QA に時間を取
れないのは残念です。メンターの役割をどのようにしていくかなど工夫ができるかと思います。 

• 将来のために素晴らしい機会を作っていただいていること，その一端を拝見させていただきまし
たこと，心から感謝申し上げます。初めてのオンラインということもあり，ハングアウトで戸惑
っている生徒，社会人が多かったように思えます。ですがもし来年もオンラインでやらなくては
いけない状況になったとしても，今年よりさらにいいものになると感じました。個人的には高校
生の発想の豊かさと，どうにかいいものを作ろうとしている姿にこちらが勉強させられました。
今後もあの発想の豊かさを残しながら，もっと実践的なところを学んでいってくれたらいいなと
思います。 

• 初めてメンターとして参加させていただきましたが，私自身，大変勉強になりました。受け持っ
た学生さんたちも，本当に一生懸命にがんばってくれたので，とても嬉しかったし，誇りに思い
ました。改めて有難うございました。課題としては，初めてのオンラインでの試みということも
あって，生徒さんたちへの周知が難しかったようで，生徒さんたちも，どうしていいか，だいぶ
迷っていることも多々ありました。周知の方法を次回はもっと改善できればと思います。 

 
アンケート感想（教職員）： 

• オンラインによる可能性が広がったのはとてもよかったです（特に事前講演会）。ただ，実際のデ
ィスカッションは対面には届かない面があるように思います。そのような意味では，次年度以降，
オンラインとオフラインの併用が求められると思います。 

• 立命館宇治高等学校の先生方，生徒の皆さんの「挑戦」に大変刺激を受けました！本当にありが
とうございました。 

• 事前講習会は大変素晴らしいお話をいただきありがとうございました。お話を伺うことで，生徒
が自らの課題研究に対して前向きになれ，より加速していったと実感しています。また，他の学
校の生徒やメンターの方の御協力もあり，これまでの研究過程を振り返ることができました。た
だ，これだけの数の学校や生徒，企業の皆さんとの情報共有がなかなか困難であると感じました。
例えば，最終日のグループ発表の件や GoogleHangOut の使用方法等が挙げられます。また，最終
日の上位発表ですが４チームの発表をもう一度発表グループで振り返りを実施するのも良しでは
ないかと感じました。オンライン上で協議し，プレゼンまで仕上げるのは，大変な苦労があった
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かと思います。最後の１５秒 PR は，SRsummit のページ，もしくは参加者のみ閲覧できるページに
オンデマンドできると良いかと思います。最後になりますが今回の summit 開催本当にありがとう
ございました。生徒の成長に間違いなくなりました。来年度もぜひ参加させていただければと思
います。 

• 全体的に素晴らしいプロジェクトでした。すべて緻密なスケジュールのもと，さまざまな講演会
をはじめ，活動が活性化する仕組みを作ってくださり，ありがとうございました。生徒も大変充
実感を得たようです。早くも本校のアンケート実施に協力してくださる学校があり，活動が活性
化する仕組みを作ってくださいましてありがとうございました。来年もぜひ参加したいと思いま
す。ここまで，たくさんのご準備・運営にと大変なお仕事をしてくださいまして，感服いたしま
す。感謝申し上げます。 

• The conduct of FOCUS 2020 was a great success. Even though we can only join the activity 
online but our students were able to collaborate with some Japanese students and mentors 
that helped them to improve their project. I look forward to have a collaborative project 
between our schools, a kind of project that is sustainable and can give a positive 
impact to the community. And lastly, thank you for conducting this kind of activity. I 
hope that there will be a chance to attend this activity physically in the future. Dewa 
mata, Meth 

• 生徒だけでなく私たち教員にも大変刺激になる素晴らしい講演会，そして発表や質疑応答の場を
いただき本当に感謝してます。大変有意義な時間になりました。本当にありがとうございました。 

• 運営ありがとうございました。生徒達は，異世界に出たような感覚で，今までの経験が通用しな
かったようでした。多くの大人と出会い，新しい考えを目の当たりにし，同年代の普段なら会う
ことのない人と話すことで大きな衝撃を受けたようです。心の中にいろんな感情が混ざり合った
1 ヶ月半だったように思います。初めの第一歩を切った生徒をフォローしていけるようこちらも
研鑽していかなければならないと感じました。本当にありがとうございました。今後ともよろし
くお願い致します。 

•  運営の皆様,メンターの皆様,大変お世話になりました。生徒たちには大変な刺激になったようで
す。全国の高校生がこんなにも企画力にあふれ,活動をしていることに教員の私自身も驚かされま
した。今後は,生徒たちが学んだことを基に本校での取り組みを練り直し実行していく予定です。
生徒たちも刺激を受け,やる気満々になっております。ありがとうございます。今後ともよろしく
お願いいたします。 

• 参加した高２生徒が今朝，「今までの校内外の活動の中で一番楽しかったです。」と言っていまし
た。楽しさの中に学ぶことが多くあるって教育の原点だと思います。来年度はオンラインではな
く実際に集まることができればいいですね。企画から実施まで本当にありがとうございました。 

• まず，立命館の先生方，生徒の皆さんの今回の FOCUS 運営，トラブルに対する驚くべき対応の適
切さ，そして解決方法の提供の早さに本当に感謝申し上げます。第一回の FOCUS にも参加，第 2
回不参加，そして今回の第 3回のオンライン参加で色々な面で学ばせていただきました。 

• 実際に宿泊して，プロジェクトを完成させることはやはり素晴らしいことですが，オンライン上
だからできる海外からの参加，私自身に，もう少し余裕があれば本校の海外提携校に声をかける
ことができたと思っています。 

• 本校は全員が IPad を持ち，google のアカウントを持ち，そして ZOOM などはやっていますが，今
回の FOCUS をやってみて，実際は学校が様々な規制をしていることが判明，一から自分のパソコ
ンで設定をしていった方が遙かにスムーズに行くことが分かりました。 

• 他校の生徒と協働し，意見を聞き取り合うという活動は，生徒本人が校内で取り組んでいる課題
研究に大変参考になりました。有意義な活動でした。アプリや機材に慣れておらず発表開始まで
に時間がかかる，ということを計算に入れた時間配分が必要であるとわかりました。本校がオン
ラインで事業を行う際の参考になりました。 

• 企画・運営にあたった皆様，大変お疲れさまでした。生徒の感想からも，大変学びの多い 2 週間
だったことがわかりました。やはり，他校の意識の高い生徒との交流に刺激を受けていたようで
す。こんな機会をつくっていただいたことに本当に感謝です。一つだけ改善できたらいいかなと
思うのは，グループが決まった後，生徒同士でコミュニケーションをとりながら本番を迎えるま
での期間，本校の生徒たちは皆，具体的に何をどのようにしたらよいのか，といったことに戸惑
っていたようです。今一つ，何をするべきなのか，何か明確なタスクが示されたほうがよかった
のかもしれません。やはり，オンライン特有の難しさもあったようです。本来は，やはり対面で
実施できるといいですね。 

• 一方で，オンライン講演会は教員である私自身，本当に学びの多い話をたくさん聞かせていただ
きました。これらの人脈やコーディネート力の高さにただただ敬服します。これは，今年オンラ
インとなったことで，より可能性が広がった部分なのかもしれません。何よりも，コロナ禍の中
であっても，あきらめずに問題解決にチャレンジした御校の姿勢に，私自身もエネルギーをもら
いました。私たちも負けずに，いろいろとチャレンジを続けていきたいと心の底から思いました。
とにかく，ここまでの皆さんのご努力に感謝です。 

• 今年初めて参加させていただきましたが，企画のすばらしさに感銘を受けました。登録や，プロ
ジェクト選択の期限に間に合わないなど，数々のご迷惑をおかけしましたが，その都度手を差し
伸べていただき感謝申し上げます。当日は参加生徒の発表を見ましたが，他校の生徒と共に活動
する姿は新鮮で，それぞれ自校での行事とは異なる力を発揮できていたように思います。メンタ
ーの方々にも大変お世話になったと生徒たちは申しておりました。先生方，生徒のみなさん，本
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当にありがとうございました。 
• 大変お世話になりました。外部の方や他校の方と混じりながら活動できたところがとても新鮮で

した。刺激的なイベントをありがとうございました。 
• いつでも入室退室可能であると助かります。途中から別の部屋も見に行けるシステムだとあちこ

ちのグループを見れるかと。そのためには入退室を許可する係が必要になるので大変ですが，他
校教員でも zoom 共同ホストとか可能かと思います。 

• コロナ禍にあって，運営がとても大変だったと思います。初めての参加で分からないことが多く，
ご迷惑をお掛けしました。次回は，是非ともオンサイトで参加が出来ることを期待しています。
ありがとうございました。 

• 今回，初めて参加させていただきましたが，全国，海外の高校生たちのプロジェクトを拝見させ
ていただき，私自身とても大きな刺激を受けました。また，「混ざって創る」というコンペティシ
ョン型ではない試みにも大きな可能性を感じました。ぜひ，今後ともよろしくお願いいたします。
運営にあたった先生方，職員の方に心より敬意を感謝を申し上げます。 

 
アンケート感想（生徒）： 

• 内容だけでなく，人間関係においても多くの人たちと関わることが出来る素晴らしい機会だった
と思います。 

• 私自身，沢山メンバーに迷惑をかけましたが，とても有意義な時間を過ごすことができました！ 
• 二週間ありがとうございました。とてもいい時間でした 
• 本当に充実した時間でした！楽しかったです！今年も開催してくださりありがとうございまし

た！ 
• 自分たちのプロジェクトをより良いものにしていく中でとても良い機会になりました。様々な高

校の方と意見を交えることはとても良い経験になりました。 
• 様々なことを知る良い経験になった。 
• Zoom やハングアウトでの画面共有やコミュニケーションの経験がなかったので，その辺がオンラ

インの難しさかなと感じました。今回の FOCUS で深掘りしたものについてさらに実現に向けて具
体的なプランを考えていきたいです。 

• "オンライン開催だったのでトラブルもあったが，まったく知らない人たちとディスカッションを
して，自分でも自身の成長を感じた。 

• 自分から進んで取り組むことの大切さを感じた。" 
• これらの活動を通じていろいろなことが学べました。ありがとうございました。 
• Thank you for this opportunity! I hope I'd be able to join your other events as well! 
• コロナ渦の中今回はこのような素晴らしい機会を設けてくださりありがとうございました。様々

な自分の反省点がわかり貴重な経験になりました。この機会を通し学んだことをこれからに生か
していきます。 

• とても楽しかったです。オンライン講演のころから非常に勉強になるお話ばかりで非常によかっ
たです。ありがとうございました！ 

• 初めて FOCUS に参加したのですが，オンライン後援会も非常に興味深かったし，全国の多種多様
な高校生と触れ合うのはとても良い経験になりました。今回学んだこと，感じたことをこれから
につなげていきたいと思いました。大変だったけど，楽しかったです。ありがとうございました！ 

• zoom ミーティングの際に運営側の先生方に質問しても，そちら側も共有・把握が上手くできてい
ないところがあったのが，少し困りました。 

• オンライン開催だからなのか，取り組みの積極性のばらつきがあつた。 
• すごく楽しかったです。有意義な時間でした！！ 
• 今回は全国の色んな高校の人と交流し，研究ができてとても有意義な時間を過ごすことが出来ま

した。また，とても貴重な経験をさせて頂きました。 
• グループによるとは思いますがメンターがいなくて，メンバーが 6 人いるのにみんなの集まりが

悪く，ずっとリーダーと 2 人きりの研究が続いてしまいました。今回改めてグループワークの大
変さを学べたと思いました。 

• 企業なども関わっていて本当に良かったです。素敵な機会を提供して頂きありがとうございまし
た。 

• 短期間でプロジェクトのブラッシュアップを行うのはとてもハードで，オンラインということも
あり繋がるのが難しいこともありましたが，自分自身・プロジェクトを成長するいい機会になり
ました。参加して本当に良かったと思います。すてきな機会をありがとうございました。 

• 最後の PR タイムなど，事前にアンケート取ったりした方がはやいとおもいます。あと，メンター
の人がわかるようなシステムお願いします。 

• シンプルに友達ができたという面で良かったと思う 
• コロナウィルスで仕方のないことだけどやはり面と向かってみんなと議論したかった。 
• 夜中の一時過ぎまで zoom でスライドを作っていました。 
• 私の友達も三時過ぎまで行っていたようです。 
• 今年の FOCUS は新型コロナウィルスの影響でオンライン開催となり，はじめはどのように開催さ

れるのかがよくわからず，不安が大きかったです。 
• しかし，FOCUS をどんどん進めていくうちにその不安は消えて最後にはやりきったとおもえるよ

うなとても有意義な時間を過ごすことができました。 
• さまざまオンライン講演会にて，これからの学習，生活，人生にかかわる大切なことを学べて本
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当に良かったです。 
• 話し合いの中で全国の違うところに住んでいる高校生と意見を交わすことができて自分とは違っ

た意見を聞くことができて，将来に役立つと思いました。 
• ぜひこの経験をいかしていけるようにこれからも精進していきたいと思いました。 
• 素晴らしい企画をしてくださった立命館宇治高校のみなさん，本当にありがとうございました。 
• またの機会がありましたら，ぜひ参加したいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。 
• 本当にありがとうございました。 
• FOCUS1 日目の夜にグループメンバーが海外の学校との関係で 2人になってしまい，準備が大変で

したがミーティングは本当に有意義なもので普段海外の同世代の子たちとこんなにお話すること
はないのでとても貴重な機会でした。他校のたくさんの取り組みについても知ることができ，イ
ンスパイヤを受けました。英語漬けの二日間でまた，英語のスピーキング力向上にも励みたいな
と改めて思いました。ありがとうございました。 

• 事後研修がとても有意義だと思いました！ありがとうございました！ 
• 各校やメンターの方々からたくさんの刺激を頂きました！立命館宇治の皆様本当にありがとうご

ざいました。 
• とてもいい経験になりました！！！ 
• FOCUS では全国の高校生と社会の諸問題の解決策や実際に各高校で取り組んでいるプロジェクト

について共有でき，FOCUS のイベントを通してチームと切磋琢磨し，ディスカッションを通して社
会問題を解決することの大切さを学べました。 

• 別の学校で取り組んでいるプロジェクトをたくさん知ることができていい機会になりました！他
の学校のプロジェクトを始め全く知らない私たちが案を出すという企画がとてもユニークな発想
を生んで面白かったです！この機会で他の学校とつながることができ，今後もコンタクトが取れ
る形になって本当によかったです！ 

• メンターの方からの指導がなかったのが残念だった。 
• ありがとうございました。 
• 他の学校の高校生と真剣に話すことで刺激を受けることができました！ 
• 本当に充実した時間でした！楽しかったです！今年も開催してくださりありがとうございまし

た！ 
• 知り合うことのないはずの生徒たちと会話をし，高校生にできることを考えることで交流ができ

て良い経験となりました！またぜひ参加したいです。 
• 会議や全体ミーティングで急に顔を消したり音声を切られたりすると画面越しだと相手が何をし

ているのかわからなかったり，コミュニケーションが取りにくいので，顔出しを必須にするべき
だと思います。 

• 自分が考えたことの無かった問題について知り，また調べることができ，さらに環境問題に詳し
くなれてよかったです。 

• 沢山の学生の方の活動を知り，一緒にどうしていけばいいか考えるのがすごく楽しかった｡グルー
プ発表も力を合わせて精一杯頑張ることができた｡ 

• とっても楽しかったです！ 
• オンラインでも開催出来たのは良かったです。ただグループディスカッションをオンラインです

るのは難しく，伝達が上手く行きませんでした。 
• 企業なども関わっていて本当に良かったです。素敵な機会を提供して頂きありがとうございまし

た。 
• 開催校との連携が上手くいっておらず，チームメンバーとの顔合わせが開催の 2 日前で困りまし

た。また，質問の時間をもっと設けてほしかったです。 
• 【感想】私は English のグループとして活動しましたが，自分の英語力の無さを痛感しました。

そしてそれを言い訳にコミュニケーションを積極的に取れなかったことが，まさに
""frustration""です。この経験は今後の私の学習に対して大きなモチベーションになります。同
じグループのみんなには力になれなくて申し訳ない気持ちでいっぱいですが，参加出来て本当に
良かったと心の底から思います 

   【改善点】昨年度は合宿形式だったようですが，やっぱり直接会えるならそっちの方がいいと個人
的には思います。もちろんオンラインだからこその利点もあると思います(外国からの参加や，数日
に渡るオンライン講義など)。いっそどちらも併用してはいかがでしょうか。準備段階ではオンライ
ンでグループディスカッションを重ね，当日は対面してさらに協議することができたら嬉しいです。 

• 企業のメンターの方々からもう少し具体的なアドバイスが欲しいです。現に足りない部分が思い
つかなかったわけで，ここが足りない，だけではなくそこを改善するファーストステップだけで
も手助けいただけるとさらにいい活動につながると感じます。 

• "運営側からもっと早めに正確なスケジュールの連絡をして欲しいです。 
• ハングアウトで多くの所で入れない人がいたので，バグやミスがあることも想定し早めに使用し

始めるべきだったと思います。 
• オンラインでのイベントで，メンバーに会えないのは少し悲しかったのですが，チャンスを掴み

やすい企画でとても良いと思いました。 
• とてもいい経験になりました 
• ただ問題を探求するだけではなく，このプロジェクトを通じて各地の生徒とコミュニケーション

をとれる有意義な時間となりました。 
• 二泊３日でみんなで集まって話し合いが今回はできず短時間で仕上げなくてはならなかったので
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大変でした 
• 様々なイベントが中止となる中，オンラインでここまでの体験が出来たのはとても有意義でした。 
• 開催期間中，有意義な時間を過ごすことができました。ありがとうございました。 
• オンラインということで進めにくい部分もありましたが，オンラインだからこそ出来ることも沢

山ありました。とても有意義な時間で人として大きく成長することができたと思います。ありが
とうございました。 

• フィリピンや全国の学生と意見やアイデアを共有できたことが本当に良い経験になりました。あ
りがとうございました。 

• 多くの人達と関わることができ，とても有意義な時間になった。 
• 私のチームは，メンバーがリーダーの指示をいちいち仰がないと意見もしないし行動もしなかっ

たので，リーダーが得たかった「色々な考え方にプロジェクトもろとも揉まれること」ができな
かった。 

• 1 か月半にわたり，ありがとうございました。当日はもちろんのこと，FOCUSWEEK の講演会など，
すべて貴重な経験となりました。 

メールでの感想 
• FOCUS 当日までの間に，ハングアウトで連絡を取り合う形になっておりましたが，ハングアウトを

追加できない，などのトラブルがあったので，来年度以降もオンラインで FOCUS を開催する場合，
1度チームメンバー同士の Zoom を開く機会を設ける，などとすると，各チームが確実にメンバー
を把握できるかと思いました。しかし，ハングアウトでトラブルが起きて対処することも含めて
学びの場なのかとも考えました。 

• 本校では，数々の素晴らしい探求型学習に参加させて頂いておりますがこれほどイキイキとした
実りの多いプログラムは初めてでした。参加生徒・教員だけでなく，周辺の子どもたちの学び方
や生き方にも良い波及効果が現れています。寮で同居する中学生の子達は，高校生になるのが楽
しみだと今から参加に意欲を燃やしております。貴校の先生方と生徒のみなさんの一体感とエネ
ルギーにも感動いたしました。深い感謝を込めて 

• FOCUS2020 では学び多き機会を有難うございました。参加生徒ひとり一人が多くの刺激と学び
を頂いた１ヶ月半でした。今後ともよろしくお願い申し上げます。 

• 自分の適性を発見したり，初対面の人のコミュニケーションの取り方を身につけたりと 生徒
自身の学びが多かったようです。教員としましても今回のような手法での交流が新鮮でした
し，企業の方と話をする機会があり，大変有意義に過ごさせて頂きました。感謝申し上げま
す。 

• 多くの学校が参加されて，図々しいお願いだったと反省しておりますが，生徒たちにとっては
かなりの刺激になったようです。私自身も全国の高校生の活発な動きに圧倒されました。今後
本校では具体的な取り組みを行っていきますが,今回の経験でもっと色々なことができると早
速軌道修正となりそうです。たくさんの刺激をありがとうございました。今後ともよろしくお
願いいたします。 

• この度は FOCUS に参加させていただき誠にありがとうございました。直前の申込やメールの不
具合等で御対応いただき誠に感謝しております。ぎりぎりまで参加を迷っていた生徒達です
が，この 1週間で振り返りをしたところ大変刺激を受け，今の自分を認識し変化させていきた
いと考えています。他校の生徒と交ざること・多くのメンターからのアドバイス・focus 習慣
でのインプットで 外の世界を感じ，内省することができたようです。さっそくアフターfocus
にむけ活動を始めております。私達教員も生徒達を見て，まだまだ学ぶことを止めてはならな
いと改めて思った次第です。いろいろと困難な状況の中だからこそ，前を向いて取り組まれる
姿に感銘を受けました。御案内いただき大変感謝をしております。ありがとうございました。 

• 私自身も大変勉強になりました。まだまだ日本の若者も捨てたもんじゃないと返って我々大人
がもっと若者の手本になるように精進しなければと自己反省しきりでした。さて，最終日に弊
社のご案内をできなかったのですが，もし，差支えなければ添付いたしました案内をご送付し
ていただけますと有難く存じます。どうぞよろしくお願い申し上げます。また After Focus も
楽しみにしております。 

• 昨日まで，大変お世話になりありがとうございました。生徒も非常に刺激を受けたようで，1
月末のアフターフォーカスだけにとどまらず，三社祭・浅草サンバカーニバルについてもっと
調べて，来年度の三社祭・浅草サンバカーニバル実施時には何らかの改善を本当に起こすこと
に挑戦したい，と，昨日の 3時に終了後すぐに，担当者の私に申し出てきた生徒が複数いまし
た。良い機会をいただけたこと感謝申し上げます。 

• FOCUS に関しまして，この数か月，大変お世話になりました。本校からは 9名の参加させてい
ただきました。終わってから感想を聞いたのですが，生徒全員が興奮しておりました。やはり
他校の生徒との関わり合いも大きかったですが，事前に参加させていただいた複数のセミナー
に対しても大変刺激を受けたようでした。水口先生と川本先生におかれましては，感謝しかご
ざいません。実施に向けてご準備等，ご多忙を極めたかと思います。 

• 立命館宇治の先生方，生徒の皆さんの今回の FOCUS 運営，トラブルに対する驚くべき対応の適
切さ，そして解決方法の提供の早さに本当に感謝申し上げます。そして，事後アンケートには
書けませんでしたが，立命館宇治の生徒，プロジェクト 81「あしなが育英会」のメンバー河
口君に感謝申し上げます。本校のリーダー「吉川さん」，河口君は気づいていると思います
が，正直，私は大変不安でした。その不安はある意味的中しました。彼女は実際のボランティ
ア活動は非常に熱心ですが（FOCUS の前一週間も，ほぼ毎日，正門と学校の食堂前で募金活動
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をしていました），体もあまり強くなく，人の言葉に傷つきやすい面があります，大会前日の
募金活動の時，ある生徒から「お金をせびっている！」という言葉をかけられ，とても落ち込
んでいました。当日の発表で吉川が体調を崩したことが分かりましたが（私の吉川へのメール
に返事がなく心配していました），河口君が「あしなが学生募金」の内容を理解して，土曜日
の講演内容と関係させ，あのパワーポイントを作ってくれたと，発表をみてすぐに分かりまし
た。彼がグループ発表の自分の不安を克服し，しっかりとプロジェクト発表を支えてくれたこ
とに大変感謝しています。 

• この期間，FOCUS に参加させていただき，本当にありがとうございました。本来であれば，直
接お会いしてお礼申し上げたいところでしたが，メールになってしまいましたこと，大変申し
訳ございません。今回のイベントでは，私も生徒も初めての経験で，本当に素晴らしい経験に
なったと思っております。活動の中には，何をやったらいいのか分からず失敗をしたりするこ
とも多々あり，本当にご迷惑をおかけいたしました。お詫び申し上げます。こうして，自分た
ちの学校だけで生きていくのではなく，日本中の学校の生徒と関わり，出会い，共に協働する
ことで，周りの素晴らしさ，凄さに触発され大きく成長することがとても大事である。という
ことが改めてわかりました。本当にすばらしい時間をありがとうございました。また，教員同
士コミュニケーションをとることができる時間も割いていただき，私自身も大変大きな学びを
得ることができました。合わせてお礼申し上げます。今後は，今の高校生が何か企画したり，
立命館との関わりの中で，共に学ぶことができるような機会に多くのお手伝いができたらと思
っております。私自身，新たなフェーズに進み，日本の教育に貢献していきたいと，思ってお
ります。今後ともよろしくお願いいたします。 

• この度は FOCUS，お疲れ様でした。規模も大きく，学生だけでなく特別講師やメンターなどの
準備・運営だけでも大変かと思いますが，今回は全てオンライン上ということで頭も体力もか
なりの「重労働」だったと思います。学生たちの未来にかける先生の情熱とパワーにはただた
だ脱帽するばかりです。また，今回はセントメリーズも参加させていただき誠にありがとうご
ざいます。不手際ばかりでご迷惑をおかけしてしまい，申し訳ありませんでした。インターナ
ショナルスクール以外の交流があまりない学生たちにとっては大変貴重な経験をさせていただ
きました。ありがとうございました。 
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第４章 ３．国際会議開催 (3) 

 

AFTER FOCUS を開催  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他校とプロジェクトを刺激し合うことで更に成長できるのではないかと考え，全国ど

のような地域や学校種であっても参加できる全国高校生 SR サミット FOCUS を主催して

います。2020 年 11 月には第３回を開催致しました。FOCUS では様々な高校生が混ざり

合いプロジェクトのブラッシュアップを目的とし，その後の２学期間を使ってブラッシ

ュアップされたプランに従ってアクションを行います。 

今回，2021 年 2月に開催した AFTER FOCUS では，

プロジェクトの成長や進捗を共有する場として開催

しました。本イベントでは，全国高校生 SR サミット

FOCUS 参加の約半数が参加し，海外９校・国内 25校，

日本語 25 プロジェクト・英語 24 プロジェクトの合

計 49 プロジェクトが発表することができました。各

校受験や入試，学期末試験など大変忙しい状況でし

たが，プロジェクトがどう成長できたのかを発表す

る良い場が持てたと思います。 

また，各プロジェクトや高校生にとって新たな視

点を持って頂くために，今回は Inspire High 様によ

る台湾 IT 大臣 オードリータン様のワークショップ

も実施することができました。オンライン上で動画

を視聴し，参加者の意見交流などをすることができ

る新しい学びの形も体験できました 

FOCUS の１年間の流れはこれにて完結します。来年度は，今年度の振り返りを活かし

さらに深い学びの場を構築したいと考えています。 
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１．参加校ꞏ参加企業 
＜参加校およびプロジェクト＞  
海外 9 校・国内 25 校 

日本語 25 プロジェクト英語 24 

プロジェクトの合計 49プロジェクト 
 
２．スケジュール 
【AFTER FOCUS】 

２月 13 日（土） 
13:00～13:15  開会挨拶および各

種連絡事項 
13:15〜14:15  オンラインワーク

ショップ（ Inspire 
High）  

14:30～14:45  発表説明 
14:45～16:45  成果発表 
16:45～17:00  閉会挨拶 

 
 

３．参加プロジェクト 
Zoom１ 
・ MIHO 美学院中等教育学校 Change your values ～タグの力で子どもたちに幸せを～ 
・ 栃木県立佐野高等学校 Zoom を活用した海外児童への継続的な課外活動支援活動～宇都宮

大学 UU-TEA プロジェクトと連携して。対象：スリランカ連邦・Nuwara Eliya 県内にある紅
茶プランテーションに住む小学 1,2 年生～ 

・ 宮崎県立飯野高等学校 えびの市を理想郷に！～地域起業プロジェクト～ 
・ 愛媛県立三崎高等学校 せんたん una～チーム・ろぼっとカフェ～ 
・ 東明館中学校・高等学校 ひまわりプロジェクト～いじめと虐待を減らそう～ 
・ 栃木県立佐野高等学校 マレーシアの高校生と協働で取り組む持続可能な社会に向けたゴ

ミ分別の促進 
・ 宮崎県立五ヶ瀬中等教育学校 五ヶ瀬シャドウイング～町の魅力再確認で U ターンを狙う

～ 
・ 東京都立南多摩中等教育学校 校内でできるプラスチック削減 
・ 岡山学芸館高等学校 多文化共生社会を目指して 
・ 東京都立白鷗高等学校・附属中学校 東京浅草の三社祭を災害に強い祭りへ！ 
・ 松商学園高等学校 貧困問題を身近なところから 
 
Zoom２ 
・ 福知山成美高等学校 “理解ある社会に”ジェンダーギャップを越えて～幸せを還元させよ

う！！ 
・ 栃木県立佐野高等学校 高校生のための「自主的で持続可能な教育」とは～真の学習につい

て考える～  
・ 岡山学芸館高等学校 「子ども食堂」で地域全ての人を繋げる～高校生の私達にできること

～ 
・ 東明館中学校・高等学校 COVID-19 ～未来を守るために～ 
・ 東京都立南多摩中等教育学校 Econsumer 
・ 石川県立金沢泉丘高等学校 Fairy Tale で Fair Trade 
・ 京都府立南丹高等学校 The residents of the sustainable city KAMEOKA 
・ 青翔開智中学校・高等学校 環境に配慮した情緒ある釣りの方法を体系だてるプロジェクト 
・ 栃木県立佐野高等学校 災害被害を最小限に抑えるまちづくり～減災を主体とした都市環

境～ 
・ 大妻中野中学校・高等学校 制服リサイクル 
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・ 東京都立白鷗高等学校・附属中学校 東京浅草サンバカーニバルを盛り上げろ！ 
 
Zoom３ 
・ 立命館宇治中学校・高等学校 Plaearth 目指せ！宇治市のプラスチックゴミ削減 
・ 宮崎県立五ヶ瀬中等教育学校 GIAHS 子どもサミット～子どもたちと考える GIAHS の未来

～ 
・ PSHS Southern Mindanao Campus  Pakiglambigit Outreach Program 
・ 神戸市立葺合高等学校 スマートフォンから教育改革へ 
・ PSHS Zamboanga Peninsula Region Campus  Project Binhi 
・ 富山国際大学付属高等学校 差別と教育 
・ 立命館宇治中学校・高等学校 Rit’s eco time! 
・ PSHS Ilocos Region Campus PSHS-IRC KalikaSamahan:Protecting the Philippine Ornamental 

Plants amidst the Pandemic  
・ 大妻中野中学校・高等学校 誰もが自分らしくいられる世界への第一歩 
 
Zoom４ 
・ 立命館宇治中学校・高等学校 WAKKA project 2020 
・ 福井県立高志高等学校 『幸せの公式』を作る 
・ PSHS Western Visayas Campus Constellating students towards the wonders of the universe 
・ 加藤学園暁秀高等学校 NWC （National World Committee） 
・ PSHS SOCCSKSARGEN Region Campus  Multi-Purpose Food Cleaner Project 
・ 立命館中学校・高等学校 食べ残し その一杯で世界が変わる 
・ PSHS Cordillera Administrative Region Campus  Developing a Kinect-based Filipino Sign 

Language(FSL) teaching module application 
・ 立命館宇治中学校・高等学校 ジェンダーフリーな社会へ To make our society gender free 
・ 富山国際大学付属高等学校 高齢者サポート・環境分野 
・ 市川中学校・高等学校【ビデオ】 高校生の手指消毒の意識改革 
・  

      

 

アンケート感想（生徒）： 
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Inspire High オードリータンさんのセッションについて 

 

 

 

 

 

 

 

 
主にどのようなことを習得しましたか。 
・知らない人とも意見交換をできる度胸 
・プレゼン能力 
・Connection through sharing 
・自分たちの sdgs のプロジェクトへのアイデア 
・自分たちが発言したことは責任を持って行動することができた 
・自分が解決したい問題を具体化し，他の人に発表できるようにしている所。 
・それぞれの高校のやっている活動を知り，取り組み方を学べた。 
・他のプロジェクトも，フォーカスのときよりも成長していてすごいなと思いました。 
・他の学校の成果発表を聴いて自分達の学校でも取り組もうと思ったこともあった 
・発言する力！他国の人と関わる機会があり，英語も上達したとおもいます 
・他校のアイデアと自分たちのアイデアを共有する大切さ 
・意見の主張 
・臨機応変に対応する力 
・取り組みの工夫など 
・自分たちと同じように活動をしている高校生と関われていい刺激になりました。 
・自分の次につながると感じた 
・どうやってプロジェクトにおいてリーダーシップを発揮するか 
・生徒だけでもここまで自分のプロジェクトを成長させられる 
・たくさんの刺激を受けることが出来ました。また，私達も負けず劣らず頑張りたいと思いました。 
・話し合いを通して視野を広げ，深めることが出来た。 
・様々なプロジェクトを進める様々な地域の学生の意見を沢山取り入れることができ，視野が広がった。 
・イベントが終わってからの行動へ繋げる力。 
・あまり興味のない分野(理科など)のことを知るとができた。 
・考える力など 
・That the youth are a powerful generation and that we can do great things when we put our minds to it :D 
・世の高校生がすごく考えていてすごい。 
・innovation 
・視点を狭くせず広くすることによりさらに素晴らしいアイデアが生まれること 
・他の高校の研究に対して積極的に発言出来るようになったこと 
・自分たちに活動としてとどめるのではなくみんなに発信して活動の輪を広げること 
・責任的に意見を言うこと 
・研究の深め方 
・チームメイトとの連携や，その場その場で臨機応変に対応する力 
・それぞれの高校がそれぞれの特色を活かした行動 
・自発的に行動することの大切さを学びました。 
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・プロジェクトには終わりがないということ，行き詰まることがあっても常に発展をし続けることができ
るということ。 
・色々な人の意見を聞ける耳をもてたこと。あまり県外の高校生と関わることがなかったのでコミュニケ
ーション能力も習得できたと思う。 
・the issues are universal. 
・いろいろな人の考えや価値観を共有することができ，理解を深めることができた。 
・考え方，見方を転換すること 
・ハングアウトを通じて他校の人と交流する時，普段よりより積極的に話し合いに参加したり，自分の意
見を言うことが出来た。 
・Students in-depth thought  
・問題を自分たちで見つけてそれを解決につなげる力をつけれたこと。 
・プレゼンテーション力がついたと思います。質問に答えたり，大勢の場で発表する機会はなかなかない
ので良かったと思います。 
・さまざまな意見を聞くことでさまざまな考え方を取り入れられた！そしてプレゼンの仕方やたくさんの
レクチャーを受ける中で課題を見つける力，発想力を身につけることができた！ 
・行動力と失敗の大切さ 
・積極的に人と話すこと。 
・広い視座 
・お互いにプロジェクトをシェアし刺激しあうことで，さらに意欲が高まったように見えたし，アイデア
を共有できたのがよかったと思いました。 
・11 月に開催された FOCUS の後に各グループがプロジェクトにとても進められていてその活動内容につ
いて知れたこと 
・全国で様々な高校生が様々な取り組みを失敗しながら取り組んでいることを知れて，自分もやる気をさ
らに習得できた 
・これからのプロジェクトの動かしていきかたです 
・オンラインのプレゼンが苦手でしたが，他の学校の方がすごく流暢にプレゼンされていて，もっと英語
力や適応力を付けたいと思うことができました。色々な面白いアイデアがたくさんあって，柔軟に自分の
プロジェクトを考えられるようになりました。 
・Through FOCUS and AFTER FOCUS, I was able to learn to be aware of the many social issues present not only in 
my own country, but in others as well. This activity also helped me to gain insights from mentors and other fellow 
students on how to approach these issues and make a better society for us to live in. 
・個人の経験に終わることなく，学校や友人を巻き込んだ行動力 
・企画を進めていく力 
・考えをまとめ，討論しあう能力 
・沢山考えること 
・他校のプロジェクトの進み具合を見て，活動意欲がさらに湧きました。 
・他校の学生の行動力に圧倒されました。私たちも，もっとエネルギッシュに活動しようと思わせられま
した！ 
・様々な方たちと話し合うことができて，とっても良かったです。このようなプロジェクトは大事だと改
めて思うことができました。 
・各校の取り組み 
・それぞれの高校がそれぞれの特色を活かした行動 
・自発的に行動することの大切さを学びました。 
・高校生のみなさんの豊かな発想力と，高い向上心に感動しました。 
・様々な人たちと対話することの大切さを学びました。 
・様々なものの見方や価値観を知ることができた。習得と言われると表現が難しいです。 
・自分の次につながると感じた 
・自分がそこまで興味のなかった事に After Focus を通して継続的に興味が持てるようになり，色々なこと
に関心を持つことができるようになりました。 
・他の学校の成果発表を聴いて自分達の学校でも取り組もうと思ったこともあった 
・プレゼンテーション能力，自分の意見や考えを表明する力，目標を自ら設定し，取り組む力。他の高校の
生徒さんの活動に触れることで自分たちの活動を客観的に見直すことができたと思います。 
・ただ一度ディスカッションするだけでなく，そのアクションを達成するために行動し振り返るまでの過
程を行うことでやり遂げた実感が得られる。 
・オンラインであっても，このような規模のイベント/ワークショップ/etc.を充分開催可能であること，そ
してその方策や問題点について，学ぶことができました。 
・いろんな人と関わることが多かったため，多様性が身に付いたと思っています。また，全国の高校生が
集まることで，単純に周りの方のすごさが伝わり，モチベーションアップにつながりました。さらに，子
どもたちの分析能力が向上しました。子どもたちは，こんなにすごい人ともう一度コラボしたい。と，ま
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たファシリテーターなどのやり方も教えてほしい，と言っていました。 
・参加者一人一人にとっての成功ってなんだろう？と問い直す機会になりました 
・Gen Z の課題意識 
・他の学校の方々がどのようにプロジェクトを進めているのかが，とても参考になりました。 
・誰とでも気兼ねなく話すコミュニケーション能力。チャット機能の有効活用(グーグルハングアウト等)，
初対面の方との協働。 
・多面的にみる力 
・オンライン上での他者とのコミュニケーション 
 
感想や改善点などご自由にコメントをお願い致します。 
・いろいろな考え方，視点を知ることができ，良い経験になりました 
・みんながみんな成長していて聞いていてとても楽しかったです！！ 
・本当に学びの深いサミットでした。今後もここでの学びを生活に活かし，活動していきます！ありがと
うございました。 
・プログラムを作るのは難しいと思ったが他校のプログラムに感心することが多くあった 
・長い期間すごく充実した時間でした。ありがとうございました。 
・リモートで，ハプニングもありましたが，とてもいいイベントだと思いました。 
After focus という場がないとなかなか活動が進まなかったと考えています。大変ありがとうございました。 
・After focus は FOCUS よりも活気がなく，研究のフィードバックやアドバイスもなく参加して少し残念
だった。 
この状況下で素晴らしい試みです。さらに進化した形での次回のサミット期待しております！ 
・日本の中の他校だけでなく，国外からの学校とも考えを交換できて良かったと思います。 
・Thank you for this! It was really fun :) 
・i enjoyed very very much <3 
・再び全国の高校生がプロジェクトに取り組んでいる様子を見ることができて嬉しかったです。自分もも
っと頑張ろうと思えました。本当に楽しく，また，為になる時間でした。また参加したいです！！ 
・It would had been better if there are more specific themes and collaborative inquiry on one issue for both countries. 
・貴重な機会と出会いありがとうございました。またぜひよろしくお願いします。 
・オンラインならではの，体験を沢山させてもらいありがとうございました。取り組み全てが，面白かっ
たです。 
・分科会の司会の生徒が難しそうでした。いくつかの場面を想定して，スクリプトを用意し，練習してお
いたらよかったように思いました。 
・前回のフォーカスよりも今回は，Inspire high なども実施され，自分たちでアウトプットやフィードバッ
クを考える良い機会となりました。また，より多くの人とフォーカスで行ったことの振り返りについてお
互いに共有できた点も良かったです。改善点は特にありません。 
・コミュニケーションが取れなかった(何かを聞いても，話を広げる形で意見をかえしてくれない)ことが多
かった 
・お互いかどうかはわかりませんが，非常に刺激の多い場となりましたこのような場を提供してくださり
ありがとうございました。 
他のチームで同じようなことをしているチームにもっと話を聞けたら嬉しいなと思いました。 
・The program was really great! It made me learn a lot of new things, and I would like to join again next time as well. 
・本事業運営に携わった立命館宇治高校の先生方，生徒の皆さん，本当にありがとうございました。皆さ
んのおかげで，参加した全国の高校生が，一つになれたかと思います。 
・今回 FOCUS に参加できて良かったです。ありがとうございました 
・とても楽しくできたと思うし 
・多くの人と交流できて良かったです。" 
・難しいかもしれませんが，元は英語で発表していない学校の生徒でも世界の人々と話せるといいなと思
いました。 
・人と人とのコミュニティーは大事だと思うので，FOCUS を通しての出会いを大切にこれからも協力して
いきたいです！ 
・オンラインでもここまで完璧に開催されとても素晴らしかったです。今後とも宜しくお願いいたします。 
・生徒が発表できる機会を設けていただきありがとうございました。校内以外の他者にアウトプットをす
ることで，改めて研究の振り返りができたと感じています。 
・プログラムを作るのは難しいと思ったが他校のプログラムに感心することが多くあった 
・色々なことに興味関心を持てるようになったことで，自分の視野が広がりました。また，自分が既に興
味を持っていたものの中でも，いろいろな意見を共有することができ，とてもいい体験になりました。そ
して生徒だけでなく，大人の意見を取り入れてみんなで議論することは，貴重な経験になりとても楽しか
ったです。ありがとうございました。 
・FOCUS から AFTER FOCUS まで多くのオンライン講座から実際の発表の場まで作ってくださり，ありが
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とうございました。また，立命館宇治高等学校の生徒さんの司会進行も大変手際よく，時間配分も完璧で
感心いたしました。 
・改善点として ZOOM 参加のルールとして顔を出すということがあった方がいいのかもしれません。プレ
ゼンテーションをする立場としても多少なりとも見てくれている人の反応が分かる方がよいと思いました。 
長期間にわたり，様々な工夫をされての開催，細かな連絡など本当にお世話になり，ありがとうございま
した。 
・自分たちの活動を進める大きな推進力になるイベントだと思いました。ありがとうございました。 
・楽しかったです！是非対面でもやってみたいです！ 
・オンラインのみでの開催による（特に主役である学生たちの）デメリットを，次年度以降どのようにオ
ンライン上で解決したり改善できるか，が個人的には最も興味のあるテーマです。「オンライン」の「映像・
音声のみ」のコラボレーションにおいて，オンサイトで良いスパイスや刺激となりうる「偶然性・偶発性」
をどう補完すべきか，これからも考えていきたいです。 
・本当に素晴らしい機会をありがとうございます！オンラインでのやりやすさはありましたが，コロナが
収まったらぜひオフラインで開催することがあれば必ず参加したいです！ありがとうございました。 
・前回の FOCUS での学びを，その後に活かせたチームとそうでないチームが混在していたこともヨカッ
タと思います 単純な比較や勝ち負けではなく，この場がまた，良かったこと，そうでなかったことの当
事者として主体的に学びあうきっかけになれば...と思います 
・Inspire High さんのプログラムの Quality の高さ，世界の超一流の方との対話，アウトプット，フィードバ
ックなど，それを支える教育的配慮の数々に圧倒されました 
これだけの活動を生徒中心で進めているということ，また，それを支える（安心して失敗できる環境を提
供する）先生方がいらっしゃるという事実が，多くの方に勇気を与えてくれていると感じます ありがと
うございました。 
・素敵な機会をありがとうございます。日本の高校生は司会も発表も棒読みが多いのがもったいない，内
から湧き出る表現力を身に付けるともっと魅力的だと思いました。 
・全体を通して，成果発表，探求を深めるという機会ではとても魅力的でした。そして，他の人の探求をし
る機会としてとても優秀であると感じました。 
・オンラインでやっていただけたので参加することが出来ました。来年もぜひオンラインの部もよろしく
お願いします。 
・FOCUS を通して，本当に沢山のことを学ばせていただきました。コロナ禍の中開催していただきありが
とうございました。 
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第 5 章 

研究開発にかかわる取り組み実施報告



- 130 - 

第５章 １． 海外派遣および受け入れ 

 

海外派遣および受け入れ 

 

 

海外派遣                                                                   

 コロナ禍の中で，ほとんどの中短期プログラムがオンライン化されてきました。長期

のプログラムについては，国内外の状況をもとに，次のような形で実施できました。 

 

・IM コース長期留学 

IM コースは，全員が 1年間留学するカリキュラムとなっています。１クラスがオ

ーストラリアとニュージーランド（オセアニア）に，１月より 12月まで，１クラス

がカナダへ 9月より 7月までの留学を行っています。2020 年 4月の段階で，高校 1

年の9月と1月にそれぞれの地域に出発した高校2年生が，現地で学んでいました。 

カナダについては，すでに 8 か月の留学期間が過ぎていて十分な留学の効果が得

られていることと，感染者の急増により，高校が休校となっており，6 月までに大

幅な改善が見込まれないと判断し，4月に緊急帰国の対応を行いました。 

 オセアニアについては，厳格な管理により，感染者が抑えられており，今後対面

授業も開始される見込みでしたので，留学を継続しました。全員無事に 2020 年 12

月に帰国しています。 

 一方で，2020 年 9 月にカナダに，2021 年 1 月にオセアニアへ出発予定であった

高校 1年については，VISA 発給がストップしていたため，大幅に出発が遅れ，年度

内に出発できない状況になっています。 

カナダのみが VISA 発給を再開し，現地の受け入れ態勢も整ったことから，2021 年

度 4 月に出発予定です。オセアニアを予定していた大部分の生徒もカナダに変更し

ています。 

 

海外受入                                                                   

アジア架け橋プロジェクトの生徒 4 名のみの受け入れとなりました。全国高校生フ

ォーラムや学校行事，探究プログラムへの参加など，積極的に活動をしてきました。 

 

新展開：正規転学による日本の大学とつなぐプログラム                              

高校生 2年 2 学期から，本校に海外から外国籍の生徒が正式に入学し，日本の大学

を目指すプログラムを，中国上海の信男学園と計画しています。次年度 2学期より編

入生を中国から迎える予定です。 
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第５章 ２．教科と結びつく研修 (1) 

 

ラオス研修をオンラインで実施 
 

 

コロナ禍において，海外に出向いての研修の実施が難しくなりました。現地の様子は

どうなのか心配が募ります。継続支援している高校生はどうしているのか，継続支援が

途切れると彼らは学校に行けなくなります。コーヒー農家からコーヒーを買い取る人が

いるのでしょうか。生徒たちは，自分たちの登校もできない中，何とか活動を継続した

いと考えてきました。このコロナ禍においても，継続的な支援，生徒自身や教員の経験

の継続等の必要性を強く感じました。その結果，今まで交流してきた現地の方々にお願

いをして，研修をオンラインでできないかと考えました。幸い現地には，協力いただい

ている会社や NPO の日本人スタッフが残って活動してくれています。今までの経験か

ら，ポケット Wi-Fi が高原の農村地区であるコーヒー農園も含めてつながることがわか

っていました。そこで，今までラオス研修の支援をいただいていた IC ネット株式会社

様を通して，現地 NPO をはじめ，今まで交流のあった方々と日程調整や接続実験を行っ

ていただき，実現に至りました。 

 

オンライン実施に向けて 

 今までの研修で核となっていた活動を中心に密を避けられるように内容を再編し，事

前研修事後研修 2日を含め，5日間の研修としました。1日当たり現地とつなぐのは 90

分とし，集中して生徒たちが取り組めるようにしました。現地の中学生は 5名程度に参

加してもらう形とし，クラス単位では行わないようにしました。 

  

参加校および参加者数 

 参加校および人数は以下の通りです。 

参加校 市川高等学校・名城大学附属高等学校・青翔開智高等学校・福岡雙葉高等学校 

宮崎県立飯野高等学校，宮崎県立宮崎大宮高等学校，立命館宇治高等学校 

参加数 生徒 49名 

 

接続方法・使用ソフト  

現地携帯ネットワークおよびポケット Wi-Fi を利用し，スマートフォンでの Zoom 接続， 

 バックアップとして，Googlemeet での接続も準備しました。 

 ホストは日本側で，グループでの討議はブレークアウトルームを利用しました。 

 接続生徒は氏名の前にグループ番号を入れてもらうことで，振り分けしやすくしまし

た。 

 振り返りや感想，発言できなかったことなどの共有に「Jamboard」を使用しました。 

「Jamboard」: https://edu.google.com/intl/ja/products/jamboard/?modal_active=none 

 事前学習などにクイズ・アンケートソフトの「Kahoot」を使用しました。 

「Kahoot」  : https://kahoot.com/ 
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日 程 

 事前研修 8月 17 日（月） 

 海外研修 8月 18 日（火），19 日（水），21日（金） 

 事後研修 9月 4 日（金） 

 それぞれの内容概略は以下の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オンライン研修のメリットとデメリット 

 オンライン研修のメリットは，実際に渡航する人数を制限しなくてもよいことと個人

の経済的負担が少なくて済むことにあります。今までの対面の研修では，現地の受け入

れ態勢や引率体制などから，20名程度が最大であったところ，オンラインの今回は，そ

の倍の 49 名を受け入れることができました。オンラインであっても，数が多すぎると

インタビューの際に発言できない生徒が増えてしまいます。 

 一方で，現地の空気感を理解する点やインタビューする相手の背景を理解する点など

においては，現地に出向くよりも劣ることは仕方ないことと思います。そのことが，今

後の各校のプロジェクト創生のモチベーションに影響しないようにしなければいけな

いと思います。一度でも現地を訪れ，相手がわかっている場合のやりとりとオンライン

のみでのやりとりとでは，インタビューの深みが違ってくるように見えました。 

 逆に，オンラインと対面を組み合わせた形の研修にすれば，対面時により深い関係を

築くことができるのではないかと思います。 

 

事前研修 

 事前研修では，①ラオス語講座：挨拶と自己紹介 ②今までの研修から生まれたプロ

ジェクト紹介 ③学習クイズツール「Kahoot」の使い方 ④調べ学習の発表（グループに

分かれて） ⑤誰に会うのかを知る ⑥ホワイトボードアプリ「Jamboard」の使い方 ⑦

まとめ，の 7 項目が行われました。 

 「Kahoot」の使い方練習では，すぐにコツをつかみ，その特徴を把握できたようでし

た。調べ学習の発表では，初めて顔を合わせる他校の生徒がいる状態での発言は出にく

い状態でしたが，口火を切る生徒に引っ張られ，グループ内において連帯感が生まれて

きました。調べ学習の内容の共有によって，ラオスの概要がつかめてきたようでした。 
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現地接続研修 1日目 

 オープニングセッションで，本日の予定を確認後，ラオス語での挨拶など復習をしま

した。初日なので，ラオスの文化を知るために，町の様子を見ることから始まります。

ガイドは現地在住の日本人 PTP 株式会社の田宮さんとラオス人のソンパイさんです。 

ラオスと接続すると，現地の食堂で食事中の田宮

さんにつながりました。そこで，ラオスの食べ物や

食べ方について説明を受け，食堂の様子を見せても

らいました。食堂から，街並みを映し，寺院などを

案内してもらいながら，立命館宇治が支援している

ラオスの高校生の待つ坂雲寮に移動しました。予想

以上に明瞭な画像が届き，テレビ中継を視聴してい

るように感じました。中継と大きく違うのは，イン

タラクティブな点です。坂雲寮にいる高校生たちとの交流は，立命館宇治の担当が主導

して行いました。同年代のラオスの高校生との交流は，期待値が高かったように思いま

す。1 日目とあって，日本側の生徒も緊張していて，お客様になってしまった参加者が

ほとんどでしたが，親元を離れて寮での生活をしているラオスの高校生の決意を聞き，

日本の生徒は身の引き締まる思いになりました。本日の研修では 50 名対現地１地点の

ため，プロジェクトを先行して行っている立命館宇治の生徒以外からは，発言しにくい

状態だったのかもしれません。発言できなかったことは「Jamboard」を使って当日中に

共有することになっており，「Jamboard」は次の日には全体に共有され，質問にも答え

てもらうようにしました。  

坂雲寮の

生徒たちと

の 交 流 中

に，ソンパ

イさんは市

場 に 移 動

し，交流が

終了後すぐ

に次のセッ

ションに移れるよう準備いただきました。市場では，豚肉が固まりで売られている様子，

川魚の専門店，衣類や宝飾店などを含めて多くの店舗が集まっている様子を見学しまし

た。 

 

現地接続研修２日目 

 2 日目のテーマは，農村部の暮らし

を知ることです。竹細工を作る工房を

訪ね，働く方からお話を聞きました。

農村部で収入を得る難しさを実感す

るとともに，農村部で現金収入を得るための働く場の創生が大切であること，竹細工制

市場にて，現地スタッフ      

Jamboard の書き込み 
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作の収入が安定し

た生活を保障する

ことになったこと

を学びました。色を

付けるなどの付加

価値を付けた製品が開発されており，ネット販売で海外市場に出すと，産業として成り

立っていく可能性があります。JAICA などの支援も，技術を教えて，自立を促す支援に

なっている事がわかりました。お話を聞いているうちに，ラオスの方々が温和で協調性

のある様子がわかってきて，ラオスへ行ってみたいという気持ちが参加者に高まってい

きました。 

 町の風景をみながら，洪水に見舞われたときの様子なども聞くことができました。 

次に，その地域の中学校を訪れ，先生のお話を伺いました。中学校の生徒たちにクイ

ズを実施するなどの交流とともに中学生にも話を聞きました。中学生に対する働きかけ

は，ラオスの教育支援プロジェクトを持っている立命館宇治の生徒が中心となって進め

たため，多くの連携校生徒は見学が中心になってしまいまったため，これらのプロジェ

クトは別枠で行な

い，概要だけを見

学する形が良かっ

たかもしれませ

ん。連携校からも

プロジェクトが生まれてくることを期待しています。 

参加者たちは，中学生がとてもまじめに勉強している様子や，将来の目標を持ってい

ることに驚いたようです。それにもかかわらず，貧困問題で高校に進学できる生徒は限

定されることに課題意識を持ったようです。 

 2 日目の感想など Jamboard に張り付けられた学び・気づき，感想については，2 班分

を以下に共有します。 
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現地接続研修３日目 

 3 日目の最初は Paksong 高原にあるコーヒー農家 Samboon さんを訪ねました。立命館

宇治では，この農家からコーヒー豆を仕入れて，宇治橋商店街の商店で焙煎，販売をし，

得られた利益でラオスの教育支援を行っています。コーヒー農園の中でも快適に画像が

届き，農園がコーヒーの木の単一植物だけではなく，間に別の種類のいろいろな木が植

えられていることに気が付きます。コーヒーの木自体も単一品種ではなく，いくつかの

品種を混栽しているとのことでした。これによって，病害虫に強くなるとともに，良い

コーヒーが採れるそうです。また，農園の周りにはシェードツリーといわれる木やつる

性植物で覆うことで，霜や風の害を防ぐことも知りました。今年のコーヒー豆のできは，

とても良いようで，まだ熟していない緑の実がたわわに生っていました。 

 次にお話を聞いたのは，現地在住の日本人，PTP株式会社 https://www.ptp-laos.com/ 

の守屋社長です。PTP 株式会社はラオスの農業分野を中心に，日本とラオスをつなぐ役

農園のコーヒー  
熟す前の実がたわわに 
生っている 
 
 
 

 農園にてコーヒー農家のお話しを伺う       コーヒー協同組合の Jai Café Mr.Tao 
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割をされています。農業技術支援だけでは，高品質のものを作っても売れないので，そ

の販路を見つけて高品質のものを作る意欲を高めることで農家の支援につながると考

えられ，活動されています。なぜ，ラオスなのか？どうやって今に至ったのか？などの

質問が飛び交います。農業国ラオスの人々は，日本と親和性があり，現地を知るとそこ

で暮らしたくなり，ともに発展していくことができるパートナーになれると考えられて

いるようです。途上国支援の在り方が，理解できるものでした。一村一品運動のような

形で，世界市場に売り出し地域を活性させることなど，思いを語っていただきました。 

 守屋社長のインタビュー中に，ソンパイさんと田宮さんは次の目的地，Jai Café に

移動してスタンバイしてもらっていました。 

 Jai Café では，ラオスコーヒーの現状などを伺いました。国内の需要が上がり，ラオ

ス人の 7割程度の人がコーヒーを楽しむようになったこと，世界に向けて産地としての

知名度を上げる必要があることなどをお聞きしました。コロナ禍で海外からの観光客が

減った分，国内需要を伸ばすことができたようです。 

 最終日は，連携校の生徒たちも慣れてきて，いろいろな疑問をぶつけることができる

ようになってきました。3日目の現地とつないでのオンライン研修の日程はこれで終了

です。 

 

立命館宇治内のプロジェクト 

 プロジェクトチームと相談を重ねながら策定しました。各交流活動，視察・訪問先で

のインタビュー活動では，チームが主体となってリードしましたが，チーム以外の参加

者も終始積極的に参加し，現地の方々への質問も止まりませんでした。立命館宇治内の

ラオスにおけるプロジェクトの詳しい進行状態は，GLS の項で記載します。 

 

振り返り 

 9 月 4日に，研修の振り返りを行いました。各自が学びを振り返り，何を新たに学び，

感じ，どのような新たな問いが生まれたか考え，言語化し，他者に共有することが目的

です。スモールグループに分かれて，発表を行いました。 多くの学校の集まる研修で

あったからこそ，他者からの共有をとおして，新たな気付きを得ることができました。 

 

生徒感想 
宮崎⼤宮⾼等学校 MY  
ポスト情報化社会の到来によって，現代社会ではパーソナルメディアが普及し双⽅向の情報の発信が可

能となり，世界が㇐体化しつつあった。ところが，コロナウイルス感染拡⼤によって開かれつつあった世
界はパタリと閉じられてしまった。それと同時に私の世界への憧れは遥けき彼⽅に⾶んでいってしまった
ように思えた。そんな中で今回参加したラオス研修を通してグローバル化は今なお進んでいることを実感
することができた。世界中の国々が実空間で閉鎖されていてもバーチャル空間では開放されているという
ことだと思う。 
画⾯の中に広がるのはラオスそのもので，その画⾯を観る私たちはさまざまな実空間に存在しながら同

時に国境を越えた仮想空間に潜り込むことができた。これはまさにポスト情報化社会社会の先を⾏く新し
い社会の到来を暗⽰しているかのように思える。この貴重な経験を⽣かし今後の社会の先駆者の㇐員にな
れるよう精進したい。  
  
⽴命館宇治⾼等学校 YA  
第 1 回オンラインラオス研修では，Wakka のメンバーとして初めてラオスの坂雲寮⽣と交流できたこと

が印象に残っています。私はその時まで㇐度もラオス渡航が出来ていなかったので，オンラインでの渡航
という機会を頂けてとても嬉しかったです。坂雲寮⽣とはラオス渡航の 1⽇⽬に交流したのですが，現地の
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スタッフの⽅が寮に向かう道中は，楽しみな気持ちと初めてのリモート交流会ということでとても緊張し
ていました。実際にゲームやインタビューで交流すると，坂雲寮⽣は常に笑顔で接してくれて，楽しむこ
とが出来ました。ここでの交流を通して，その後の興⾵祭やクラウドファンディングで坂雲寮⽣と協⼒し 
て企画やアクションを起こすことが出来，坂雲寮⽣と㇐緒に Wakka プロジェクトを前に進めることが出来
ました。また，共通の⽬標を持つ LAONIN や Compass のメンバーたちの活動を⾒ることでお互いのチームを
刺激し合うことも出来ました。第 2回ラオス渡航では，初回で発⾒した課題の改善と良さの継続を意識し，
より坂雲寮⽣との関係を深めたり，先⽣⽅やスタッフの⽅を含めた参加者全員が楽しめる企画作りを⼼掛
けたいと思いました。このラオス渡航はラオスを対象としたプロジェクトに関わっている⽣徒だけでなく，
IM コースの 1，2年⽣や IG コースの⽣徒にとっても参加する価値がある渡航だと思いました。  
  
⽴命館宇治⾼等学校 SY  
私は I M コースのグローバル・リーダーシップ・スタディーズという課題解決型学習において，ラオス

コーヒーを活⽤してラオスの学校教育の改善や現地農家の⽣活の質の向上に協⼒する取り組みをグループ
で⾏なっています。その取り組みを有意義で効果的なものにするためには，ラオスのコーヒー⽣産者や農
業組合にインタビューを⾏うことが不可⽋であると考え，オンラインラオス研修に参加しました。  
 最初に，ラオスコーヒーの⽣産者であるソンブンさんにインタビューを⾏い，ソンブンさんのコーヒービ
ジネスに対する思いや情熱を聞くことができました。そこから，私は⽇本により多くのラオスコーヒーを
輸⼊し，少しでも多くの⼈々にそれらの思いを届けることが，ラオスコーヒーのビジネス発展には不可⽋
であると感じ取りました。特に印象に残ったのが，ソンブンさんの「少しでも質の⾼いコーヒーを栽培す
るために⽇々努⼒しており，世界中の多くの⼈々に⾃分のコーヒーを届けたい」という⾔葉です。この⾔
葉から，私はプロジェクトを通して⾦銭的な協⼒のみを追求するのではなく，⽣産者の願いを実現させる
という前向きな思考を持つことの重要性を痛感しました。  
 さらに，ラオスのコーヒー⽣産者が運営する農業組合の代表者にもインタビューを⾏いました。そこでは，
組合全体としてのラオスコーヒーの⽣産状況や主な顧客層などの基本的な知識を獲得し，プロジェクトに
関する知識が深まりました。また，組合に所属する農家の⽅々が抱える課題や願いを聞くことで，それら
の解決を達成するための活動を実際に展開することへのモチベーションをも得ることができました。  
 このように，私は実際に現地の⼈々と交流することで，ラオスの社会課題の解決に向けてより建設的な思
考する⼒を獲得することができました。オンラインラオス研修会での貴重な経験を⽣かし，⾃らの活動を
さらに発展していきたいと考えています。  

  

参加者アンケート 

【学びの結果（研修後のアンケート調査による）】 
 本研修の満足度は 5 点満点中 4.5 点と高い数値になりました。主な理由は，「臨場感」，

「新たな知識の習得」，「複数校からの刺激」が挙げられます。中でも印象に残った活動

は，「現地の高校生・中学生との交流」，「市場探検」，「コーヒー農園訪問」でした。研

修を経て，「発展途上国について知れて，世界についてさらに興味が湧いたし，もっと

知りたいと思った」，更には，「将来の留学先の選択肢としてラオスを入れたい」，とい

う意見までありました。「今までは漠然とアフリカのことを考えていたが，アジアにも

支援を必要としている国があることを知りアジアの国の支援をすることも視野に入れ

たい」とあるように，グローバルな視野の広がりもあれば，「ラオスと自分の地域の共

通点や相違点を見つけ，自分の地域を見つめ直し，地域の発展に生かしたい」という意

見のように，ローカルな視点で考えられている参加者もいました。今回の学びがそれぞ

れのネクスト・ステップへ繋がることを心より願います。 
 
SGH 指標の中で参加者評価で高い数値を示した項目は以下の通りです。 

I. 基本態度 2)訪問国の文化や歴史を知ることは重要であると認識した 

I. 基本態度 4) 自律的な学習，知識的なバックグランドがより必要であると感じた 

 満足度が高かったにもかかわらず，現地を訪れての対面での実施に比べて，コラボレ

ーション力や思考力の部分に課題があることがわかりました。オンラインであるとお客

さん的になる生徒が増える傾向があるのかもしれません。 
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第５章 ２．教科と結びつく研修 (2) 

 

ケニアの障がい者施設のリアルと食  

 

 

Global challenge program の１プログラムとして，クックパッド株式会社と協働し

“ケニアの障がい者施設のリアルと食”をテーマとした授業を実施しました。 

クックパッド株式会社のミッションは，世界中の家庭にて“毎日の料理が楽しみに”

なる事としています。広意義での“食・料理”の考えを軸に，社会を学ぶ複合型探究授

業を提供して頂きました。クックパッド Vision 動画 https://youtu.be/6M3Zdo29bZk 

授業では，ケニアの障がい者施設のリアルと食を学ぶ”テーマで，本校中１〜高３ま

で約 20 名が参加しており，本校の中でも６学年が一緒に学ぶ貴重な機会でした。本校

の企画において，６学年が混じり合同で実施する企画は貴重で，先輩の姿を見て学ぶこ

とや，後輩を優しく導いてあげることができることなど，良い関係も築けました。 

また，研修先がアフリカのケニアであったことも良かったです。本校の研修旅行など

でアフリカへのスタディーツアーも過去に考えたこともありますが，感染症対策や安全

性などを考えて，なかなかケニアには生徒を連れて行けませんでしたが，オンラインで

あれば可能になりました。 

本研修は，事前授業を２回，実際にケニアに繋ぐ授業を２回，合計４回の授業展開を

行いました。 

事前研修 1日目では，十分にソーシャルディスタンスを保ち対面にて参加者の自己紹

介を行いました。なぜこの研修に参加したのかを共有し合い，互いの参加意義を確認し

ました。また，高校 3年生が中学 1年生をサポートする場もあり，中高一貫校としての

良さがありました。また，次の事前研修までにケニアの文化・歴史・食・経済などにつ

いてそれぞれが３分でプレゼンテーション出来るように宿題も与えました。 

事前研修 2日目では，各グループに生徒を分け，それぞれが調べたケニアの文化背景

などを学び合いました。1人では学びきれないことを，お互いに調べたことを共有する

ことで多くの観点からケニアを学ぶことができました。また，ケニアの障がい者施設の

動画を全員で視聴し，次の 3 点について意見交換をしました。①自分とジョセフが全然

違うと思うところ（環境，条件，資質，その他なんでも）②自分とジョセフが似ている

ところ，近いと思うこと ③障がいのあるジョセフがより良く生きる為に必要だと思う

こと自らを見つめ直す機会になりました。 

ケニアと繋いだ DAY1 では，ケニアナイロビで働いていらっしゃる小児科医の公文先

生とオンラインで繋ぎ，”生きるとは””幸せとは”を真剣に考えることが出来るように，

自分が日本のこの家族に生まれてきた必然性やケニアの事情を鑑みながら生について

深く考えました。事前学習では，“親に自分が生まれた時の様子”“その時ご家族がど

のように感じたか” “それを聞いて自分はどう思ったか”を親と話してくる宿題があ

りましたが，ご両親がどのように自分を大切に想ってくれていたのかを知り，また他者

に対してもそのような愛情を注げるのかを考え，深い学びの機会になりました。 
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ケニアと繋いだ DAY2 では，DAY1 で感じたことをおにぎりにしよう！という Zoom で

調理実習を行いました。各家庭で Zoom に繋ぎみんなでそれぞれのおにぎり作りをしま

した。自分を育ててくれた親に感謝するおにぎりや，障がいを持ったケニアの子供に食

べやすいおにぎりなど，様々な観点から作りました。実習を Zoom 越しで行うことで，

場も活性化し，非常にインタラクティブな場が生まれました。新しい挑戦だったと思い

ます。また，後半ではケニアの障がい児に対して，料理を考えることも行い，それぞれ

非常に独創的な料理を考えていました。公文先生もメモを沢山とっており，今後採用さ

れるかどうか楽しみです。 

食を通して，命を考える非常に深い学びになりました。Zoom の特性も活かすことが

でき，新しい学びを体感することができました。 

 

アンケート感想（生徒）： 

＊作ったおにぎりのコンセプト・特徴・作り方などを教えて下さい。 
・ みんなで食べられる 1 口サイズ。栄養価の高い卵を使いました。 
・ あえて白米＋のり。平和の象徴を表現しました。 
・ 形は卵の形にして，具材は煮卵にしました。煮卵は昨日のよるに作っていたのです

が，まず茹で卵の難しさを知りました。なぜ卵を入れたかというと卵にはたくさん

のタンパク質をはじめとする栄養素が入っているからです。あとご飯には私の好き

なゆかりを混ぜました。 
・ 盛り付けで周りにネギをおきました。栄養重視のおにぎりです。 
・ 事前学習や，Day1 でビデオをみて，ケニアの食は結構茶色で鮮やかとは言えないと

思ったので，日本食の一つの特徴であるカラフル・色とりどりなところを生かした
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いと思ってつくりました。テーマはカラフルです。なので，うめぼしで赤を作った

り，サケフレークでピンク，わかめで緑，かつおで茶色などおいしそうだけど見た

目もカラフル！みたいなおにぎりを作りました。あと，できるだけ食べやすい様に

小さい丸にしてみました！ 
・ 私は，梅のおにぎりを作りました。梅の意味を調べたときに「豊かな生活」という

意味が込められていて，この意味を見たときに私は，これだ！と思いました。梅を

入れることで，シロアムの子たちにとって良い豊かな生活を送ってほしいという願

いを込めて梅のおにぎりを作ることにしました。また，私は，日本の文化も知って

もらいたかったので，昔からある伝統的な梅を選んだというのも理由の一つです。

また，形を三角じゃなく丸にすることで，温かみも伝えられたらいいなと思いまし

た。 
・ 当たり前を覆すイメージで四角いおにぎりを作りました。またケニアの国旗の色を

イメージして鮭を入れてみたりご飯にワカメを混ぜてみたりしました。 
・ シロアムの子達に振る舞うためのおにぎりを作りました。ご飯はウガリなどの現地

にあるもので代用できますが，梅干しや高菜などの生物は持っていく途中に腐って

しまう恐れがあると考えました。そこで私が閃いたのは，缶詰です。缶詰なら腐る

恐れもないし，美味しさをそのまま持っていくことができます。もし余ってしまっ

ても消費期限が長いので，各家庭にプレゼントすることができます。のりも乾物な

ので缶詰と同様腐ってしまうなどの心配は入りません。 
・ 「みんながつながっている」というのを表現したかったので，丸いおにぎりを作っ

た。 
・ 顔を作りました。食べる人を笑顔にできるような物にしました。 
・ ケニアの料理「ウガリ」を野菜のスープ（？）と一緒に食べていたのでシンプルが

一番なのかなと思ったのでご飯にのりをまいたり，ツナマヨを中に入れたり，卵の

ふりかけをかけたりしてウガリに色々アレンジすればいいかなと思って作りました。 
・ 雑穀米は色を楽しめるように鮭は私が好きだから共有したいと思ったから。 
・ いろいろな「食べやすさ」を考えていろいろな大きさのおにぎりを作った。自分の

たべやすさは誰かの食べやすさであるとは限らない!7分づきの米にしかない不完全

でも，だからこそおいしいおにぎり 
 

 
 
 
 
 

＊シロアムの生徒のために考えた料理について教えて下さい。 
・ ケニアにある食べ物の具材を入れた卵焼き 
・ ハンバーガー 
・ トマトと南瓜とお豆と大根を潰して煮たスープ 
・ 芋きんとんや，フルーツを使った料理，ポトフなどが私の班ではでました。ケニア
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で使っている食材やシロアムの子たちでも食べやすい食材を使って考えられた料理

だと思いました。 
・ 私は，日本の文化を伝えたいという思いと，ウジのような誰でも食べやすいおかゆ

のようなものを掛け合わせて，お味噌汁を考えました。もっと具体的に言うと，ウ

ガリを作るときに，蒸すのではなく

て，スープ上にしたものをお味噌汁の

汁代わりにして，具を，蒸した野菜な

どにして，ケニアの子でも食べやすい

お味噌汁が作れたらいいなと思いま

した。 
・ 豚汁（牛肉が安価なので牛肉で代用） 
・ チリコンカンです。これはスパイスの

効いたトマトと豆の煮物です。この料理を選んだ理由は３つあります。１つ目は，

難しい調理器具は不要でフライパンと木べらだけで作れるからです。調理器具があ

まり揃っていないケニアの家庭でも簡単に作ることができます。２つ目はトマト味

なのでケニアの方でも抵抗なく食べれるからです。他の材料も全てケニアで手に入

るので師たちみやすいと思います。３つ目はご飯にかけるとワンプレートかつ栄養

も揃った料理になるからです。そしてすりつぶしても見た目が汚くならないという

点もいいなと思いました。 
・ ＜豆腐＞ケニアでは豆をよく食べると聞いたので，良いと思った。豆腐は，タンパ

ク質を多く含むので，タンパク質不足になりやすいケニアの人たちに良いと思った。

また，いつもと食べる形を変える事で，新しい食感を味わえたり，楽しめるのが良

いと思った。また，いろんな調味料（日本なら醤油）などと合うので，調理しやす

いと思った。 
・ ミニ豆腐ハンバーグ。肉の量を少なく，コストを抑えて作る事ができる。栄養満点 
・ 豆料理に注目してシンガポールのフィッシュアンドチップスに付いてあったケチャ

ップ味のベークドビーンに似た感じのものを作ったらいいんじゃないかなと思いま

した。 
・ 野菜スープとウガリ 野菜をいっぱい入れられて栄養もとれるしなじみのあるウガ

リを入れることで抵抗も減らせるし，ケニアにはトマトのスープがあったのでそれ

を活用すればいいじゃないかと思いました。 
・ シロアムの生徒が一緒に作れる料理 ブレンダーで作れるスープ" 
 
＊今後，自分の行動で変えていきたいと思うことは何ですか。 
・ 食のありがたさを意識する。 
・ フードロスをしないようにします。 
・ 世界のことについて毎日考えることや解決策を考えることはすごく難しいので，毎

日の行動で勉強することやご飯を食べること，毎日の生活に感謝して生きていこう

と思いました。 
・ もっと日ごろからいろんな観点から食を考えたいと思いました。まず，素直に改め
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ようと思ったのが，全ての「もの」や「こと」に感謝の念を抱くことです。私は，

朝ベットで起きて普通にご飯が食べれて，学校に行けて勉強ができて…ということ

さえ，当たり前に感じて，いや，当たり前に感じすぎてなんとも思っていなかった

のが普通になっていました。ですが，今回の授業を通して，たとえ自分が望んでも

なかったことだとしても，ここに生きていることさえが奇跡であり，幸運なことな

のだということを実感しました。 
・ 今の環境や生活に感謝して一日をもっと大切にしていこうと思いました。 
・ このプログラムの事前学習にかかった時間は４時間で，講義の時間も４時間でした。

同じ４時間ですが，得られた知識は講義の方が何倍も多く，また記憶にも強く残っ

ています。この振り返りを活かして調べ学習にとどまらず，現地の実際の声を聞く

ことを大切にしようと思います。 
・ 「食」の大切さを知り，無駄にしないこと。食べるものに感謝する。 
・ 食に対して日本だけでなく，世界を通して観る。 
・ 使わなくなった教科書や本を寄付してもっと勉強できいる環境が少しずつ整ってい

くようにしたいと思いました。 
・ 食べ物は感謝をして食べたいです。普段，当たり前に過ごしていたものを当たり前

で終わらせないようにしていきたいです 
 
＊今回の授業全体を通して，思ったこと考えたこと学んだことは何ですか。 
・ 日本と別の国を学習出来てよかった。 
・ 世の中にはケニアのような恵まれない国があるという事を再認識しました。 
・ 親と子の愛情に感動しました。ジェーンちゃんのお母さんのお話がすごく心に残っ

ていて，語彙力がかけていますが『愛』だなという言葉でしか表せないほど感動し

ました。 
・ 自分の当たり前が当たり前ではないと分かったし，やっぱり食って本当に大事なこ

とだと思いました。私は，大学で食マネジメント学部というところに行くので食に

かかわること学べるのはよかったなと思うし，すごく楽しみなりました。やっぱり，

お仕事も食にかかわることをしたいなと思いました。とっても楽しかったです。あ

りがとうございました。 
・ 先ほども述べたように，私たちが今ここにいるのは，偶然でなく必然なことであり，

またそれが，奇跡であるということが実感できました。不公平や違いは，生まれる

前に決まってしまうというのも改めて考えさせられました。そういった不公平が，

そもそも生まれないよう，私たちが平和で且つ公平な世界を作っていくべきだと強

く思いました。そのための一つの手段として，今回は「食」という面から考えるこ

とができました。それは，生まれた場所が違うくても，お互いを思いやることでお

いしいご飯を提供しあったり，現地特有の特産物を使って私たちが新たな食品や料

理を考えることです。そうすることで，食を充実させていくことができ，ちょっと

でも国同士の食の面での，不公平が解消されると思いました。 
・ ケニアという国の名前は知っていたけれど事前学習や，公文さんの講演会，おにぎ

りづくりを通して知識が増えたのはもちろんの事もっとケニアについて知りたいな
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と思いました。 
・ 私は，様々な SDGs に関する問題に取り組んできましたが，このプログラムを受け

て取り組み方が変わると思います。今まで現地の人の声を聞いたりする機会があま

りなかったので，私たちから見ての解決する手段だけしか見えていませんでした。

しかし，本当に求められているのは現地の人に沿った解決手段だと学びました。こ

れからは，もっと現地の人に寄り添った解決方法を考えていきます。 
・ 国が違うだけで全然食べるものも環境が違うのだと思った。たくさんの場所で，そ

の場所の食べ物を実際に食べて，そこの人たちの文化に触れてみたいと思った。そ

して，「命」を大切のしようと思えた。もっと，食べ物を大切に食べようと思った。 
・ 世界には，もっと大変な環境があり，そのことに対してもっと目を向けるべき。世

界にはまだまだ勉強したくてもできない

人がたくさんいることを学べました。 
・ ケニアに行って，ケニアの食べ物を食べ

てみたいです。 
・ 「食」 など身近なものを再発見する過程

で見つける大事なものがあること。普段

それを見逃していても気づけないこと。 
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第５章 ２．教科と結びつく研修 (3) 

 

フィリピン・オンライン・スタディーツアーを開催 

 

本研修実施報告のポイント 

〇オンラインによって，実際に現地を訪れても踏み込むことのできない場所まで，動画

等で知ることができました。これはオンラインで行った大きなメリットです。 

〇事前研修を充実させました。事前研修時間内に，小グループ内（５グループ：同グル

ープは同テーマ）でお互いに調べたことを共有した後，短時間で一つのプレゼンにま

とめさせたことで，自分の担当領域の知識が深まりました。その後，全体で各グルー

プからのブラシュアップされたプレゼンを共有しました。これにより，共有内容も，

単に最優秀作を共有するのと違い，偏りが少なくなり，包括的かつ深くなりました。 

〇連携校の生徒同士が事前に上記の作業をすることで交流し，本番で質問や意見が出や

すいようにしました。 

〇事前課題には，研修地の紹介ビデオ視聴，意見交換する人の紹介文を読んでおくこと

なども含め，意見交換のイメージができるようにしました。 

〇意見交換のきっかけになるように，日本の貧困状況や自分たちの生活について発表す

る人を決め，全員が 3 日間のいずれかで，相手に何かを伝えるようにしました。お互

いに情報を交換することで，対等に意見交換ができるようになります。 

〇対話でないと聞くことができない質問が良い質問とアドバイスいただきました。質問

を立てるとき，自分にその質問を向けることで，調べればわかることなのか，対話で

なければ知り得ない適切な質問かがわかります。 

〇話せば言葉がまとまっていくもので，沈黙の理由を言うのもあり（頭がパンクしそう・

初めて聞くことで驚き）というアドバイスもありました。とにかく話してみることが

相互の理解につながります。 

〇事前学習，貧困層およびこれからのフィリピンを担うフィリピン大学の学生，現地NGO

の 3 者との意見交換で，総合的にフィリピンの現状と支援の方向性を考察できました。 

 

概 略 

 フィリピン・オンライン・スタディーツアーを NPO 法人アクセスの協力で実施しまし

た。参加者は愛媛県立三崎高等学校から 4名，宮崎県立飯野高等学校から 3名，立命館

守山高等学校から 4名，立命館宇治高等学校から 5名の合計 16名でした。残念ながら，

連携校の定期テスト等とも重なり，連携校からの参加が少なくなってしまいました。 

 本研修の目的は，以下の 4点です。 

１） 発展途上国の都市貧困について，人々の生の声に触れることで，理解を深める。 

２） フィリピンの同世代との交流から，グローバル課題を自分事としてとらえる。 

３） パンデミックがフィリピン人の生活に与えた影響を知り，日本との違いを考える。 

４） 課題解決のために行動しようとする意欲を醸成する。 
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 今まで実施のオンライン研修等の経験を活かし，できるだけ生徒の発言を引き出すよ

うにするとともに，実際のアクションにつながるように，これらの目的に沿って，6日

間の日程が計画されました。 

その日程と内容は以下の通りです。 

DAY0 2 月 05 日（金）事前研修１ 事前課題の共有 

 DAY1 2 月 06 日（土）事前研修２  

 DAY2 2 月 16 日（火）現地と接続しての研修１ コロナ禍のフィリピン 

 DAY3 2 月 18 日（木）現地と接続しての研修２ 発展途上国の都市貧困 

 DAY4 2 月 19 日（金）現地と接続しての研修３ UP の大学生と貧困問題を考える 

 DAY5 2 月 20 日（土）事後研修 振り返り・今後に向けて 

 

事前準備 

 NPO 法人アクセスと，非常に厳しい都市封鎖を伴う措置がとられるフィリピンにおい

て，オンラインでの研修実施も厳しいかもしれないと，最悪実施が難しくなることも想

定の上で，オンラインでもできること，オンラインだからこそできることの 2点を意識

して，内容について相談を重ねてきました。その結果，あらかじめビデオで収録してお

く部分と双方向で話し合う部分を組み合わせて計画し，最悪でもビデオを通して学ぶこ

とができるように準備をしていただきました。 

 申し込み受け付けは，11 月 13 日～12月 7 日。 

 事前研修にて，交流の時間を設け，他校の生徒とも知り合いになり，研修中の意見交

換をやりやすくしました。漠然とした知識しかない状態の生徒たちが，少なくともフィ

リピンの基本情報を知り，研修地の概要をと研修の目的を共有したうえで，実際の研修

に入れるようにも工夫しました。 

 また，事前学習のグループおよび研修中のグループは，同じ学校が固まらないように

事前に決定しておきました。 

事前学習は，①フィリピンの歴史（特にスペイン統治，アメリカ統治，日本統治，戦

後のポイントをそれぞれまとめる），②フィリピンの経済，③フィリピンの火山・台風

被害，④フィリピンの自然と農業，⑤近年の日本との関係（ODA や NPO の活動）の 5テ

ーマとし，割り振られたグループが同じ生徒は，同じテーマで調べ学習をすることとし

ました。必ず５枚程度のスライドに内容をまとめ，当日そのスライドをもとにして，５

分発表することとしています。 

 

DAY0 事前研修 1 

まず，簡単な自己紹介の上，研修全体の概要を共有後，Zoom のブレイクアウトルーム

に入り，グループ内で発表共有後，全員のプレゼンを一つにまとめるように指示しまし

た。１グループ３人から４人という少人数なので，同じテーマで発表を共有しても，飽

きずに聴くことができます。また，同じテーマで調べていても，違う視点や内容が含ま

れています。自分が調べた分野であるので，重なる内容はより深く印象付けられ，自分

の内容に不足するところを補足することができます。 
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次に，20分程度の時間で，全員の発表を一つにまとめるように指示しました。それぞ

れのグループでのまとめ方は千差万別で，最も効

率的に行ったグループは，ある一つのベーススラ

イドを決めて，Google Drive で共有し，共同作業

で作っていきました。この作業により，自分の担

当テーマについて，さらに深く内容を理解するこ

とができます。最後に，全体で，それぞれのグル

ープの発表を共有しました。 

これによって， 

自分で調べ，まとめる → 発表する ＋ 他の発表を聴く  

→ 調べた内容を他の生徒のものと統合（改善）する → 発表する 

というように，通常の調べ学習の発表よりも繰り返しのステップができ，深い理解につ

ながりました。また，全体共有についても，情報の偏りが少なくなり，情報量や質が良

くなりました。 

 生徒たちの発表に合わせて準備した，マニラ中心部とスラム街の写真，タール火山，

ピナツボ地区の火砕流跡，レイテ島のマッカーサー再上陸記念碑やセブ・マクタン島の

ラプラプ像などを写真提示し，教員からまとめを行いました。ラプラプ像では，マゼラ

ンが侵略者と書かれており，マゼランを殺害したラプラプが英雄となっていることを確

認させました。 

 

DAY１ 事前研修 ２ 

事前学習 1 日目は，フィリピン全体の概略を知るこ

とでした。事前研修 2 日目は，NPO 法人アクセスの事

務局長野田さんからお話しいただきました。まず，４

グループに分かれて，研修参加者同士が参加したきっ

かけなどを共有し，これからの研修で意見が出やすく

なるように，お互いについて語り合いました。次に，

本研修で訪れる予定の地域とフィリピンの方のおか

れている状況等，研修を受ける前に知っておくべき背

景を学びました。フィリピン全体のことに加え，これ

から話を伺う方々の背景を知っておくことは，深い理

解のために重要です。スラム街と呼ばれるトンド地区

の状況，スラムの住宅事情などについても学びました。 

スタディーツアーはまだ始まっていないにもかかわら

ず，その背景を知るだけでも，今まで知らなかった現実に直面し，これからの学びに期

待が高まります。 

最後に，質問することの大切さについて考えました。今回お話しいただく方々は，NPO

アクセスとの信頼関係および研修の意義を理解いただけている方なので，突然行って聞

くことができるようなレベルではない本質的な話を伺えること，それによって参加者が
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どのように思い，考えたかを知ることは，話し手に取って最大の報酬になります。また，

調べて分かるようなことを質問するのではなく，対話でないと聞くことができない質問

をするのがよいと，アドバイスいただきました。質問を立てるとき，自分にその質問を

向けることで，適切な質問かがわかるというお話は，とても参考になるものでした。 

 オンライン研修では，現地の空気感など知りえないこともありますが，オンラインだ

からこそ，実際に足を踏み入れることが難しいところに入り込んでその映像を見ること

ができるなど，そのメリットもあることも知り，この研修への思いが高まりました。 

 

DAY2 現地と接続しての研修１ コロナ禍のフィリピン 

現地と接続しての 1日目は，まず，動画でマニラ首都圏の道路の混雑や街の様子，ア

クセスの現地法人の周辺の様子を観ました。交通渋滞のひどさに驚きましたが，日本の

チェーン店やスターバックスコーヒーなどもあります。スターバックスのコーヒー一杯

は，日本円で 2000 円ぐらいの間隔の金額だそうで，とても気軽に楽しめるものではな

いとのことです  

NPO アクセスの現地法人の

スタッフから，コロナ禍のフ

ィリピンで何が起こっていた

かを伺いました。医療が十分

整っていない地域が多いた

め，厳格な地域封鎖が行われ

たということです。都市封鎖

により公共交通機関もストッ

プする中，ジプニーの運転手

など，日銭を稼いでいる人た

ちへの影響がとても大きかっ

たことを知りました。かれら

は，生活の困窮を訴えてデモ

を行い，逮捕者も出たそうで

す。 

LOCKDOWN (ECQ)の間，最低

限のお店しか営業できなかっ

たそうです。ロックダウンが

終わった時には，なじみの店

が経営が厳しすぎて何軒も閉

店してしまったそうです。収

入を失い，家族や親せきから

経済的な支援を受けてなんと

か生き延びている人がたくさ

んいました。でも親戚からの

支援にも限りがあり，永続す



- 148 - 

るわけではありません。政府からの支援が必要になっているのですが・・・ 

ECQ の間，Community Quarantine Pass がないと自分の住む地域から出ることさえ許

されませんでした。週 3 回，5 時間までしか外出が許されず，1 世帯で 1 人しかこのパ

スが支給されず，必要最低限のものを買うためにしか外出できませんでした。違反して

外出した人やマスクなしで外出した人は逮捕されたり，警官から暴力を振るわれたりす

ることもあったそうです。パンデミックは都市貧困層の暮らしを最も痛めつけ，教育に

大きく影響しました。 

トンド地区（都市スラム）の住民の多くはゴミ拾いで生計を立てていましたが，外出

が許されなかったため，ECQ ロックダウンの間は収入が断たれてしまって，政府からの

援助に頼るしかありませんでした。経済的にも，健康面でも不安が募り，考えすぎて精

神的にまいってしまう人が続出しました。 

フィリピンは「ニューノーマル」に慣れていこうと努力しています。外出はある程度

できるようになりましたが，必要なければ外出しないように，あまり人と会わないよう

にしているそうです。 

 マスク無しだけでも逮捕と，想像以上の厳しい ECQ に驚くとともに，貧困層への影響

がいかに大きかったかがわかりました。 

 

DAY3 現地と接続しての研修２ 発展途上国の都市貧困 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 現地とつないでの 2日目は，フィリピンの都市貧困の状況を知るため，トンド地区の

紹介から始まりました。その昔，スモーキーマウンテンと呼ばれるごみ集積場が近くに

あった場所です。そのため，再生できる資源が混じったごみを売り買いする人，ごみか

ら価値のあるものを見つけるスカベンジャーなどがこの近辺に集まりました。スモーキ

ーマウンテン自体は，ごみで満杯になったことから使用が停止され，現在では土がかぶ

せられ，植物が生い茂り始めています。 

 この地区に住む若者 3名の話を聞き，質問をしました。3名とも生徒達の想像を絶す

るような生活の中から，強くたくましく生きるようになった経緯を知りました。特に，

Jaime(21 歳)さんの話は衝撃的でした。アクセスの現地法人の支援するトンド地区青年

会の前会長を務めた女性です。 

＜Jaime さんの話＞ 
 4 人兄弟の末っ子で，私が生まれてすぐ，父はいなくなりました。父は写真でしか知りません。母さえも，
家に寄り付かなくなりました。祖父母が私たちの面倒を見ていました。父がいない中での生活は苦しいも
のでした。祖父母のおかげで，私たちは学校に行くことができました。本当に感謝しています。祖父母が
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いなければ，今私は皆さんの前にいないでしょう。小 2 のとき，叔母から父がけんかで刺されて死んだと
聞かされました。私は両親になぜ私たちを捨てたのか聞きたかったです。なぜ勉強しているのかもわから
なくなりました。祖父母に私を支える価値があることを見せたいと勉強をつづけました。しかし，中学 3年
の時，最初の子供を妊娠してしまいました。子供を育てるのは簡単ではありません。祖父母はそのことを
知り，落胆しました。あなたは私たちの期待の星だったんだと。妊娠のため学校での学びをやめる必要が
ありました。悪いことは重なります。母がドラッグ使用で捕まり，刑務所送りになりました。神に，なぜ，
なぜ私たちに？と尋ねたい気持ちでした。 
 2019 年に 2回目の妊娠がわかりました。パートナーと喜びました。でもその子は生きて産まれてきませ
んでした。5時間の陣痛の後，心臓が動かずに産まれてきたんです。死んで生まれてきた子供に名前を付け
ました。私の状態を理解してくれると思いましたが，みんな私を非難しました。その夜は眠れませんでし
た。その後は，些細なことでも，パートナーと口論が絶えなくなりました。 
 その後，アクセスで働くチャンスを得ました。ここでは，たくさんの子供たちを助けることができると
ころに神様が連れてきてくれたのかもしれません。 

 生徒の質問に答える形で，「息子は銃のおもちゃで遊ぶのが大好きなので，将来は「兵

士」になりたいんじゃないかな。でも私自身は，息子がなりたいものなら，なんでも応

援してあげたい」と答えました。 

さらに，生徒からの質問に対しての次の言葉が非常に印象的でした。 

 「今というのは変えることができる Temporally なもの，努力で状況は変えられると

思います。」 

 「私の話を聞いたからこそ，貧困の世界にいなくてよくなるよう懸命に勉強してほし

い。」 

 時々涙を浮かべながら自らのつらい過去とがんばりを語ったにもかかわらず，笑顔で，

こちらを気遣うかのように語る Jaime さんの強さとやさしさに触れ，なぜそうなれるの

かと考え，生徒自身の考えや思いがとても甘いと感じる生徒が大半でした。 

 

DAY4 現地と接続しての研修３ UP の大学生と貧困問題を考える 

 本日はフィリピン大学（UP）の生徒との意見交換です。フィリピン大学の学生からの

話だけでなく，日本側の生徒も日本の現状について話をし，意見交換を行いました。こ

れは，NPO 法人アクセスの提案で，お互いに情報を交換することで対等に意見交換でき

るようにするためです。 

フィリピン大学はフィリピン最高峰の大学で，

コミュニティー開発の分野で有名です。出身生が

立ち上げた NGO も多く，海外からフィリピンでイ

ンターンシップを経験しながら大学で学ぶ人も

います。まずは，広大なキャンパスのツアーです。

緑の多いゆったりしたキャンパスは，昨日のトン

ド地区の光景と大きく異なります。 

 大学生の生活を知るため，自室の紹介や日常生

活の紹介をしてもらいました。また，日本のアニ

メが好きであることや，日本の街はきれいで，日

本人は勤勉かつ礼儀正しい印象とのことでした。

彼らの友人の中には，スクラップの金属で作られ

た家に住んでいるものも多く，地方の行政からの

そのような家族へ支援はありましたが，授業料は払わなければならなかったため，基金
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などに頼れる場合以外は授業料を払うのが難しかったようです。政府からの支援が改善

したのは最近のことのようです。 

日本の生徒からも，実は，日本にも貧困問題があることを知らせました。老人やひと

り親の場合，生活が困窮することがあるという例を伝えると，フィリピンの学生たちは

驚いていました。 

意見を交換している中で，教育が受けられないと貧困の連鎖を生むため，教育を受け

られるようにすることが大変重要であることに，生徒たちは気がついてきました。一緒

に行動する，何かを生み出すことが大切と語る生徒もいました。一方で，根本解決にな

るようなことを考えていく難しさも感じ取ったようです。 

 

DAY5 事後研修 振り返り・今後に向けて 

 研修を終えて，振り返りの時間を持ちました。対話した後に Jaime さんから送ってき

たメッセージも紹介されました。ここまで深

く自分達のことを思ってメッセージをくれ

たことに，生徒たちは感動をしました。 

話すことで頭が整理されるので，まとまっ

てなくても言ってみることが大事というア

ドバイスのもと，参加者各自が自分の思いを

まとめることになりました。まずは，ジャム

ボードを使って，意見をまとめていきまし

た。それが，下記に示すものです。 

 

 フィリピンの人のなかには，こんな勉強ができるのは特権だと思い，日本から来る人

に嫉妬しているという人もいたようです。しかし，アクセスの活動を通して，心を開き， 

深い話を得られるようになったといいます。NPO との信頼関係があるからで，一度ぱっ
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と行って，いきなりそんな話が聞けるわけがないということも知っておく必要がありま

す。自分が大事と思った人に対して，行動を起こせるかどうか。行動している自分に満

足するようなら，それは自己実現のためだけに動いていることになり，フィリピンの人

たちを自己実現のために消費していることになるという指摘に，多くの生徒が共感して

くれたと思います。 

 その上で，どのような支援や取り組みができるのかをグループに分かれて考えました。 

心のケア，小さい子供の支援，教育の強化，雇用を生み出す，食べ残しをしないなど，

様々な意見が出ましたが，これに対して，次のようなアドバイスをいただいています。 

 ・当事者の声に耳を傾け，根本的な解決を考え続けてほしい。例えば・・・ 

・なぜ貧困が起こるのか 

フィリピンの漁業従事者の収入減 

外国から来た大型船が，近海で大量にとっていく。 

小型船しか持たない漁師は，稚魚の減少により漁獲高が減少。 

皮膚病増加の原因 

バナナプランテーション 飛行機から農薬 

周辺の民家の洗濯物を汚染  

・日本で多くの体験や，本から得る知識は，現地に行ってからの想像力を必ず伸ばし

ます。日頃から心を磨くことが，現地での学びの効果を最大限にします。 

・大きな目標過ぎてもすぐに実現できません。今できることから少しずつやることが

大事です。1000 人助けたかったらまず 1名を助けることから，今自分が思うことか

ら始めることが未来につながります。 

 このような考え方で，NPO 法人アクセスが行っていることを整理いただきました。 

 ・就学支援 

学費が無償でも，制服・文具など校納金が払えない → 文具支給 

朝ごはんが食べられない・おなかがすいて行けない → 給食支給 

 ・子どもの権利を守る活動 

いじめ・体罰 → 家での虐待暴力暴言を使わないで育てる重要性のセミナー 

セミナー10 年続いた地域では，地域が議会に働きかけ夜の外出制限の条例制定 

 ・生きる力をつける補習 

大切に思う人がいないことでドラッグや・早婚につながっている現状 

→ 土曜補習開催 → 楽しくないと続けられない → 補習を楽しい時間に 

大切な人 5 人を書いてその説明をさせる ＝ 言語化の練習・大切な人気づき。 

 これによって，支援する場合に大切なことは，原因を取り除くためにどのようなこと

を行うかであり，原因を突き止める調査が大事であること，継続することで効果が表れ

てくることを認識できました。 

 最後に，今回の研修を受けた生徒から，みんなと協力して何かのアクションを起こし

たいと考える生徒向けに，今回の対話した人たちとのつながり方や，グループラインへ

の参加等が案内されました。 

 以下に，生徒の感想および今回の研修のアンケート結果を示します。 
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生徒の感想 

 
立命館守山高等学校 高校 2年 F.M. 

今回，このオンラインフィリピン交流会を終えて私がもっとも思ったことは，もっと⾃分の国のこと
について詳しくなりたいということでした。このように感じたのは２⽇⽬に同世代の⼈たちの話を聞い
たことによるためです。 
  彼⼥たちは全員が『毎⽇を⽣き抜いていくために⽣きている⼈』でした。ある⼦は，⽇々の⽇常で幸
せと感じる時は⾃分の⽗親の世話をしているときで，寂しく思う時は世話をしているのが自分㇐⼈であ
ることだと思うときと話をしていました。またある⼦は「どの様に⾃分の⼈⽣の話をしようか，，」と話を
切り出し，⽣まれた時から両親と会ったことがなく両親に会うために必死に勉強して，祖⽗⺟にもたくさ
ん孝⾏して⽣きていたのにも関わらず，突然の⽗親が刺殺され，⺟親が薬物問題によって牢屋に⼊れら
れ，「なんで⾃分に，なんで私の家族に，なんで，，神様，，」と，⼈⽣の過酷であったはずの思いを語って
いただきました。 
 私はもともと海外に興味がたくさんありました。そのため⾼校㇐年⽣の頃はありがたいことに交換留
学を経験する機会を，親は私に与えてくれました。もちろん，その時は㇐⼈の⽇本⼈として，⽇本代表と
して過ごしていたわけなので，⼈⼝や宗教，伝統⽂化など⽇本について調べ，「⽇本ってこんな国だよ〜」
と紹介して知ったつもりでいた。しかし今回学んだ様な貧困や教育についてはあまり触れてきませんで
した。せいぜい「⽇本はホームルームがあるよ〜」程度だっただと思います。もちろん私は⾃分の交換留
学の期間を無駄にしてしまったとは㇐切思いませんが，『何が⽇本代表だ』というのが今の私が感じる思
いです。⾃分の⽣まれ育った国の環境も知らずに何をしているんだと。彼⼥たちが話してくれたのは⾃分
が住んでいるアジアという同じエリアで実際に起きていることなのに。 
 進路はまだまだ定めきれていない状態ですが，少なくとも残りの⾼校⽣である期間海外の ⼈との交流
もたくさん続け，同時に⽇本のことについて学んで聞く機会を積極的にとっていきたい。そしてまたひと
まわりふたまわりと⼤きくなっているであろう私になって，外にでて⽇本代表として⽣きていきたい。 
 今回の研修は現代に⽣きていく上でとても重要なことを得られた有意義なものになった と思います。
この様な機会を設けていただきありがとうございました。 
 
 

立命館守山高等学校 2 年 K.A. 
フィリピンオンラインスタディーツアーでは，事前にフィリピンについてたくさん調べて，準備をし

て参加することができました。フィリピンには大きな貧富の差があり，毎日生きることがあたりまえでな
い人がたくさんいること，子どもに教育を受けさせることをとても大事に思っていることを学びました。
学校にいって勉強がしたいけどできない子どもがいて，だけど別の国では生徒が口を揃えて学校に行き
たくないと言っていて，働きたいけど仕事がなくて困っている人がいて，だけど別の国では働きすぎで倒
れる人がいるというのは，やっぱり不思議で，難しいけどどうにかならないものなのかと思いました。 

フィリピンのいろいろな問題を聞いて，とにかく全体的に政府の統治のようなものが効いていなくて，
放っておかれていることが原因に感じました。特に，新型コロナウイルスについてのところで，フィリピ
ンではいろいろ整っていないところが多くて，厳しい対処をするしかなかったのではないかとおっしゃ
っていたときに，とても納得できました。 

フィリピンの現地の方のお話を聞いている間は，いつもメモをとっていたのですが，実際にスラム地
域に住んでいる方のライフストーリーを聞いているときは，メモをとることなど頭にありませんでした。
話を聞いた後は遠慮でもなんでもなく，なんと言ったらいいのか分かりませんでした。上手く言う術がな
いけど，自分の気持ちを何とか言いたくて，とにかく話してくださったことにとても意味があったしあり
がとうと思いました。そして，彼女たちに会いたいと思いました。彼女たちの壮絶な人生の話を聞いて，
みんないろいろなことを考えたと思うけど，私は，私たちは恵まれているけれど，私たちがラッキーだと
いう言い方は合っていないように感じました。フィリピン研修も含めて私が今までに生きてきて学んだ
ことは，みんないろいろ抱えているということです。日本で恵まれた環境のなかで生活していたらみんな
幸せなわけではないし，逆にフィリピンで生活するのが大変な人も，最高に幸せだと思えるような思い出
を，この先，生きているなかでつくることができます。特に，私たちがそのサポートをすれば。私は彼女
たちの話を聞いて，自分たちについて考えて，あの人は苦しい生活をしているから不幸なのだろうとか，
あの人は恵まれているから楽して生きているのだろうとか誰も決めつけられないと考えました。特に，彼
女たちの笑顔やダンスから私たちは元気をもらえました。 

 
 

三崎高等学校 高校 1年 R.N. 
今回はこのような素晴らしい機会を提供して頂き，本当にありがとうございました。 
私が初めてスモーキーマウンテンのことを知ったのは，中学生の時でした。ドラマを見ていて，スモー

キーマウンテンが出てきた時，ごみの山からゴミを拾って暮らしていくなんて，すごい面白い設定を作っ
たなぁと思っていました。その時，そのドラマにはまっていて，ドラマのことについて色々調べていた時，
偶然そのゴミの山は実際のフィリピンのトンド地区の現状だと言うことを知り，本当に衝撃を受けまし
た。それから年が経つにつれてトンド地区という名前も，フィリピンにあるとういうことも忘れてしまっ
ていましたが，その時の衝撃だけは忘れられず，ゴミの山で暮らしている人たちの映像だけが記憶に残っ
ていました。今回の研修が決まり，フィリピンの貧困のことを調べていく中で，トンド地区のことが出て
きた時，これはあの時のやつだ！となりました。実際にトンド地区に住んでいるの方のお話を聞くと，中
学生の時の想像を遥かに超えていて，今の自分の状況がどれだけ幸せなのかが身に染みて感じました。 
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私は普段，田舎にある高校の寮で暮らしています。コロナ禍であることもあり，ここ最近は学校の人と
しか関われていませんでした。このフィリピンオンライン研修を通して，フィリピンの方はもちろん，日
本各地の同年代の子達と ZOOM越しではあるけれど出会えることができて，新鮮でとても楽しかったです。 
今も色んなことが重なっていて，苦しい時もたくさんあるけれど，今ある環境下で最大限の挑戦，そし

て努力をしていこうと思います。  
 
 

立命館宇治高等学校 1 年 K.M. 
今回，フィリピンオンライン研修を終えて多くの刺激をもらいました。刺激になったことは三つです。

一つ目は，フィリピンという国について詳しく知れたことです。僕はかつてマレーシアに住んでいたので
なんとなく東南アジアについて知っていたのですが，フィリピンには行ったことがありませんでした。だ
から事前研修で，フィリピンについて深く知れたのでよかったです。2つ目は，環境についてです。トン
ド地区についての映像を見たときに，すごい刺激をもらいました。正直自分が住める許容範囲を大きく超
していたので，びっくりしました。だから，自分がいかにいい環境にいるのかのと，世界にはまだまだこ
ういった場所に住んでいる人が多くいるのだと改めて実感しました。三つ目は，自分が知らないうちに，
上から目線になってしまっているということです。日本は発展している，，，などと意識的に考えたことは
ありませんが無意識に上から見てしまっている自分がいてすごく嫌になりました。でもこれらは無意識
に思ってしまっていることで，自分は知らないうちに自分が恵まれていることを認識しているのだと思
いました。これら 3つのことを学び，自分にむちを打とうと思いました。だらしない自分をただして，知
らないうちにサポートをしてくれている親に感謝し，勉学に励みたいと思いました。やりたいことできる
なら，やる。こう思って生活していきたいと思いました。 
 

 
立命館宇治高等学校 M.M. 

私はこの研修を通して，様々なことを学びました。フィリピンに行ったことはあったけれど，現地の若
者の人やスラム街などに住む方に出会ったことははじめてでした。 
一日目では，フィリピンの外面と内面のギャップの大きさに驚きました。英語が話せる人と話せない人，

教育をしっかり受けられている人とそうでない人，2階建ての家に住んでいる人と都市貧困層がいること
などです。しかし，そんな中でも子供たちの遊びはバスケ，おにごっこ，若者は SNS など，似ている部分
もあって嬉しく思いました。また，日本では当たり前である，補助金，例えば生活保護金の手当てが少な
いことに驚きました。日本は生活保護をもらうことで生きていける人が多い中，それに頼ってお金を稼ぐ
ことを諦めている人も多い，と感じ，フィリピンの政策は「ライオンの子は自分の子を崖から落とす」の
ことわざのようで，間違ってないのかなと思いました。でも，それにしても本当に学校に通いたい子供た
ちもいる中で，すごくやるせない気持ちになりました。そして，フィリピンの COVID-19 政策は本当に素
晴らしいと思います。他国と比べても一番長いロックダウンもしながら，政府も国民もちゃんと指示に従
って行動していて，日本みたいに緊急事態宣言なのに街に出歩く人がいないことも尊敬します。学校がま
だオンラインになっていることを聞いて，すごく勇気のある判断だなと思いました。 
またフィリピンの交通事情を見ていると改善されてきているようですが，すこし危なげだなと思いまし

た。歩道橋が出来たのがつい最近だったり，車同士の距離のギリギリさなどもはらはらしました。しかし，
フィリピンのストリートネームは，フィリピンの特徴からきているという話を聞いて素敵だなと思いま
した。 
3 日目に，実際のスラム街と呼ばれるコンゴ地区を散歩させてもらった時の素直な印象はすごい，でし

た。自分たちで自然のものだけで作られた家は素敵で，確かに衛生面，防犯面など心配なところもあるか
もしれないけど，自分たちで作った家に愛着を持つんだろうなと思いました。また，ガーデニングが好き
なおうちは植物が置いてあったりして，多様性があって面白かったです。 
3 人の私たちと同世代の子達の話を聞いたことで学んだことは山ほどありました。彼女たちは同じ世界

にいながらも全く違う人生を歩んでいること，私とは桁の違うほど悩みを抱え，戦っていること，はるか
に辛くて苦しい経験を数え切れないほどしてきたこと，彼女たちの家族への愛は何と比べても勝てない
こと，日本に住んでいてありえない生活など，聞いていてやるせない気持ちになりました。そして本当に
尊敬します。悪いことも何もしていない子達が，なんで 3食美味しいご飯を食べたりするような，私たち
と同じ生活ができないのだろう，それは不公平なのではないかと思いました。またフィリピンの人が私た
ちのようにプログラムに参加する人達のことを嫉妬するという話を聞いて，泣きそうになりました。私た
ちができるのは，したいことができない子がたくさんいる中，精一杯自分の置かれている環境に感謝し
て，出来ることをすべてやること。優しさと笑顔は世界を救うことが分かったので，一生失うことのない
ようにします。 
これから世界のことに目を向けていく中で，毎回，自己満足じゃなくて人のためになっているか，とい

うことに自分に問い続けていくことが大事だと思いました。そのためには現地の人のリアルな声を聴き
続けて根本的に問題が解決するように考え続けていかないといけないです。また，様々なバックグラウン
ドを持つ人の意見を聞くことで，幅広い視野や考え方，価値観を学べることもこの研修で実感しました。
これらは将来，誰かを助けようとするとき，絶対力になってくれると思うので，これからもこういうよう
な研修があったら積極的に応募したいです。 
最後に，企画を考えてくださった先生方，野田さん，泣きながら自分の経験を話してくれた子達，大学

生たちにとても感謝しています。ありがとうございました。 
 
 

飯野高等学校 Y.N. 
今回のフィリピンオンラインスタディーツアーで学んだことは大きく二つあります。 
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まず一つ目は，フィリピンという国が日本に住んでいて絶対に経験しないような状況の中で生活してい
る人たちがたくさんいる国であることを知ったことです。今までフィリピンは発展途上国で，スラムが多
くある国だと学校で習う教科書にいるような表面上の情報しか知りませんでした。しかし今回の研修を
通して，実際のフィリピンの状況を現地の人の生の声で聞くことができ，今の私たちの生活がフィリピン
に住んでいる貧困層の人やスラムに住んでいる人にとって幸せすぎることで，このような幸せな環境下
でしっかりと教育を受けることができ，毎日家族と一日三食食事をするといういわゆる私たちにとって
普通のことは喉から手が出るほど羨ましい事で，このような整った環境下で生活しているからこそ精一
杯学んで一生懸命生きていかなければいけないのだというこれからの私たちの人生において大切な教訓
をフィリピンの方々のお話から学ぶことができました。 
 次に二つ目です。二つ目は実際に思っていたとしても自分の中で留めていては意味がなく，自分の思

いを伝えて，行動に移していくことの大切さを学ぶことができました。私はこの研修に参加するまで自分
の意見があったとしても初対面の人たちと話すとなると全く積極的に発言できるような人間でした。し
かし，今回の研修を通して前までの引っ込み思案な自分の殻を破ることができました。そして，それが自
分にとって今回の研修で得ることのできた一番の成長です。 
 無知であることは自分の手で救えるかもしれなかった人々を見殺しにしてしまうのと同じ。少し言葉

は過激かもしれませんが，私はこう考えました。今回，自分の英語力の無さとともに自分がまだまだ無知
であることに気づかされました。そして，遅いかもしれませんが深く知ることができたことで困っている
人々を救える手立てや自分が取るべき行動を考えることのできるきっかけとなりました。私の周りの友
達の多くは，様々なことを知ろうとする人ではありません。実際，今まで行ってきた探究活動を思い出し
てみると私を含めまだまだ無知な部分が多いことで自分を不利にしてしまう友達がたくさんいました。
なので，これから探究活動をする上でのヒントにして欲しいという思いを持って今回の研修で学んだこ
とを友達に自分にとってのアウトプットという形で共有し，少しでも様々なことに興味関心を持って取
り組むことの大切さを共にわかることのできる存在が増えていくといいなと思います。今回の研修はこ
こまでのことができてこそ完了することだと考えたので最後まで頑張りたいです。この研修を通して出
会うことのできた人全員に「Thank you po.」 

 
 
文部科学省 SGH における指標で高い数値を示した項目 

I. 基本態度 1) 自国の文化や歴史を知ることは重要であると認識した 

I. 基本態度 2)訪問国の文化や歴史を知ることは重要であると認識した 

I. 基本態度 4) 自律的な学習，知識的なバックグランドがより必要であると感じた 

I. 基本態度 5) 英語を学ぶ意欲が高まった 

I. 基本態度 6) 国際的な社会問題，環境問題等への課題意識が高まった 

II. 自律心  3) 知識・スキルの向上の努力ができた 

II. 自律心  4) 自ら学ぶスタンスで研修に参加できた 

II. 自律心 5) このプログラムで学んだことを日々の活動に適用しようと思った 

II. 自律心  7) 困難な状況でも，今できることを考え，その場を乗り切るために自ら

行動するチャレンジ意識が高まった 

II. 自律心  8) プレゼンや調査結果，議論など，質へのこだわりをもってより良いも

のをつくる意識が高まった 

Ⅶ.コラボレーション力  4) 自分が普段一緒にいる人以外にも，自分の考えをうまく

伝えられるよう意識した 

Ⅸ. 自己管理力 1) 研修・プロジェクトの目的を理解し，その中で自分が果たすべ

き役割・作業を意識した 

以上のように，多くの項目で高い数値を示しました。この理由は，冒頭のポイントに

も書きましたが，一方的に相手の話を聞くのではなく，日本の現状を知らせて比較し

たり，グループでプレゼンテーションをまとめて共有したりするなど，研修中に参加を

する仕組みが多く取り入れられたからと思われます。一方で，思考力・情報収集力

の数値が伸びていません。今後の課題としたいと思います。 
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第５章 ２．教科と結びつく研修 (4) 

 

オンライン研修・国際会議のメリットとデメリット 
 

 

 コロナ禍において，リアルな対面でない研修や国際会議が企画されてきました。その

特性を理解し，今後の計画に活かすために，その主なメリットとデメリットをまとめま

す。 

 

メリット 

現地に行く必要がなく，移動時間や移動費用がいらないため，参加しやすい。 

・参加者の数を増やせる 

・多様な参加者を募れる 

講師も，講演場所まで来る必要がないため，スケジュールを組みやすい 

・今までなら実現しにくかった講演を聞く機会を持つことができる 

短時間なら，画面に集中することで，気が散ることが少ない 

リアルでは訪れることができない危険な場所も体験できる 

別のツールを組み合わせて活用しやすい（全員スマホ化 PCの前） 

事故や病気のリスクがなく引率負担が減る 

 

デメリット 

長時間の研修や会議は，かなり疲れる 
・受講側は長時間の集中が難しい 
現場の空気感などを感じることが難しい 
・全体が見えにくい 
・相手の反応がわかりにくい 
・休み時間や食事時間の会話を持てない 
 何気ない会話から理解が深まる機会を持てない 

現地のネット環境や時差に影響される 
双方向でのやり取りには限界がある 
・身振りや熱量，参加者全員の反応などが伝わりにくい 
・参加者同士の対面交流がないため，意見交換が難しい 
気軽に参加できるが，研修に終日拘束されていないため欠席や遅刻が起こりやすい 
視聴者になりやすく参加している意識が低くなる 
一度でも現地を訪れ相手がわかっている場合に比べインタビューに深みが出ない 

 
デメリットを軽減するための方策については，それぞれの研修で試みられてきました。

事前の準備がリアルな対面研修以上に重要です。発言を促す手法，休憩時間や自由な会

話の時間の設定の重要性など，それぞれの研修の項目中に記載しています。今後，リア

ルな対面の研修が再開しても，オンラインと組み合わせたハイブリッド型が有効と考え

ており，次年度以降は，ハイブリッド型研修の開発を行いたいと思います。 
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第５章 ３．教科と結びつく企画 (1) 

 

立命館アジア太平洋大学（APU）国際学生とのオンラインディスカッション 

 

 

 2020 年３月，新型コロナウイルス流行による全国一斉休校に入り，本校でも約３か

月にわたって休校期間が続きました。IM コースでは３月半ばより，学部説明会や卒業

生による他大学海外大学への進路講演，また PBL 型学習におけるプロジェクトの引継ぎ

などオンラインを活用した学びの継続に取り組んできました。４月当初から，オンライ

ン準備が整った教科から授業が始まり，５月からは時間割に基づいた各教科の授業が実

施されることになりました。 

 本来新年度が始まる４月初旬ごろより，登校できないことによるコミュニケーション

の減少，特にイマージョンの減少により英語

を話す時間が限られることへの不安やフラス

トレーションを抱える生徒への機会の提供の

目的で，オンラインディスカッションを構想

し始めました。実施内容は少人数のグループ

ディスカッションによる英語でのコミュニケ

ーションとグループで話し合った結論を他グ

ループに対してプレゼンテーションする２部

構成で，参加者全員が英語を話すことを狙い

としました。ディスカッションには APU 国際学生の協力を得ました。様々な問題につい

て，多様な背景を持つ国際学生とディスカッションは，探究学習の基礎となる力も要請

されることを期待しましたが，期待通りとなりました。第３回以降は，連携校にも参加

の機会を提供しました。 

 

企画内容 

 ①出席確認および ZOOM の使い方・テーマ・当日進行の説明（５分） 

 ②ブレークアウトセッション（３０分） 

 ③グループプレゼンテーション準備（２０分） 

 ④メインルームにてグループ発表（４０分） 

 ⑤講評（５分） 

 ⑥（事後）Eメールにてアンケート（Google フォーム）送信 

各会日時およびテーマ 
第 1 回４月２３日（木）・第 2 回４月２４日（金） “COVID-19” 

① What is the current situation with Coronavirus in your country? 
② Given the current situation with lockdowns and stay at home orders, what is something that 

you have realized, or become more aware of in the world? 
③ What role should the media have during emergency situations like the Coronavirus? 
④ What are the responsibilities of the individual, government and international community in 
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pandemic situations? What influence should each have on the others? 
⑤ How will the world change after this situation with Coronavirus? 
⑥ What should countries do in the future to be better prepared for pandemic situations? 
⑦ Which country has had the best response to Coronavirus? Which country has had the worst 

response? Why do you think so? 
第 3 回５月２１日（木）・第 4回５月２２日（金） “Education“ 

① What is the purpose of education? 
1. Should it be to create lifelong learners (more of a liberal arts approach) or more career and 

skills motivated (a vocational approach)? 
2. Should it be student driven, as in, students choose everything that they study? Should 

everything be decided by teachers or by government officials? 
② Describe an average day at your high school or university 

1. What are the most enjoyable parts? What are the most challenging or difficult? 
2. How do students travel to school? 

③ How do you feel your education has prepared you for your life as an adult? 
1. What have you learned in school that you think you will always remember in your life? 

(This can be knowledge such as facts, or skills.) 
2. How do you think your education will connect with your job and life in the future? 

④ What is the best kind of education? 
1. Should there be a global educational standard? Why or why not? 
2. Is study abroad the best way to learn about how the world is? 

 

第 5 回７月１０日（金） “Racial Inequality” 
① How should issues of race be discussed? 

1. What is the role of empathy (understanding other people) in discussions of race? 
2. Are there issues, topics, or opinions that should not be included in discussions about race? 

② How should we educate ourselves and future generations to think that all races are equal? 
1. Should we stop categorizing countries by their economic development? 
2. What is privilege? Should the concept of privilege be taught in educational settings? 

③ What is the role of media in promoting or fighting social norms regarding race? 
1. Should news reports take a side during protests regarding race? Is it possible to be 

completely neutral? 
2. How do movies, tv shows, and the news mold and change our views on race? 

④ What experiences have you had with racism? 
1. How did you react? 
2. Is there anything about these experiences you wish you could change? 

 

第 6 回９月４日（金） “Language” 
① How did you learn your second language? 

1. What methods do you think are effective when you start learning a new language by 
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yourself? 
2. What advice would you give someone learning a new language? 
3. What obstacles have you encountered when learning a new language by yourself? 

② Why did you start learning more 
languages? 
1. What are your short and long goals for 

the language(s) you are learning? 
2. How important is motivation when you 

learn a new language? How do you 
motivate yourself to study a language by 
yourself? 

3. Do you think learning a new language 
can only be enjoyable or is effort 
necessary as well?  

③ How are language and culture connected? 
1. What challenges would there be if you only learned the language, but nothing about the 

culture(s) that use the language? 
2. How important is cultural sensitivity in learning a new language? 
3. In what ways do you believe your way of thinking changes or stays the same when you 

change the language that you are using? 
④ How does globalization affect our view of language(s)? 

1. Since the majority of English speakers are second language learners, who does English 
belong to? 

2. Since we live in a globalized world, what foreign languages do you think should be 
introduced in the schools in your country? Explain your choices. 

3. Should there be a global language learned and used by all people? 
 

準備 

 準備手順 ① APU 事務局と日時調整および参加学生の手配依頼 

②  ネイティブ教員によるテーマと質問の作成 

③  参加生徒募集（ALネットワーク校への周知） 

④  参加生徒へのテーマ・ZOOM ID/PW・当日連絡先の伝達 

⑤  当日の出席確認（生徒・APU 学生） 

 

参加者数および学校名 

第 1 回・第 2回 立命館宇治高校生（41 人） 

第 3 回・第 4回 立命館宇治高校・立命館慶祥高校・立命館守山高校・聖光学院高校 

福岡雙葉高校・東明館高校・市川高校（91人） 

第 5 回 立命館宇治高校・立命館守山高校・立命館高校・福岡雙葉高校・大宮高校（38人） 

第 6 回 立命館宇治高校・立命館慶祥高校・福岡雙葉高校・聖光学院高校（27名） 
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参加者の感想 

・英語で人種差別について話した事がなかったのでとても難しかったけれど，先輩達の英語

力や APU の学生さんの言っていることを聞いて，私も留学に行って帰ってきたらこのよう

な難しいトピックについても自分の意見を言えるようになりたいと思えました。 

・絶対に自分にとってプラスになったと思う。この交流会はすごく良い経験になった。１カ

国からではなくて，色々な国の人たちとコロナのトピックについてお互いの意見や思って

いることを交わし合うことで実際に他の国の人たちがコロナをどう捉えているのかを知れ

て面白かった。やはりそれぞれがそれぞれの意見を持っていて，自分がいかにニュースに興

味を持っていなくて，様々な事象について自分の意見を持っていないなと思った。また，あ

そこにいた人全員がすごく積極的ですごく刺激になった。大学でもああいう環境で学びた

いなと思った。 

・日本人の考え方でしか今までは考えられなかったけれど，APU の海外から来た先輩方の話

や global に物事を考えられて色んな視野から物事を考えることができました。あと，自分

は来年大学に進学をするつもりで APU を考えていたので，APU について質問も何個かできて

良かったです。もっと情報を得るためにニュースだけじゃなくて新聞や本などでも得よう

と思いました。情報を得るときにその情報が正しいのか正しくないのかをもっと critical

に考えようと思いました。 

・自分の英語力を再認識することができました。私は今留学中で，現地の人と学校の授業な

どを通してコミュニケーションをしていくことを軸に英語力の伸びを実感してきていまし

た。私は将来，世界のビジネスの世界で生きていきたいので，そこに一歩でも前進するため

に今回のディスカッションに参加してみました。結果はというと，ダメダメでした。正直大

変悔しかったです。グループのみんなの喋っていることが 20%ほどしか理解出来なくて，発

言どころではありませんでした。自分には自信がついているだろうから発言することは容

易いことだろう，と考えていましたが，実際は英語力や周りとの差を感じて自信を徐々に無

くしていました。このディスカッションに参加した生徒の中には，発音や英語力が私より低

い人もいたかもしれませんが，彼らは自信を持ってはきはきと喋っていて，説得力が強いよ

うに感じました。たくさん頷くことでオーディエンスとしての質を上げている人もいまし

た。などなど，このディスカッションを通して本当に多くを学び，素晴らしい経験にするこ

とができました。次の機会があれば，ぜひ参加します。 

・Every student is different; they have their unique personal experience and various opinions. What I 
think is good about this event is that I can share with them my thoughts and learn something new from 
them. Considering the theme of this session, I was also glad to hear that students have a critical mindset 
and try to derive their perceptions. 
・I have been doing Local Exchange Program with Japanese students for so many times, but this is 
the first time I saw students so confidence and enthusiastic in speaking up in English. Honestly, I was 
very happy. 
・I would like to have more time with students. Some of them are shy or sometimes lack the confidence 
to express their opinion, that can be due to various reasons - the language barrier, not sufficient 
knowledge of the topic, or simply the personality trait. But, since the main purpose of this program is 
to practice, maybe more time or interactive activities will help them to open up more. 
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第５章 ３．教科と結びつく企画 (2) 

 

マイプロジェクトアワード 2020in 立宇治 

 

 

マイプロジェクトアワード 2020in 立宇治は，2019 年より開催していて，本年で 2

年目を迎えます。マイプロジェクトアワードの地域大会への学校代表を決める大会と

して位置付けています。本年度は 12 月 11 日（金）16 時 15 分～18 時 45 分に開催しま

した。SGコースのコア探究の完成年を迎え，校内のプロジェクトの底上げができてい

ることが実感できる大会となりました。このような発表の場を設けることで，発表に

向けての取り組みが高度化させること，優秀な取り組みを共有すること，発表のリフ

レクションでより高度化させることなどを目的としていますが，その目的が達成でき

たと思います。 

＜参加プロジェクトと概要＞ 

① 「立宇治・水原 学習交流プロジェクト」 

韓国に行きたい！という思いから企画が始まり，今ではインスタグラムや ZOOM などの

アプリを使ってコミュニケーションをとっています。先日は放課後に交流会を行い，お

ススメの食べ物やスポット，グッズ，お店や言語，日韓関係について話し合いました。

コロナが収まり次第現地に赴き，実際に交流することが目的です。 

 

②「ふじふじ」 

 日本のシングルペアレントを様々な視点からとらえ，シングルペアレントが生きやす

い未来を考えた。世界で一番シングルペアレントが多い日本はシングルファーザーに

比べシングルマザーが多い。私たちはその原因や現状についての発表を行う。 

 

③「漢字であそぼ」 

 SDGｓの授業の一環として立ち上げた企画。海外に住んでいる日本人が日本語を十分学

べない環境にいることを知り，ZOOM でオーストリアに住んでいる日本人の子どもたち

に授業を行っている。 

 

④「FOODLOSS in Rits Uji」 

今，世界で問題となっているフードロスについて，立宇治にフォーカスを当てて取り組

みを行いました。ポスターでの啓発や食堂でのごみ箱設置を通じて現状を把握し，最終

的には立宇治のフードロスをなくす活動をおこしていきます。 

 

⑤ 「ムーン／災害に強い街づくりを」 

近年，日本で災害が頻繁に起こっています。その災害の威力は強まってきています。災

害大国日本が世界に先立って災害対策を示していくべきです。そこで私たちのグループ

はスーパーのポイントカードシステムを利用し防災グッズを配布することを考えました。 
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⑥「＃丹後のミカタ」 

 京丹後の魅力を少しでも多くの人に知ってもらい，京丹後ファンを全国に作ることを

目標としたプロジェクト。これまで学園祭で特産品の販売やオンラインツアーの企画

などを行ってきた。  

 

⑥ 「Rits Online Cafe」 

コロナウイルスの影響で留学に行きづらくなった今，オンラインで海外の学生とつな

がるプロジェクトです。お互いの勉強している言語の教えあいや，SDGｓに関連するト

ピックについて，学生が話し合う機会を作っています。 

 

⑧「Compass」 

  ラオスの中学生を対象に，キャリア・英語・環境の 3つの分野において授業をしていま

す。ラオスにはない新しい教育を実施し，普段世界と関わる機会がない中学生が日本の

高校生と関わることで，彼らの視野を広げ将来に繋げることを目的としています。 

 

⑨「プラアース」 

  GLS の中で宇治市を中心として日本のプラスチックゴミ問題に対する意識の向上のた

めに活動している 5 人グループ。宇治市のヨシという植物でできたお箸を販売するな

どの代替品の紹介を通じてみんなにプラスチックを選ばないという選択を考えてほし

いと思っています。 
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第 5章 ４．研究会  

 

研究会・WWL 研究報告会開催 

 

 

 WWL の成果を普及し，AL ネットワーク事業連携団体と連携校間での共同事業推進のた

め，立命館宇治高等学校（拠点校）において研究会を開催してきましたが，本年度はコ

ロナ禍のために，オンラインで公開授業研究会のかわりに公開研究会（10 月 27 日）を

開催しました。WWL 研究報告会（1月 24 日・25日）も，オンラインで開催しました。 

 

公開研究会 

 テーマ「取り組みの継承とブラッシュアップ」「探究スキルを育てる指導」 

 当日のスケジュール 

・16 時～00 分 ごあいさつ 

本校の取り組み紹介（取り組み全体像とキャリアリンク教材の活用 

・16 時 25 分～ 高 2と高１の取り組み 

・16 時 50 分～ 生徒による学び紹介 

・17 時 00 分～ キャリアリンクより 

・17 時 30 分  閉会のあいさつ 

・18 時～20 時 WWL（カリキュラム部会）運営指導委員会 

 

 

WWL 研究報告会 

 

詳細は別冊 

 

 

 

 

第 5章 ５．研究会  

 

WWL 研究報告会資料 

 

 

別冊 
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第 5章 ６．教材ビデオ作製  

 

教材ビデオ作製 

 

 

 検証委員会における昨年度から本年度にかけての意見をもとに，次の 2タイプのビデ

オ活用を行った。 

 

① 生徒評価に活用 

コア探究において、生徒の最終プレゼンテーションを動画で提出させ，評価やアセス

メントに活用しました。これらの動画によって，ルーブリックの精緻化をしました。

また，それぞれの評価に該当するサンプルを分類しておくことで，新しい担当が評価

するときの参考となり，評価のブレをなくすことができます。 

生徒向けにも，優秀作品を観ることで目標設定になることを期待しています。 

② 目標となる先輩像・自己評価時に基準となる生徒像 

プロジェクトで成果をあげた生徒と，その周囲も含めて取材をし，なぜそのプロジェ

クトが成功したのか，そのプロジェクトを行ったことでどのような力が伸びたのかが

わかるようにしました。伸びた力については，以下のように整理しました。 

【必要な能力】 

・他者に共感する力 

・人を巻き込む力 

・コミュニケーション力 

・多様性を認め、尊重する力 

・常識を疑う力 

・やりきる力 

・振り返る力 

・自分の現状を認識する力 

・課題を発見する力 

・一歩踏み出す力 

・周りに影響を与える力 

【プロセスで大切にすること】 

・探求サイクル PPDAC 

 

連携校も含めて 4 本のビデオ（うち 1 本は，昨年作成のものにインタビューを追加

したリメイク）を作製し，Al ネットワークの取り組みがどのように生徒に波及効果を

及ぼしたか，周囲をどのように巻き込んでいったかなどについて，周辺の取材も行い,

ビデオを作製しました。 

作成したビデオは、以下のグループです。 

・立命館宇治高等学校 らおにん 2019 年度卒業生 
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全国高校生フォーラム審査員長賞受賞グループ 

・立命館宇治高等学校 Wakka 2020 年度高校 3年 

  全国高校生フォーラム生徒投票賞受賞グループ 

  コロナ禍でも支援を止めないために，クラウドファンディングに挑戦 

・愛媛県立三崎高等学校 

  SR サミット参加などにより影響を受けた 2020 年度高校 3年 

  過疎による生徒減少による分校化，廃校の危機を救うために，地元と協力し魅力

ある学校に 

・福岡雙葉高等学校 

  ラオス研修参加などにより影響を受けた 2020 年度高校 3 年 

  ラオスでの新規プロジェクトや地域活性化のプロジェクトを成功に 

 

このビデオを入学時に見せることによって，目標となる先輩像を示すことができま

す。何をしたらよいか五里霧中の新入生にとっては，やるべきことと将来の自分の変

化をイメージできるようになります。また、入学時の自己評価を高めにする場合があ

るため、目標となる先輩を観ることによって、今の自分の評価を相対的に判断できる

ようになります。 

卒業前には自分の成長を自己評価する際の基準として使うことを意識しています。

自己評価をする場合、新入生の場合は、困難を乗り越えてきた生徒の中には、自分は

まだまだであると、低めに点数をつけることがあります。入学時と同じように、ビデ

オ内容が評価の基準となり、正確なアセスメントができることを期待しています。 
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第 5章 ７．検証委員会・運営指導委員会  

 

検証委員会・WWL 研究報告会 

 

 

昨年の検証委員会での意見をもとに，ビデオ活用などが進みました。生徒の変容記録，

プロセスや生徒のラーニングヒストリーを示すことで，伸びた生徒と伸びなかった生徒

の比較が明確になるという意見から，ラーニングヒストリーを残す取り組みを行いまし

た。また，目標となる生徒像，アセスメントの時に生徒自身の回答がぶれないように基

準となる生徒像をビデオ化しました。 

本年度は，3 回の運営指導委員会，2 回の検証委員会のほか，個別各委員にアセスメ

ントについての意見を伺うなどしてきました。各日程は以下の通りです。 

07 月 28 日（火）第 1回運営指導委員会  

07 月 30 日（木）河井先生コア探究指導助言 

10 月 27 日（火）第２回運営指導委員会  

11 月 17 日（火）村井先生 指導助言  

11 月 25 日（水）河井先生 指導助言 

12 月 28 日（月）河井先生 指導助言 

01 月 22 日（金）・23 日（土）WWL 研究報告会  

01 月 23 日（土）第３回運営指導委員会・検証委員会 

02 月 25 日（木）河井先生，溝口先生 大学生によるアセスメント報告 

03 月 11 日（木）河井先生，溝口先生 大学生によるアセスメント報告 

 

運営指導委員会・検証委員会の中での代表的な意見について以下に記します。  

・課題研究の取り組みと進路のつながりが出てきています。 

・学びを止めない，オンラインの活発な利用を感心。人に語ることでまとめることがで

き，それによって Keep Track できると感じました。明らかに，高校に大きな転換があ

ったと思います。 

・教員にとってのコアの重要性（カリマネに気づく教員多数）が明確になりました。 

・セレンディビティ，アクシデンタルな学び，偶然性をいかに多く引き起こせるかが深

い学びにつながるのではないでしょうか。そのような仕組みをしたカリキュラムをつ

くるため，経験の蓄積が必要です。 

・文化の違いからくるコンフリクトを乗り越え，何かを作り上げるという体験を通して，

真の楽しさと次への活力が作られるような実践を評価します。悔しさが成長を助ける

ことがあることがわかります。 

・日本の幸福度が低いというデータがありますが，西洋的な幸福の基準で幸福を測るか

らであり，寄付をしたから幸福になるという考えを押し付けることになっています。 

・十分注意されていると思いますが，一般的に，援助する側と援助される側に上下関係

を見る場合が多いので注意が必要です。助けるつもりで行ったら，逆に助けられる経

験をしたということや，10 年後には途上国と状態が逆転することがあるなども想定・

理解し，十分に意識していく必要があります。 
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第 6 章 

     AL ネットワーク連携機関からの報告 
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第６章 １．愛媛県立三崎高等学校 

 

「成長」は 時代や環境に邪魔されない 

連携校 愛媛県立三崎高等学校 

 

 

 AL ネットワークの取組に参画して２年目となった今年度，子どもたちは我々の予想

を大きく超える成長を見せてくれました。 

 まずは，本校としては３回目の参加となった「全国高校生 SR サミット FOCUS」での生

徒たちの成長と他の生徒への還元についてです。コロナ禍の中，オンラインでの開催と

いうこともあって，どのようなインパクトが起こるのか未知数な部分が多かったのです

が，参加した２名の女子生徒は自ら考えて行動し，こちらの予想をはるかに上回る成長

を見せました。オンライン上でのやり取りは，なかなか相手と目を合わせることが難し

く，それ故に，自分たちが考えていることが伝わっているのか，或いは，相手に不快な

思いをさせていないかなど，様々なことを考え，時にはそれがストレスになったことも

あったと生徒たちは語ってくれました。しかし，そのような状況から最善の効果を生み

出すために，彼女たちはグループの中でもリー

ダーシップを発揮し，様々なオンラインツール

を用いたスケジュール管理を行い，グループ活

動の円滑な運営にコミットし続けました。結果

としては，昨年に引き続き，最終日のコンペテ

ィションでは優秀賞をいただき，彼女たちにと

っては大きな自信となりました。その後，この

SR サミットでの学びを生かして，本校でも多く

のオンラインイベントが企画され，彼女たちの

学びは他の多くの生徒に還元されていきました。 

 ２つ目は，こちらもオンラインで行われた「フィリピンオンラインスタディツアー」

での成長です。本校からは４名の女子生徒が参加しました。英語力もそれほど高いと言

えず，海外経験もほとんどない４名にとっては大きなチャレンジでした。 

毎回の研修のたびにノートいっぱいに質

問したいことや疑問点を英語で書き出し，

辞書を片手に画面に向かう彼女たちの姿

から，このスタディツアーから何かを学

び取ろうという熱いものを感じました。

ツアーを終えた彼女たちは口を揃えて

「もっと英語を勉強したい。」と答えまし

た。ツアーの中でフィリピン在中のスタ

ッフの方々が，涙ながらにその人の人生

についてシェアをするというセッション
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がありました。本校の生徒たちはその内容があまり理解できませんでした。ある生徒は

「せっかく私たちのために辛いことや悲しいことを伝えようとしているのに，私は理解

ができなかった。悔しいです。」と言います。言語学習において，最も大切なものの一

つに「学習の動機付け」が挙げられると私は思います。今回のツアーに参加した４名の

生徒たちは，「どうして英語を学ぶのか」について，まさに実体験を通して気が付くこ

とができたのです。 

 上記２つの「成長」は，すべて三崎高校の中，言うなれば「画面の中」で起こったこ

とです。このコロナ禍の時代，普段であれば現地で行っていたイベントやフォーラムを

オンライン上で行わざるを得ませんでした。「オンラインなら別に参加しなくてもいい

か」「実際に海外に行けないなら意味ないなぁ」と参加に手を挙げなかった生徒も少な

くはないでしょう。しかし，結果として，このような時代や環境を言い訳にせず，前向

きに行動したものが最終的には圧倒的な成長を手に入れたのです。 

私は，「こんな時代だからこそ，高校生，チャンスだぞ。」と伝えたいです。今後，ど

のような時代が待っているのか誰にも予想できません。しかし，どんな時代がやって来

ようとも，自ら考え，行動できる生徒を育てたいと，この１年で強く感じました。 
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第６章 ２．学校法人福岡雙葉学園福岡雙葉高等学校 (1) 

 

AL ネットワークでの学びが大学選択に与える影響について 

連携校 福岡雙葉高等学校 

 

 

ケース１ 

 2019 年 8 月 APU Two-Day Summer Camp に，当時高校 2年の 3名が参加しました。コ

ロナ禍ではなかったので，キャンパスで海外学生たちと一緒に活動をし，多くの刺激を

受け学校に戻ってきました。その中の 1名は，2020 年度大学選択をするに当たり，高校

での学びを大学でも続けたい，また大学での学びの中で多様な価値観に触れ自分を高め

たいという強い想いから，立命館アジア太平洋大学に進学することを決めました。  

（生徒からのコメント） 

立命館アジア太平洋大学アジア太平洋学部に進学

し，グローバリゼーションが海洋プラスチックをはじ

めとする環境問題や国同士の対立を生んでいる現状

について学びたいと考えています。大学卒業後は，世

の中の脚光を浴びるものの影に潜む問題や，マイノリ

ティの立場にいて苦しむ人々に救いの手を差し伸べ

られるような人になりたいと思っています。ワール

ド・ビジョン・ジャパンをはじめとする国際 NGO への就職など，現地の人に寄り添い，

彼らの生活を守りながら地域課題の解決に向けた活動に参加するつもりです。   

 

ケース２ 

2019 年 8月 SR サミットに，当時高校 2 年の 5 名が参加しました。5 名の生徒たちは，

自分たちが持ち込んだ企画の「Inclusive Education」への解決策を他の高校生の協力

で深めました。その中の 1 名は，将来カンボジアに学校を設立することを志し，そのた

めの知識と能力を身に着けるため国際教養大学に進学を決めました。その生徒は，SR サ

ミットに参加したことで，目標に向かって進んでいく素地を身に着けたと考えます。 

（生徒からのコメント） 

高校 2 年生のとき全国高校生 SR サミットに参加し

ました。私は鳥取の青翔開智高等学校のグループで，

新しい文化祭をデザインしました。限られた時間の中

で，初対面の人と課題解決に取組むことは簡単ではあ

りませんでしたが，経験や価値観の異なる相手と議論

を交わすことで，自分が予想もしないアイデアが生ま

れることがありました。多様なバックグラウンドを持

つ者同士の交流が，新しいモノやシステムをデザイン

する上で重要だと実感しました。 

2019 年度 APU Two-Day Summer 

2019 年度 SR サミット 
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第６章 ２．学校法人福岡雙葉学園福岡雙葉高等学校 (2) 

 

SR サミットから自主的な活動へ 

連携校 福岡雙葉高等学校 

 

 

2020 年 8 月の SR サミットに本校から 11 名が参加しました。参加希望者は多く，ま

た実際に参加した生徒たちの満足度も大変高いものでした。そこで得た達成感や協働し

て課題に取組むことの有意義さを実感した参加者たちは，その後積極的に多くの活動を

開始しました。 

ケース１ 

 日本の若者の政治に対する関心の低さを改善する方策を探るために，自ら福岡県の衆

議院議員の勉強会に参加し，その後高校生のための勉強会を企画・実施しました。「高

校生のためのシティズンシップ教育」とタイトルをつけ，第

1 回は「もし私が政治家だったら？」，第 2 回は「政治家に

なるには？」とそれぞれテーマを掲げ，実際に代議士にも出

席してもらい，高校生が政治に対して積極的に考える場を作

りました。特に後輩である高 1の生徒たちに多く声をかけ出

席を促し，高校の授業では学ぶ機会の少ないリアルな政治に

ついて関心を持つ機会を作ったことは貴重でした。 

（生徒からのコメント） 

SR サミットではグループリーダーを務め，自分の企画をいかに魅力的に，そしてわ

かりやすく伝えれば良いのかを学ぶことができ，その経験を生かして計画的に企画を進

め，高校 1年生にも多く参加してもらって学んでもらうことができました。 

 

ケース２ 

 自分たちで考えた商品をネット上で販売する会社を

運営するという「高校生模擬起業グランプリ（金融知力

普及協会主催）」に参加した生徒たちがいます。2017 年，

2020 年の豪雨災害に見舞われた，大分日田市の第 1 次

産業林業を応援したいという目標を持ち，日田杉を用

いた「かしつ木」という商品を開発しました。課題発見

と商品開発のためのプレインストーミングはSRサミッ

トで学んだことが多く生かされていました。 

（生徒からのコメント） 

SR サミットを通して，良いプロジェクトにする為には自分達のことだけでなく，相

手のニーズに沿うものにする必要があることを再確認しました。その経験を生かして高

校生模擬起業グランプリでは常にお客様の立場に立ち，何度もメンバーと話し合いを重

ねながら，プロジェクトを成功させることができました。       

衆議院議員 おにき氏と 

日田杉を材料とした商品「かしつ木」」 
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第６章 ３．宮崎県立宮崎大宮高等学校 

 

ＡＬネットワークに参加して 

連携校 宮崎県立宮崎大宮高等学校 

 

 

 ＡＬネットワークへの参加に関わり，２点，報告させていただきます。一つ目は，ICT
を活用しコロナ禍でも生徒の学びを止めないというマインドとスキルについて共有で

きたことです。今年度当初に始まった勉強会に参加し，連携校や協働機関との情報交換

の中で，参加された皆さんの熱い思いに触れ，さらに実現するための ICT 活用のあらゆ

る可能性を示唆していただきました。実践をともなう情報提供のため，臨場感をもって

学ぶことができ，この学びは私たちには強い追い風となりました。これ以降，情報収集

の方向性が定まり，ICT を活用した代替プランの検討やその環境整備を加速度的に進め

ることができ，夏には予定していた英語による課題研究発表をオンラインおよびオンデ

マンドで実施し，例年対面で行う大学生をファシリテーターとする PBL や現地での台

湾，ベトナムの海外連携校との協働プログラムも ICT を活用してリモートで一部内容

を改変して開催でき，期待する効果を生徒が享受できました。これ以降も ICT を活用し

た各種プログラム運営を，トライ＆エラーを重ねながらも実施できています。さらには，

協働機関の Tiger Mov などの協力を得て，３月に国内

外で活躍する人たちと高校生達との出会いを目的と

した「学びフェス in HINATA」を開催するなど，いつ

でも，どこでもつながるオンラインの特性を生かし

て，新たな出会いをコーディネートすることもできま

した。可能性を大きく広げるきっかけを与えてくださ

った AL ネットワークでの出会いに感謝しています。 

 次に，生徒の参加による効果の確認です。昨年度，模擬国連（MUN）に参加しことで

生徒の資質やマインドに大きな変容が見られたことを報告しました。今年度は，2 年連

続参加の生徒 5 名を含む 12 名が参加させていただきました。オンラインでの開催とい

うことで，やや勝手は違っていたものの，昨年度とほぼ変わらないプログラム内容を経

験することができたようです。また，経験者である生徒達が，独自に勉強会を開くなど，

主体的に協働する姿も見ることができました。下記の生徒コメントにあるように，やは

り刺激的な経験であったようで，MUN が生徒達にとっていかに魅力的なプログラムで

あるかを実感させられました。このほか，オンラインラオス研修も含めて，ＡＬネット

ワークの高校生達が協働して経験できるプログラムは，生徒の心を揺さぶり，大きく変

容させてくれます。この中で学べた事を，私たちも次年度以降のＡＬネットワークでの

協働や本校のプログラムの充実に活用していきたいと考えております。 

〔MUN 参加生徒より〕I participated again last year, but I was greatly inspired by the high level of 
English skills and communication skills of high school students from other schools. I was nervous, but 
at the same time it was fun. Thank you for providing such an opportunity.（Botswana : S Mana) 

新たなプログラム「学びフェス in HINATA」 
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第６章 ４．宮崎県立飯野高等学校 

 

全国グローカルリーダーズ summit 

連携校 宮崎県立飯野高等学校 

 

 

連携校である宮崎県立飯野高校では，地域課題（社会課題）を自ら解決を図り実践できる

力を養い，地域で活躍するグローカルヒーローの育成を目指して実践型地域課題解決学習の

研究開発に取り組んでいます。その中で生徒が中心となって，以下の目的で本サミットを実

施しています。 

①多くの飯野高生に同じ経験をしてもらうこと 

②全国の高校生をはじめ様々なセクターの人が

飯野高校に集まる貴重な機会の創出 

③宮崎県えびの市を知ってもらうことで観光振

興などの効果が得られる 

④飯野高校の魅力発信 

⑤参加者が活動の幅をさらに広げ，次のチャレンジを創出する場 

今年度は，昨年を上回る 17 都府県から「グローカル」な視点で活動する高校生，大学生，

高校教諭，行政職員，民間企業，NPO など約 100 名（ＷＷＬ連携校，企業含む）の参加があ

り越境的な学び合いの場となりました。また，コロナ禍により延期・オンライン開催となり

ましたが，この企画自は学校設定科目「地域探究活動」から生まれたもので，生徒による探

究でもあります。昨年度までの経験ももとに「自分事」としてオンラインによる実践を再構

築し開催できたことはサミット自体に学びがあることを理解している実行委員の熱意と行

動力によるもので生徒たちのさらなる成長が窺えました。これは，学習内容のプログラム化

や型を与えるものでなく，サミットを通して探究的な学びが生徒たちの中に自然とできてい

たことも大きいと思います。1 日目は飯野高校生による発表会，2 日目は，午前に参加高校

生による事例紹介，オンラインえびのツアー，午後は「自分らしさ」をテーマにワールドカ

フェが行われました。参加者からは， 

・「自分らしさ」をテーマに人と関わる事の大切さや楽しさを知りました 

・簡単そうですごく難しいテーマでとても考えさせられ，有意義な時間でした！ 

・新しい自分を見つけられ，とても新鮮で楽しい時間をありがとうございました！ 

 などのコメントがあり，高校生だけでなく大人からも同じようなコメントが寄せられまし

た。生徒達が掲げた越境的な学びあいがオンラインであっても実現できたものとなりました。 

最後には，参加者全員が自身の Next アクションを発表し会を終えました。 

参加者所属団体  

北海道鹿追高等学校，立命館宇治中学校・高等学校，大阪府立豊中高等学校能勢分校，立命館守山中学校高等学校，兵庫県立柏原高等学校，高知県立窪川高等学

校 愛媛県立三崎高校，栃木県立馬頭高校，茨城県立那珂湊高等学校，新潟県立阿賀黎明高校，岡山県立和気閑谷高等学校，広島県立大崎海星高等学校，福岡雙

葉高校 三重県立飯南高等学校，宮崎県立日向高等学校，宮崎県立高千穂高校，宮崎商業高等学校，宮崎大宮高校，五ヶ瀬中等教育学校，小林市立須木中学校 え

びの市議会，富山県総合教育センター，島根県浜田市教育委員会，東京大学，立教大学，大阪府立大学，宮崎大学，広島大学 APEえびの，NPO法人 DNA，タイガ

ーモブ株式会社，一般社団法人十勝うらほろ樂舎，えびの里山の会，株式会社Prima Pinguino，こゆ財団，アイ・シー・ネット株式会社 
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第６章 ５．学校法人鶏鳴学園青翔開智中学校・高等学校 

 

WWL 研究報告 

連携校 青翔開智中学校・高等学校 

 

 本校からは，第３回目を迎えた「SR サミット」に６名，「ラオスオンライン海外研修」

に３名の生徒が参加しました。新型コロナウイルスの影響を考慮し，オンラインで開催

された両研修は，昨年度までの形を継承しつつ「オンラインだからこそできたこと」「オ

ンラインでは足りなかったこと」という収穫と課題を得ることができたのではないかと

思います。本校は第１回目の SR サミットから参加させていただき，今回を含め２０名

近くの生徒が WWL の活動に参加させていただいています。これらの経験も踏まえ，上記

の収穫と課題について，連携校の視点から報告をさせていただきます。 

 まず，第一の収穫は「時間・お金・距離」という物理的

な制約をオンライン研修では，大きく取り払えたことで

す。本校を含め地方の学校にとっては，どのような研修に

参加するにしても「参加費＋移動費」がかかるというのが

大前提であり，特に移動費が各参加家庭の大きな負担とな

る実情がありました。また，部活・学校行事・テストなど

多忙な日々を送る生徒たちにとって，地方からの移動時間

は，参加への大きな壁となっていました。これらの制約を

オンライン研修では緩和することができ，そのため募集から実施日にかけ，教員・生徒・

保護者の３者いずれにとっても，例年以上に負担が小さかったと言えます。第二の収穫

はキャパシティの増加です。例年，会場等のキャパシティの関係より参加校や生徒の人

数制限がありました。「全国５０校，全国１％の高校を巻き込んでいく」と今年度掲げ

ていた SR サミットにおいては，対面実施の場合大きな課題だったのではないでしょう

か。しかし，オンライン上では物理的なキャパシティの制限はなく，より多くの生徒・

教員が恩恵を受けることができたと思います。従来では引率の教員のみが恩恵を受けて

いたものを，事前研修の動画を教職員にシェアするなどして，より多くの方に広げてい

けたのは大きな収穫だったのではないでしょうか。 

 最後に課題点としてあげるのは「熱量」です。従来の海外研修や SR サミットにおい

て，課題解決の技術的なノウハウを学ぶことは大きな意義でありました。しかし，それ

以上に大きなメリットは，同世代と同じ空間で切磋琢磨・協働する中で，課題解決への

「熱量」が生まれ，伝染し，研修後の様々なアクションへの大きな後押しになっていた

ことだと感じます。この点が今回のオンライン研修では，参加生徒たちに伝わりきらな

かったように感じました。次年度はどのような形での開催になるかは分かりません。た

とえオンライン開催であっても，WWL という強力なネットワークと知恵を使い，活動に

「熱量」をより生み出せる方法を皆さんと一緒に考えていきたいです。 

  

 

各自の iPad で研修を受ける様子 

 
写真 

写真の説明枠を写真の幅と同じ

にすると，文字よけがきれいに

そろいます。 
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第６章 ６．学校法人市川学園市川高等学校 

 

「SR サミット FOCUS」・「APU 国際学生とのディスカッション」 

「オンライン・ラオス研修」への参加と市川アカデミックデイへの招待 

連携校 市川高等学校 

  

 

立命館宇治高等学校主催で 11 月 14 日（土）～15日（日）に開催された第３回全国高

校生ＳＲサミットに，本校から昨年に引き続き，高校１，２年生のそれぞれから１チー

ムが参加し，自分たちの考えたプロジェクトのプレゼンテーションを行いました。 

  今年度のサミットはコロナ禍において様々な制約のある中，オンラインによる実施と

なりましたが，国内外から約 60 校もの参加がありました。対面式と違って難しい点も

多かったと思いますが，参加した生徒は皆，積極的に取り組むことができました。 

  高校１年生のチームは，中学校の時に参加した福島合

宿の経験を基に「福島の復興を考える」というテーマで

原発事故から 10 年が経った今，自分たちに何ができる

かについて考察しました。 

 高校２年生のチームは，「高校生の手指消毒の意識改

革」というテーマで，コロナ慣れの中，手指消毒の意識

が薄れていることを問題視し，どうすれば意識を維持で

きるかについて，消毒液の使用量変化の測定やアンケー

トを行うことで考察を深めました。また，高校２年生は

英語で参加をし，海外の高校生徒とのコラボレーション

をすることもできました。 

 サミット２日目の午後には全参加チームのうち４チームが選ばれる優秀プレゼンテ

ーションが発表され，高校２年生のチームの英語による発表が選ばれました。 

 オンライン・ラオス研修には，高校１年生２名・高校２年生１名が参加しました。本

来であれば，現地に赴くのが良いのでしょうが，オンライン開催になったことで参加し

やすくなったという感想もありました。生徒たちにとって，ラオスのコーヒー農場に赴

き，フェアトレードの現状を学ぶ良い機会になりました。 

  APU 国際学生とのディスカッション企画にも複数回・複数の生徒が参加しました。

この中には，2019 年度の現地プログラムに参加していた生徒も含まれており，国内で

できる国際研修への関心の高さがうかがえます。 

本校発信の行事としては，2021 年３月に４回目を迎える「市川アカデミックデイ」が

開催されました。市川中・高では多くの生徒たちが国際研修・各種コンテストに参加し，

幅広い体験をしており，各自がそれぞれの学びや体験を発表し，他の生徒と共有する機

会として開催しています。その中に連携校の方々にも加わっていただこうと招待したい

と思っているのですが，今回も新型コロナウイルスの影響でお招きすることができませ

んでした。次年度も開催予定ですので，多くの連携校の関係者の皆様にお越しいただけ

れば幸いです。 
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第６章 ７．学校法人名城大学名城大学附属高等学校 (1) 

 

第３回全国高校生 SR サミット報告 

 

連携校 名城大学附属高等学校 

 

昨年度に続き，本年度も全国高校生 SR サミット FOCUS に参加させていただきまし

た。本年度はジェンダーとキャリア形成の課題を中心に据えて，発展途上国における

月経教育と布ナプキンの普及等について活動している国際クラス 2年生 5名が参加し

ました。 

参加生徒の所属する国際クラスは，企業や外部の方々と多方面で繋がりを作る生徒

が多いのですが，特に本年度はコロナ禍で他校生と協働する仲間として議論すること

は少なかったように思います。本事業を通して，これまでの調査や研究の甘さ，チー

ムメンバーとの意見交換不足等に気付くことができ，自らを客観視することで新たな

発想を得ることができたようです。 

また，他校の生徒と議論し，互いを励まし合うことで各プ

ロジェクトの新たな展開と意義を検討できたことは，彼らに

とってさらに意欲を高める機会となりました。参加後，自分

たちのプロジェクトの課題を「持続可能性」と「視点」だと

挙げた生徒たちは，ケニアやインドネシア，校内の生徒に調

査を行い，男子生徒も多数巻き込んで布ナプキンの作成会を

行うなど，活動を展開させています。その活動が認められて

テレビ取材も受け，「SDGs みらい甲子園」でもアイデア賞を

受賞しました。結果，さらに地域の方々を巻き込みながら活

動を進めています。また，新たに衣服リサイクル等の具体的

な取り組みの企画も始まっています。 

地域を越えた仲間ができたことも生徒たちにとって財産と

なっています。志を共にする仲間がこのサミットでできたこ

とで，他校と協働する企画やワークショップを新たに構想

している生徒が見受けられます。事後の振り返りには，「繋

がることができたメンバーから，開催するイベントなどの誘いが来たりすると自分も

がんばろうと思う。互いに高め合える仲間ができた」との記述もあり，直接的に協働

作業する以外でも，目指す場所が共通する仲間がいることが，彼らの今後の活動への

動機付けになっているようです。中でも，様々な人を巻き込んでプロジェクトを推進

している生徒が複数生まれていることは，このサミットによって高校生同士で考える

ことによる成果であったと考えます。 

 

 

 

プロジェクトのテレビ取材 

布ナプキン作成会の様子 
半数以上が男子の参加者 
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第６章 ７．学校法人名城大学名城大学附属高等学校 (2) 

 

立命館アジア太平洋大学国際学生オンラインディスカッション報告 

 

連携校 名城大学附属高等学校 

 

立命館アジア太平洋大学国際学生オンライン

ディスカッションに，国際クラス 1年生 3名，2

年生 9名が参加させていただきました。   

英語を積極的に使用する生徒が比較的多いク

ラスですが，英語でのやり取りや用語になかな

かついていけず，奮闘する様子が見受けられま

した。しかしながら，短い時間の中でも参加生

徒たちは多くの学びを得たようでした。 

第一に，生徒自身が自分の英語力，発信力を

見直し，今何が足りないのかを考える良い機会

になったようです。事前にディスカッション課

題について準備し，考えをまとめていたにも関わらず発言できなかった生徒からは，「悔

しいし，情けない。自分の意見を主張すること，伝えようというが意志がもっと必要だっ

た」との記述がありました。一方で英語でのディスカッションが難しかったと話す生徒の

中には「間違っているから不安，という気持ちより，とにかくやってみるということを重

視した」や「コミュニケーションの仕方がとても大切だと思った。例えば，身ぶり手ぶり

でも，まず言いたいんだということを示せば，きっかけは作れるし，ある程度理解してく

れる」との振り返りもありました。より積極的に意思を伝えようと行動した生徒がいたこ

とは，実際に会話することでしか得られない大きな成果であったと言え，英語のディスカ

ッションのみならず，様々な場合で意見を発信する時に必要な気付きを得ることができま

した。 

 さらに，「第二言語を学ぶ理由」がテーマとなった回に参加した１年生は，「言語を学ぶ

ときは“学びたい”という気持ち以外にも，“何に必要か”ということも考える必要があ

ると気付いた」と振り返っており，テーマと自身の生活をリンクさせて考えることで今後

の学びが広がったようでした。２年生からは，環境問題に関するディスカッションから，

「留学生から国ごとの環境問題に対する意見を聞くことで考えが深まったとともに，用語

等が難しい時も留学生の言葉を借りて発表することができ，自分の言葉にして発表するこ

とができた」との振り返りもあり，自国以外の考えを吸収しながら発展させる姿勢が見え

ました。 

 今回の経験を通して悔しいと語る生徒がほとんどの中，その大多数がこのような機会が

あればまた是非参加したいと話していることから，直接会話をし，意見を交換するような

このような機会は，オンラインであっても今後の学びに繋がるきっかけとなると感じまし

た。 

オンラインディスカッションに参加する様子 
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第６章 ７．学校法人名城大学名城大学附属高等学校 (3) 

2020 年度ラオスオンライン海外研修報告 

 

連携校 名城大学附属高等学校 

 

 ラオスオンライン海外研修には，国際クラス 1年生 3名が参加させていただきまし

た。新型コロナウイルス感染拡大の影響により自校の海外研修等も中止となるなか，

オンライン形式等で展開していただけたことは，生徒にも本校の事業運営にも大きな

刺激をいただき，貴重な機会となりました。 

 今回の研修にて，実際にラオスにおける日常や町並み，環境をライヴ映像として見

せていただけたことは，参加生徒が日常生活との繋がりを考える重要なきっかけとな

りました。研修後，参加生徒の一人は「教育格差を解決するために行動したいと思っ

た」との感想を寄せています。当該生徒は，小学校の時の同級生が家庭の都合で学習

塾等にも行けず，幼い兄弟の世話をしながら寝る時間を削って勉強する姿を見て，何

か自分にできることはないかと，その同級生と一緒に勉強し，教えた経験を持ってい

ます。彼女は，この研修を通して改めて日本の教育格差について考えるとともに，世

界中の家計の為に労働を強いられている，教育が受けられない子どもたちの手助けが

したいと強く思ったと話していました。 

本研修をきっかけとして，世界の問題を自

分の世界と結びつけ「自分事」として捉える

ことができるようになり始めたことは，他で

は得難い学びであったと感じています。 

 さらに，これまで海外といえば欧米諸国と

いうイメージを持っていた生徒は，「欧米で

働くことのみ憧れを持っていたけれど，途上

国で働くことにも憧れを持つようになった」

と話しており，開発途上国の認識を新たに

し，これからの学習に意欲を見せる生徒が見

受けられました。 

生徒たちの未来に繋がる学びになったことがこの研修の成果と感じています。この

ような貴重な機会をいただけたことに感謝するとともに，本校でもこのような学びの

機会を生徒とともに作っていけるよう，そしてこの学びが止まらないよう，工夫を続

けていきたいと考えています。 

 

 

 

 

 

 

ラオスオンライン研修に参加する生徒 
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第６章 ８．学校法人立命館立命館高等学校 (1) 

 

World Youth Meeting, Asia Student Exchange Program 参加報告 

立命館高等学校 
 
 

例年は８月第１週に開催される WYM ですが、本年はコロナ対応等諸事情があり、９

月 26 日と 27 日の 2 日間のイベントとして実施されました。本年のテーマは“Quality 
Education, SDGs 4”でした。従来までは、交流校の来日を受け、本校体験学習棟に泊まり

込み、プレゼンを練り上げてゆき、本番を迎える手順になっていたのですが、このコロ

ナ禍では、対面によるプレゼン作成ができなくなり、オンライン上での議論を重ね当日

を迎えるということになりました。 
本年は、台湾２校、インド２校、ベトナム１校、タイ１校の６チーム編成で臨み、結

果としてプラチナ賞４チームという結果で、その内、台湾の高雄女子高級中学とのコラ

ボチームが文部科学大臣賞に輝きました。オンライン上での議論の困難さが一番の克服

すべき課題でした。何よりもミーティング時間の設定が一番の問題となりました。各生

徒それぞれに放課後の活動が夜遅くまであり、LINE 電話等で各チームがミーティング

を設定するのですが、全員参加できる機会がなかなか持てませんでした。特にインドチ

ームとは時差が大きく困難を極めたようです。そういう状況で、教員の確認や指導が入

りにくく、それぞれが納得いく結果とはならなりませんでした。また、当日の運営に関

しても、試行錯誤で、本部の日本福祉大学との綿密なやり取りをし、MC など運営面で

の本校生徒の頑張りもあり、何とか無事本番を終えることができました。ただ、ここで

経験したことが、教員にとっても生徒自身にとっても、以後の本校の JSSF や RSGF で

の取り組みへの大きな参考となったと考えております。 
ASEP に関しても、今年はオンラインでの開催となりました。今年のテーマは“Invisible 

Weapon”をメインテーマとし、“Undercurrent of Social Media”が高校チームで、“When 
words can kill”が中学チームのテーマとなりました。本校は、例年通り、高雄高級中学・

高雄女子高級中学（高校生チーム）、五福国民中学（中学生チーム）との３チーム構成

で臨み、高校生チームが見事プラチナ賞に輝くこととなりました。（例年とは違い今年

は高校部門のプラチナ賞が結果として２チームしか選ばれず、しかもその２チームを本

校が独占したことは驚嘆に値することだと考えております。）なお、今年の ASEP は事

前にビデオを撮影して提出し、それに対する質疑が当日行われるという形式のものにな

りました。ビデオ作成時のレギュレーションの徹底に課題が残ったようです。 
 
 
参考までに２年続けて WYM に参加した１人の生徒の感想文を掲載しておきます。 
 
この一ヶ月は自分にとってとても成長できた時間だったと思います。  
今回はプラチナ賞と文部科学大臣賞を頂きました。この結果は私達それぞれが協力し
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あって成し遂げた結果だと思います。 文化祭もある中での両立は大変でしたが、この

大会にしっかりと集中して頑張ってきました。向こうの学校と連絡が取れないと言って

いるチームが沢あるのにも関わらず、自分たちのチームがしっかり連絡を取り連携を取

れていた事がとても気持ちを楽にしてくれました。みんなが頑張って自分のパートの原

稿を深く考えましたし、それぞれが自分の長所を生かして協力できたと思います。去年

のプレゼンでは、賞を取るというよりも自分の精一杯を出し切るという感じでした。し

かし今年の大会ではその目標はさらに大きくなりました。去年のプレゼンに負けないプ

レゼンがしたかったですし、何よりも自分で自分に対するプレッシャーがありました。

「私もし賞取れなかったらめっちゃがっかりして泣くやろな。」と思っていました。ビ

デオの作成には特に力を注ぎました。発音の矯正などはのちのちプレゼンをするときに

とても役に立ちました。9 月の半ばでは他のチームの生徒たちのビデオのクオリティが

本当に高くて正直とても怖気付いてしまいました。でも毎日毎晩電話してたくさん議論

を重ねる事でよりいいものになっていきました。もちろんいきづまる事もありましたが

乗り越えることができました。去年の私はプレゼンを作る過程にはあまり関わろうとし

ていませんでしたが、今年は電話越しということもあり、自分でしっかり話してスクリ

プトを作ることができました。  
今回の経験を通して、自分の英語力はまだまだ未熟だなと改めて気づきました。流暢

に英語を操る台湾の生徒たちに対して、自分たちも負けずに向こうの生徒と話すことが

できたと思いますが、しかし、自分は、頭で考えたことをスラスラと述べられるぐらい

のレベルまでまだまだ達していないので、英語を聞くだけではなくてアウトプットの量

も増やしていきたいと思います。また、自分の文章力が乏しいと感じました。いつも使

っている動詞が似ていたりするのでもっとボキャブラリーを増やしたいと思います。  
今年は例年とは違う形で開催されて不安でした。デバイスをしっかり使えるようにし

ておく事がオンラインイベントでの重要な課題だと思いました。来年は様々な国の人達

と実際に出会いいつも通りのワールドユースミーティングになればいいなと思いまし

た。 自分の伸びしろを励みにしてこれからも色々なことに取り組んで頑張っていきた

いと思っています。 
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第６章 ８．学校法人立命館立命館高等学校 (2) 

 

第３回 全国高校生 SR サミット〜FOCUS〜に参加して 

立命館高等学校 
 
 

昨年度に引き続き SR サミットに参加させて頂きました。8 月開催予定でしたが、新

型コロナウィルス感染症の影響により、11月 14 日より 2日間オンラインで開催されま

した。このような状況下におきましても、生徒が主体となって PBL 型学習に取り組み、

また様々な校種の生徒と共に意見を交流し合い、活躍する場を提供して頂いたことが大

変有難かったです。 

本校からは高校 1年生 3名が参加しましたが、ミャンマーとトルコの難民問題に関心

を持ち、この問題や現地文化について広く知ってもらうと共に、高校生ができる貢献と

して「Meal for Refugees」に取り組みたいと考えていました。SR サミットに参加する

ことで、民間企業の方々からプロジェクトについて多角的に助言を頂けただけでなく、

今年度は特に海外生と英語での議論に挑戦したり、生徒が主体となって知恵を出し合う

ことができました。これにより、課題解決に対して様々な視点やアプローチ、具体的実

践例などを共有し合い、プロジェクトの実践に向けてより具体的な方向性が明確になっ

たと参加生徒が感想を述べていました。 

SR サミット参加後、実際に本校にて生協食堂および全校生徒の協力により、「Meal for 

Refugees」に取り組むことができ、難民支援協会へ寄付し、国内難民支援金として協力

することができました。また、このプロジェクトをきっかけに、難民支援協会によるオ

ンライン講演会を実施し、SR サミット参加生徒のみならず、他の Global Junior クラ

スの生徒や他学年の Global Learning コース生徒にも、日本の難民受け入れ状況や国内

難民の生きづらさなど、難民支援の現状について学ぶことができました。 

SRサミットに参加することによる学びの波及は大変大きなものだと実感しています。

生徒自身が平和で持続可能な社会をどのように作っていけば良いのか、どのように社会

貢献できるのかを考え、具体的に小さな行動へと繋げていくことができます。また、様々

な高校生や民間企業の方々、海外生などと協働することで、グローバルシティズンとしての

意識が高まるとも思います。そして、教員もこのフォーラムへの参加を通して、お互いのプ

ロジェクトや取り組みについて共有し学び合う機会となりました。今後も如何に PBL 型学

習を発展させ、継続させていくのかについて模索することができました。 
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第６章 ８．学校法人立命館立命館高等学校 (3) 

 

Rits Super Global Forum 2020 Online での協働学習について 

立命館高等学校 
 
 

立命館高等学校にて 11月 10～14 日、海外の高校生と世界のさまざまな社会課題につ

いて話し合う「Rits Super Global Forum 2020 Online」を開催しました。今年度は新

型コロナウイルス感染拡大のため、初めてのオンライン開催となりました。オンライン

という新しい手法を取り入れ、コロナ禍を逆手にとって ITを最大限に活用しました。 

メインテーマは、「What Can We Do Under the Situations of the Coronavirus？（コ

ロナ禍の社会で私たちができることは？）」で、立命館高校から参加したのはグローバ

ルラーニングコースの 2、3年生 65 人と 1 年生から選ばれた 10人の計 75 人で、WWL 連

携校（附属校）からは立命館宇治高校の生徒が 6名参加しました。海外からは例年、欧

州やアジアなどの 11 カ国・地域の約 70人が参加していますが、今年はオンラインとい

うこともあり、より多い 11 カ国・地域 15 校の高校生 145 人が参加しました。 

生徒たちはウェブ会議システム「Google Meet」「Zoom」を使い、英語でテーマについ

てディスカッションしました。「コロナ禍で露呈した様々な問題は、世界の社会課題と

複雑にからまっている」という問題意識から、それらの課題を見つめ直そうと、「コロ

ナと○○」という四つのトピックについてディスカッションしました。「コロナと教育」

では教育格差の広がり、「コロナと貧困」ではコロナ禍で支援が行き届かず苦しむ農村

部や難民などの貧困の状況、「コロナと環境」ではマスクが海洋プラスチック汚染につ

ながる恐れや地球温暖化とウイルスの関連、「コロナと社会・経済生活」では経済の立

て直しやニューノーマル（新しい生活様式）のあり方などを話し合いました。また、各

校がトピックについて調査したり解決策を考えたりした動画を事前につくり、お互いに

見せ合って意見を出し合いました。 

英語ディスカッションを踏まえて、それぞれのトピックで自分たちに何ができるかを

まとめた「アクションプラン」を発表し、最終日には自分たちがどう行動するかの

「PLEDGE（誓約）」を宣言しました。また、2月 6日には「RSGF 2020 Online Reunion 

Meeting」として、11 月に出会った生徒たちとオンライン上で再会し、各校の生徒達が

具体的にどう取り組んだかについて、報告し合いました。生徒実行委員長の生徒は、

「RSGF を通してコロナについて話し合いましたが、実際どの社会問題もそれぞれが単

体で存在しているものはなく、問題同士が複雑に入り組んでいるのだということに気が

つきました。また、自分から何かアクションを起こさなければ自分を取り巻く環境は変

わらないということを強く実感しました。ただ時の流れに身を任せ、当たり前の日常が

戻ってくるのを待つのではなく、今だからこそできることは何なのか考える良いきっか

けになったと思います」と語ってくれました。 

厳しい環境でも生徒たちが前向きに取り組み、発想の転換で新しい形をつくってくれ

ました。この経験はきっと、彼ら彼女らの自信と成長につながり、ニューノーマル時代

の新しい挑戦を自ら開拓していく大人へと成長すると確信しています。 



- 183 - 

第６章 ９．学校法人立命館立命館守山高等学校 (1) 

 

オンライン・フィリピン・スタディツアーに参加して 

立命館守山高等学校 

 

 

 オンライン・フィリピン・スタディーツアーに本校 2年生が 4名参加しました。これ

まで本校でも、海外提携校、交流校とのオンライン交流を企画、実施してきましたが、

テーマ探究型のオンライン・スタディーツアーに参加したのは、生徒全員、また引率者

にとっても、今回が初めてでした。参加者と対話するなかで気づいた生徒の成長につい

て、三つの観点からご報告いたします。 

一点目は、国内他校生徒と協働できた点です。事前学習の初日から、生徒たちは「他

校の生徒さんの積極性がすごい！」と口々に申しておりました。自ら手を挙げて質問し、

分からないことを「分からない」と堂々と表明する他校の生徒さんの姿勢に圧倒されま

した。しかし、ツアー本編、フィリピンとのセッションが始まると、同じ日本チームの

メンバーとして、何とか協力して内容を深めようと

いう気持ちが高まっていき、本校生徒も自分の感じ

ていることを言葉にし、それに対して他校の生徒が

共鳴するというやり取りが見られるようになりま

した。今回のような探究型のツアーだからこそ、オ

ンラインでも、他校の生徒と協働的に学びを深める

チームになれたものと思います。 

 二点目は、ハイブリットな学び方ができた点で

す。生徒たちは、オンラインでできること、オフラ

インでできること、その両方を使いこなしながら、学びを深化させていました。渡航を

伴うツアーとは異なり、オンラインツアーの場合は、現地とつながるセッションの合間

合間に、オフラインの時間があります。生徒たちは、その間に図書館にいって調べたり、

次に聞きたい質問を考えたりしていました。ツアー後に、ある参加生徒は「私が暮らす

日本の貧困について自分の足で調べてみたい」と行動し始めました。ハイブリットな学

び方をしたことで、「行ったきり」で終わらない研修になりやすかったのではないでし

ょうか。 

 三点目は、他者との対話と自分との対話の往還を通して学びを深められたことです。

画面越しではありましたが、やはり、現地の方々の声を直接聴く機会を頂けたことで、

その人生を想像し、共感し、問題意識を共有することができました。また、その声を聴

くことを通して自分のなかで立ち上がってくる想い、他者の声に共鳴する自分の声に耳

を傾けることで、自分をより深く知り、探究することにもつながりました。他者が「他

人」に終わらず、他者の人生が「他人事」に終わらない学びを通して、他者の生き方と

は不可分一体のものとして、自分の生き方を考えるきっかけになったと考えています。 

 

情報室で参加する様子 
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第６章 ９．学校法人立命館立命館守山高等学校 (1) 

 

APU ディスカッション・模擬国連に参加して 

立命館守山高等学校 

 

 

 APU 学生とのディスカッション企画には本校から

数名が参加をしました。9月に参加した生徒は、「自

分との対話」をモットーに今年度このコロナ禍を過

ごしました。校外のバックグラウンドの異なる様々

な年代の人たちとの出会いから得るものの大きさに

触れ、校内外の多くのオンラインプログラムに積極

的に挑戦し、新たな自分自身との出会いを楽しんで

います。 

また、12月の Model United Nations（模擬国連）

Uji には本校より 6 名の生徒が参加しました。参加

生徒たちは各国の大使になりきり、国連の会議を模

しての事前準備から当日の議論やスピーチまで、活発に取り組みました。Clause で自

分たちが起こしたい変化について深く考えながら、フォーマルな英語で表現をすること

に慣れることができました。今回の参加を通して生徒たちはリサーチスキルや、SDGs の

目指すゴールの本ライン意味を理解しより具体的な手段に落とし込む方法を学ぶこと

ができました。「次のチャレンジへ繋がった」と参加した生徒たちは振り返っていまし

た。 

 

From December 14th-16th, 2020, 6 students from Ritsumeikan Moriyama participated in the 
first Model United Nations event hosted by Ritsumeikan Uji. After much preparation, the students 
were able to identify the needs of their individual countries and write proposals to the theme of 
the "Preservation of Life." The MUN brought students together to discuss the importance of 
keeping and preserving life throughout the world by creating solutions to solve a wide range of 
issues. Member delegates debated about approaches to provide support to different forms and 
areas related to life on land, water, and human health. We hope more students will be able to 
participate in MUN in the future! 
 

 

 

 

 

 

 

These six girls had a wonderful time 
representing Nepal, Singapore, and 
Colombia in the MUN, and came up with 
amazing solutions for these world issues. 
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第６章 10．公文教育研究会 

 

生徒も大人も，ちょっと無茶に「挑戦する」WWL 

連携機関 株式会社公文教育研究会 

  

 

昨年の報告には，「生徒も大人も「混じる」「越境する」WWL」とタイトルをつけまし

たが，今年はさらに前に進むため，「ホントに大丈夫か？」と思えるほどのチャレンジ

やリスクテイク，だからこそ手に入れられたものがあったと感じています。 

＜ちょっと無茶した FOCUS/After FOCUS＞ 

昨年の全国 18 校 100 名から，国内 51，海外 14 校 370 名へと大きく規模が拡大され

ました。拡がりを求め，多様性が増すのは良いことですが，その分だけ意思疎通や運営

は難しくなります。そこにコロナが追い打ちをかけ，さまざまな制約や予定の変更が余

儀なくされました。生徒たちの中にも大きな不安があったに違いありません。まだ会っ

たこともない他校の生徒とのオンラインでの活動ですが，そもそもネット環境も，ICT

活用のスキルもバラバラで，言語の壁もある。価値観共有どころか，時間調整すら難し

い状態からのスタートでした。 

＜ちょっと無茶する背中を見せる先生たち＞ 

もし「無難に成功させたい（≒生徒に失敗させたくない）」という気持ちが強ければ，

規模・運営の縮小という選択もあったでしょうが，連携校の先生方は違いました。自分

たちが率先して生徒たちに「ちょっと無茶」をやってみせ，「大丈夫だからやってごら

ん」と寄り添いました。これは，昨年度の研究報告会でも話題になった「生徒たちが安

心して失敗できる環境」そのものでした。それ勇気づけられた生徒は少なくないと思い

ます。中には十分な手ごたえが感じられず，脱落した生徒もいたでしょう。しかし，そ

れも含め，試行錯誤と当事者意識の中で得た経験こそが，血肉になったと確信します。 

「3 歩進んで 2 歩下がる」が「確実に１歩前進」だったのは正解のあった時代の話，

前進していると思っていたら，実は後退していた，右往左往していたということもあり

得るのが今。だからこそ「とにかく 5 歩動いた（動けた）」という経験や自信が尊いの

です。今年度まさに，生徒も大人も一緒になって，想定外にどう対応するか？のリアル

探究であり，主体的に学び続ける，チャレンジし続ける資質を養う WWL でした。 

＜WWL「で」「連携」する学校・機関＞ 

コロナによる休校期間中，幹事校の呼びかけで毎週行われた連携校・機関の Network 

Meeting（各校の状況・情報交換と励ましあい）などでの対話，「何のため？」の共有が

すべての下支えになっていました。WWL「で」生徒も大

人も，確かな「連携」ができていたと強く感じます。 

今年度，生徒自身の強い希望により，公文国際学園

が FOCUS の参加校となったこと，TOEFL Junior の活用

や連携企業との接点が新たな協働の芽を生んだことな

どの具体的な成果も実感できました。 
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第６章 11．株式会社内田洋行

World Youth Meeting を開催しました 

連携機関 株式会社 内田洋行 

 

 

 2020年 9月月26日,27日で第22回となるWorld 

Youth Meeting2020 が開催されました。文部科学省

後援，学校法人立命館と日本福祉大学の共催で弊

社が協賛している主にアジア地域の高大生による

英語での協働での課題解決プレゼン発表を中心と

した国際交流プロジェクトで，立命館宇治中学高

等学校も参加されています。例年は 8 月初旬に愛

知の日本福祉大学と立命館大学びわこくさつキャ

ンパスを会場として，SNS などの ICT を利用した事前活動を含め，実際に各国の代表が

大会開催前に来日しホームステイや日本文化を体験しつつプレゼンを仕上げ，２日間に

わたり課題解決の提言発表を含めた交流をします。本年はコロナウィルス禍で各国代表

の来日が不可能となりましたが，1999 年より 22回も継続しているこのプロジェクトの

火を絶たすことはできない思いの実行委員会の各先生方の熱意の元，日程を 9月にずら

してオンラインでの開催をいたしました。オンラインの開催にも関わらず，日本をはじ

め台湾，ベトナム，インド，中国，韓国，フィリピン，カンボジア，マレーシア，イン

ドネシア，パキスタンなど広くアジア地域より多くの参加があり，オンライン開催の特

性上で，ライブプレゼン，ビデオプレゼン，ライブ/ビデオブレンドプレゼンの発表形

式には別れましたが実に 41 のプレゼンを実施いたしました。 

 プログラムは全員アクセスでの Youtube による開会式に始まり，各国・各校の ICT 使

用状況を考慮して MS/TEAMS と ZOOM でのオンラインルームを３部屋作りそれぞれで発

表いたしました。本年のテーマは「Quality Education,Goal4」とし SDG’s の中でも参

加生徒・学生になじみ深いテーマでの課題提案をめざしました。 

 次に本年度のオンライン開催ならではの催し内容の新規の工夫をあげます。１点目は

「ディスカッションフェア」と題して，プレゼン発表の代表発表者以外に参加者がただ

プレゼンを聴取するだけではなく，大会テーマの「Quality Education,Goal4」に基づ

いた４つの小テーマに分けたディスカッションルームを作り，それぞれ高校生が司会進

行し教員がファシリテーターを務め自由に参加者が自由に意見交換をする場を設けた

ことです。これにより，視聴するだけの一方的になりがちな多数の参加者を主体的な参

加者へと変容できる機会が生まれました。また，英語を理解できず発言できなかった生

徒も事後の感想で，その失敗から次の機会への動機付けが顕著にみられたとの報告もあ

りました。 

 ２点目は，期間中の「カフェトーク」プログラムの実施です。従来の対面の国際交流

プロジェクトでは休憩時間や食事時間などプログラムの合間での国内外の参加生徒た

World Youth Meeting ホームページ 
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ちの非公式の「おしゃべり」が他国や他者への興味・関心の交流の大きな側面を担って

いましたが，同様のインフォーマルな場も保証するべく大会テーマとは無関係な「今，

高校生の間で何がはやってる？」など普段の生活に密着した卑近な話題を「ディスカッ

ションフェア」同様にファシリテーターを教員や大学生でおこないました。事後の感想

では，実際にいつか会ってみたい，必ず相手国に行きたいなどフォーマルな大会では得

られない，より個人対個人の絆が深まったという内容が報告されています。以上のよう

に，正統的なプログラムだけでなくフォーマル，インフォーマルを含めて一方的でなく

「自立的一歩踏み出す」機会として参加者の交流の場が実践できた点でとても大きな役

割を果たしたと思います。 

 以上のように，今回はコロナ禍での新規取組のオンライン開催での特徴的な活動内容

を報告しましたが，事後の生徒アンケートにおいても「協働プレゼンは意見調整が難し

かったが概ねアイディアが活かされ期待通りで満足だった」，「以前に比べ参加国に対し

てより身近に思えるようになった」，「自身が持てるようになった」など例年の開催後と

同様の肯定的な感想が現れました。また，オンライン開催での特徴的な生徒の気づきと

して，「オンライン会議のツール」を使用することを通して国際交流活動における ICT

活用への重要性と関心高まったと実感したという報告もありました。 

 このような積み重ねた国際交流プロジェクトの知見を共有することによって WWL 活

動の更なる発展を期待いたします。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 188 - 

第６章 12．アイ・シー・ネット株式会社 (1) 

 

ラオス・オンライン海外研修と FOCUS 

連携機関 アイ・シー・ネット株式会社 

 

 

「ラオス・オンライン海外研修」と「FOCUS」に，WWL 連携機関として協力しました。 

 

ラオス・オンライン海外研修（Online Global Leadership Studies in Laos） 

新型コロナウイルスの影響で，これまでのように渡航し，現地で活動ができない

中，それでも，「学びを止めない」「ラオスとの関わりを止めない」という目的で，5

日間のオンライン海外研修を 8 月，1 月に実施。8 月は WWL 連携校より 49 名，1 月は

56 名の生徒が参加し，研修内の活動は，立命館宇治高等学校のラオスプロジェクトチ

ームが，オンラインならではの様々な障壁を乗り越えながら，リードしました。 

*市川高等学校，青翔開智高等学校，名城大学附属高等学校，福岡雙葉高等学校，宮崎県立飯野高等学校，宮崎県立宮

崎大宮高等学校，立命館宇治高等学校（五十音順） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回の取り組みは，IC Net にとっても初の試みでしたが，「とにかくみんなで挑戦し

てみよう！」の精神で，試行錯誤を重ねながら，文字通り企画者・運営者・参加者の

「全員」で挑戦出来たこと。これはこの WWL の素晴らしさだと思います。新たな教育

のあり方・可能性を見出すヒントにもなりました。 

 

FOCUS 

 FOCUS には，講師，メンターとして参加しました。高校生が，学校，地域，国を越

えてオンライン上で集まり，初めましての状態から，チームとして 1 つのものを作り

上げる過程は圧巻でした。そして，何よりも，この場を作り，支え，リードされてい

た立命館宇治高等学校の先生方の志・ビジョン・実行力に圧倒され，心動かされまし

た。 

この素晴らしいネットワークで，次の 1年もどんな挑戦を皆でできるか。楽しみで

す。 

図 2.1 月実施の研修にて。農村中学校での遠隔授業の様子 図 1.8 月実施の研修にて。参加者の様子  

・世界についてさらに興味が湧いたし，もっと知りたいと思った。（参加者より） 

・コロナだからもう会えないと思っていた。来てくれてありがとう。 

本当に嬉しい。（ラオス人珈琲農家より。画面越しで見えた満面の笑顔が印象的）
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第６章 12．アイ・シー・ネット株式会社 (2) 

 

【ONLINE・8月】Global Leadership Studies in Laos 

連携機関 アイ・シー・ネット株式会社 

 

 

ワールド・ワイド・ラーニング（WWL）コンソーシアム構築支援事業の一環として実

施されたオンライン海外研修に，WWL 連携機関として協力しました。 

例年，ラオス国における海外渡航研修は，8 月と 12 月に WWL 事業ならびに立命館宇

治高等学校の社会課題解決型プロジェクト型学習（PBL）の一環として実践。この 8 月

も，本 PBL で立ち上がった，ラオスの課題解決に関連するプロジェクトの進展のための

「視察・調査・交流」をメインとした海外渡航研修が予定されていました。しかし，今

年は新型コロナウイルスの影響により，渡航は断念。その代わりに，これらの活動をす

べてオンラインで実施することにし，ラオスをテーマとする 3つのプロジェクトチーム

が中心となって，事前・事後研修を含めた計 5 日間の研修の実施に挑戦することにし，

7校*（WWL 連携校）・49名の生徒がこの挑戦に参加しました。 

*市川高等学校，青翔開智高等学校，名城大学附属高等学校，福岡雙葉高等学校，宮崎県立飯野高等学

校，宮崎県立宮崎大宮高等学校，立命館宇治高等学校（五十音順） 

 

【3 つのプロジェクトチームとプロジェクト概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

49 名の参加者のうち，ラオスについて知っていた生徒は，ほんの一握りの生徒だけ。

その他の生徒は，ラオスについて，またこれらのプロジェクトについて全く知らない段

階から始まったこの研修でしたが，日を重ねるごとにラオスやプロジェクトについての

関心，知識が増し，プロジェクトの進展だけでなく，個々人の成長，視野の広がりを達

成することが出来ました。 

 

【オンライン海外研修の概要】 

オンライン海外研修内での具体的な活動は，プロジェクトチームと相談を重ねながら

策定。各交流活動，視察・訪問先でのインタビュー活動では，チームが主体となってリ

ードしましたが，チーム以外の参加者も終始積極的に参加し，現地の方々への質問も止

まりませんでした。 

経済的な側面からラオスの教育

の向上に貢献を目指し中。現地

の高校生の生活・教育支援をし

ているNGOとパートナーシップ

を構築中。 

Wakka (教育支援) 

中等教育の質の向上に着目。外

国語教育（英語），環境教育，

キャリア教育に関心があり，環

境とキャリア教育は現地にとっ

ては新たな教育の在り方となる

ため，その提案を思案中。 

Compass (教育支援) 

ラオスのコーヒー産業の進展に

携わることをとおして，農家・

農村の経済的発展と，経済的発

展をつうじた教育のアクセスの

向上を目指している。日本のフ

ェアトレード会社と連携。 

Laonin(経済・教育支援) 
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【学びの工夫】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【学びの結果（研修後のアンケート調査による）】 

本研修の満足度は 5 点満点中 4.5 点と高く，主な理由は，「臨場感」，「新たな知識の

習得」，「複数校からの刺激」が挙げられます。中でも印象に残った活動は，「現地の高

校生・中学生との交流」，「市場探検」，「コーヒー農園訪問」でした。研修を経て，「先

進国ではなく，発展途上国について知れて，世界についてさらに興味が湧いたしもっと

知りたいと思った」，更には，「将来の留学先の選択肢としてラオスを入れたい」，とい

う意見までありました。「今までは漠然とアフリカのことを考えていたが，アジアにも

支援を必要としている国があることを知りアジアの国の支援をすることも視野に入れ

たい」，とあるように，グローバルな視野の広がりもあれば，「ラオスと自分の地域の共

通点や相違点を見つけ，自分の地域を見つめ直し，地域の発展に生かしたい」という意

見のように，ローカルな視点でも考えられている参加者もいました。 

 今回の学びがそれぞれのネクスト・ステップへ繋がることを心より願います。 

研修行程 

事前研修 

8 月 17 日（月） 
オリエンテーション 

 

オリエンテーション後，小グループに分かれ，自己紹介と事前学

習の発表！相互に学び，ラオスに関する知識・興味を高めました。 

 
海外研修 1 日目 
8 月 18 日（火） 

 

現地の高校生との

交流・市場探検 

 

同世代のラオスの高校生と異文化交流に挑戦！その後，ラオス文

化を知るために，ラオス最大級の市場（いちば）を探検しました。 

 
海外研修 2 日目 
8 月 19 日（水） 
 

農村訪問・現地の

中学生交流 

 

竹細工で有名な村を訪問。農村の伝統文化を従事者から学びまし

た。その後農村の中学生と交流。先生にもインタビューしました。

ます。そして，農村の生活様式を学ばせて頂くために，農村のお
海外研修 3 日目 
8 月 20 日（木） 

 

コーヒー農家・ 

現地の日本人訪問 

 

チームが購入しているコーヒー豆の栽培者とコーヒー組合の一

員を訪問。また，首都で働く日本人にもインタビューしました。 

 
事後研修 
9 月 4 日（金） 
 

振り返り 

 

研修から学んだこと，そして今後の学びや活動，また進路に生か

したいことを小グループ内でシェアし，励まし合いました。 

 

学習者中心の能動的な学び 

各活動は，基本的には生徒主導。達成することは何かを決め，

そのための内容を企画・実施。 

 
2 段階の振り返りの実施 

質問・発言を促すために，学びを振り返り，問いをたてる機会を，

毎回の研修中と研修後に用意。Jamboard を使用し，学びを共有。 

 
視野の広がりを促す設計とファシリテーション 

ラオスに着目しつつ，隣国や ASEAN に目を向けたり，将来の選

択肢を広げられるような活動・ファシリテーションを意識。∂ 

 

図 2. 使用した Jamboard 

図 1. 参加者の様子 
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第６章 12．アイ・シー・ネット株式会社 (3) 

 

【ONLINE・1月】Global Leadership Studies in Laos 

連携機関 アイ・シー・ネット株式会社 

 

 

ワールド・ワイド・ラーニング（WWL）コンソーシアム構築支援事業の一環として実

施されたオンライン海外研修に，WWL 連携機関として協力しました。8 月のオンライン

海外研修に続けて，今回もラオスをテーマとする 3 つのプロジェクトチームが中心とな

り，全体をリード。4校*（WWL 連携校）・56 名の生徒が 5 日間の研修で学び合いました。 

*福岡雙葉高等学校，宮崎県立飯野高等学校，宮崎県立宮崎大宮高等学校，立命館宇治高等学校（五十音順） 

 

【3 つのプロジェクトチームとプロジェクト概要】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

【研修行程】 

上記プロジェクトに関連する人々，フィールドを訪問し，様々な活動を行いました。 
 
    
    
    
   
 
 
 
 
 

経済的な側面からラオスの教育の向上に貢献。今年度は，現地の高校生のための生活・教育

資金をクラウドファンディングで調達。当初の目標を上回る支援金を集めることに成功！  

参考記事：「[WAKKA！教育で世界を変える]宇治の高校生によるラオスの教育支援プロジェク

ト」https://camp-fire.jp/projects/view/334402 

Wakka 

(教育支援) 

事前・事後研修 

1 月 5 日，1 月 26 日 

事前・事後研修 

海外研修 1 日目 
1 月 9 日（土） 

現地の高校生との

交流・市場探検 

農村中学校での 

遠隔授業の実践 

海外研修 2 日目 
1 月 11 日（月） 

海外研修 3 日目 
1 月 16 日（土） 

コーヒー農園・ 

コーヒー農家訪問 

図 1 農村中学校での遠隔授業の様子 

中等教育の質の向上を目指して，外国語教育（英語），環境教育，キャリア教育に着目し，本

研修では現地の農村中学校で遠隔授業に挑戦。双方向性の高い授業を練り，ラオス人通訳の

協力も得ながら実施しました。遠隔ならではの難しさはありましたが，授業を通じて，ラオス

の中学生は「英語をもっと勉強したい！」「環境への意識が変わった」と話してくれました。 

Compass 

(教育支援) 

日本のフェアトレード会社と連携し，ラオスのオーガニックコーヒーを地域の焙煎士，珈琲

店の協力を得ながら販売。本研修には東京の焙煎士さんもご参加下さり，現地の珈琲豆生産

者をご紹介できました。Laonin は Wakka のクラウドファンディングにもコーヒーをリターン

品として提供することにも協力。ラオスコーヒーを通じた出会い，連携の輪を広げています。 

Laonin 

(経済・ 

教育支援) 

図 2, 図 3 収穫期真っ只中のコーヒー農園訪問 
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【オンライン海外研修だからこそ出来ること】 

これまでのように渡航し，現地で活動ができない中，それでも，「学びを止めない」「ラ

オスとの関わりを止めない」という目的で，オンライン（遠隔）でも出来ることは何か

を模索しながら，このオンライン海外研修を 8 月，1 月に，参加者全員で挑戦しました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
【学びの結果（研修後のアンケート調査による）】 

本研修の満足度は今回も 5 点満点中 4.66 点と高く，参加者は本研修で得た知識・経験

を進展させることに意欲的です。それぞれの意欲が，さらなる学びや行動に繋がること

を期待します。 
・私はやはりその国特有の文化や，その文化の背景にあるものを知ることが好きなので，

そう言う方向で進路を絞っていきたいと思う。三年生での活動でラオスに関する活動へ

の興味が出てきた。また，ラオスを知ったことで他のアジア圏のあまり知られていない

国についても興味が出てきた。 
・留学行っただけで世界を知ったつもりになっては行けないなと感じたし，他の国との

対比とかもしたい。あとは，国際協力とかにも興味を持ったので，とにかく今はらおに

んの活動に参加してみたい。 
 

 

 

 

オンライン海外研修の良さ 

これまでの渡航研修では，1 回の研修参加者は 20 名程度と限定されましたが，今

回は 1 回につき 50 名程が参加。日本―ラオス間の移動も，これまでは 1 日がかり

でしたが，オンラインでは現地へ「瞬間移動」が可能。また，渡航型ではスケジュ

ール上，なかなか行くことができなかった首都ビエンチャンにも，オンライン研修

では行くことができました。このように，一度に，より多くの参加者に，短期間で，

学びの機会を提供できたことは，オンラインならではの良さでした。 

参加者の中には，このオンライン研修が初めての「海外関連」に関する研修だった

という声も少なくなく，「渡航研修は勇気が出なく参加できなかったからこそ，今回

参加した」という声もありました。オンライン海外研修は，渡航型よりも参加のハ

ードル*が低いこともポイントです。      *経済的・時間的・心理的ハードルが低い。 

渡航型研修だからこそできること 

一方で，実際に渡航し，現地に身をおかないと得られない体験があることも，オン

ライン海外研修の実施を経て，明確になりました。Zoom 上で現地の様子をリアルタイ

ムで見て，聞いて，現地の方々と交流すること。これらは真正な異文化体験でしたが，

Zoom 上だけでは出来ないことも多々あることに気づきました（例えば，現地の暑さを

感じながら，現地の高校生が作ってくれたラオス料理を食べながら，片言の日本語・

ラオス語を使って交流を図る体験）。アフターコロナはそれぞれの研修の在り方を生

かした学びの機会提供を図る必要があるでしょう。 
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第６章 13．認定 NPO 法人アクセス―共生社会をめざす地球市民の会 

 

ディープな「生の声」に触れたフィリピンオンライン研修 

連携機関 認定 NPO 法人アクセス―共生社会をめざす地球市民の会 

 

 

 2021 年 2 月，「オンラインだからこそできる体験と交流」を大切にした，フィリピン

オンライン研修をファシリテートさせていただきました。本研修は立命館宇治高等学校

の呼びかけで開催され，4 校から 21 名が参加。宮崎・愛媛・京都・滋賀をオンラインで

つないでの事前研修を経て，フィリピンとのライブ交流を実施しました。学校・学年・

コースを越えた出会いと，国境を越えた異文化との出会いに満ちた 6 日間は，非常に濃

密な時間でした。 

 

オンラインで交流したのは，当会のフィ

リピン人職員，都市スラムで生まれ育った

若者，フィリピン大学の学生などです。都市

スラム住民に撮影を依頼したことで，治安

上の理由で訪問が難しいエリアまでディー

プにバーチャル散策できました。また，都市

スラムで生まれ育った若者のライフストー

リーからは，「貧困の中で生きること」の意

味を突き付けられ，衝撃で言葉を失った瞬

間もありました。大好きなアーティストを

紹介し合う時間も設け，スクリーン越しでも心が通う瞬間があることも体感できました。

「フィリピンの現実を知った今，知っただけで終わってはいけないと思うようになった。

現実を知ったからには，その現状を変えていく責任のようなものがあると思う。問題解

決のために自分にできることを実行してきたい。」という高校生の言葉が，印象に残っ

ています。 

事前研修・事後研修で取り入れたグループワークは，学校の垣根を越えた交流と協働

の機会となりました。今回はできませんでしたが，各開催日ごとにグループでの感想共

有の時間を設けるといった工夫をすることで，多様な視点を取り入れながら体験を消化

できるようなプログラムへと，更にブラッシュアップできると感じています。 

【研修の 4 つの目的】 

１．都市貧困について，人々の生の声に触れることで，知り，考え，理解を深める 

２．同世代の若者と交流することで，グローバル課題を自分事としてとらえる 

３．パンデミックが人々の生活に与える影響を知り，日本との違いを考える 

４．海外の人々との対話から学び，課題解決のために行動しようとする意欲を醸成する 

日本国内 5 か所と，フィリピンとでつないだ 
オンライン研修の様子 
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参加した高校生の中からは，フィリピン

での仕事創出につながるフェアトレード事

業への参加を決め，動き始める人も出てき

ています。研修を通して出会ったフィリピ

ンの人々の「生の声」を原動力に，学ぶこと

で終わらせず，当事者の目線に立って課題

を解決しようと行動する人が増えていって

ほしいと期待しています。 

 

 

【合計参加人数 21 名】 

内訳： 立命館宇治高等学校 生徒５名・教員１名 

愛媛県立三崎高等学校 生徒４名・教員１名 

宮崎県立飯野高等学校 生徒３名・教員１名 

立命館守山高等学校 生徒４名・教員２名 

 

【実施スケジュール】 

Day 0 2 月 5 日（金） 事前研修（グループワーク） 

Day 1 2 月 6 日（土） 事前研修 

Day 2 2 月 16 日（火） フィリピン NGO スタッフと対話「コロナ禍の影響」 

Day 3 2 月 18 日（木） フィリピン都市スラムの若者と対話「私のライフストーリー」 

Day 4 2 月 19 日（金） フィリピンの大学生と対話「世界から貧困をなくすには？」 

Day 5 2 月 20 日（土） 事後研修 

 

 

 

 

 

 

第６章 14．タクトピア株式会社 

 

アントレプレナーシップを軸にしたオンラインでの連携 

連携機関 タクトピア株式会社 

 

 

今年度はコロナ禍となり，もともと想定していた海外研修等での連携は難しくなって

しまいましたが，弊社の提供している学びのコンテンツの柱の 1つであるアントレプレ

ナーシップ学習のナレッジを活用して，FOCUS にて生徒さん向けのオンライン講演を実

施させていただきました。 

涙ながらに，自身のライフストーリーを語ってくれた

フィリピンの若者 
 



- 195 - 

PBL の実践をしている各地の生徒さんに対して，さまざまな企業さんがヒントとなる

講演をご提供するなかで，弊社は「最高のプロジェクトをつくるための 4つの質問」と

題して，PBL をおこなっていくうえで漫然/曖昧となりがちなポイントを生徒さん自身

が問い直せるようなサジェスチョンをさせていただきました。 

主には以下の内容をお伝えさせていただきました。 

1. なぜ今，アントレプレナーシップが必要か 

2. 最高のプロジェクトをつくるための 4 つの質問 

「自分の情熱と，社会の要請と，相手の痛みの真ん中にプロジェクトはある」と銘打ち，

ただやりたいことをやる（自己満足）だけではなく，世の中へ意味のある成果を届ける

こと（社会的意義）をも併せ持ったプロジェクトにしていくための問いを提案しました。 

① 自分の情熱：そのテーマを考えだすとつい時間を忘れてしまうほど本気になれるか？ 

② 社会の要請：社会にある不安/不足/不満/不便を言語化/見える化できているか？ 

③ 相手の痛み 1：心から幸せにしたい，と思える人か？ 

④ 相手の痛み 2：その痛みは，真剣に取り除きたいと本人が思っていることか？ 

 

講演にあたっては多くの生徒さんにご参加いただいたほか，講演後には取り組むテー

マの選定方法やチームワークの成功の秘訣についてなど，PBL を実践している先進的な

学校の生徒さんならではの具体的な質問を多数いただき，弊社としても刺激を受けまし

た。 

今年度は形態を大きく変えざるを得なかったところも多くあったかと思いますが，運

営を牽引し大人が自ら新しいチャレンジをする背中を見せてくださった立命館宇治の

先生方や，素晴らしい進行をしてくださった同じく運営チームの生徒さんにも感謝申し

上げます。来年度がさらに良い学びのためのコンソーシアムになるよう，弊社としても

貢献して参ります。 

 

参考：講演で使用したスライド（抜粋） 
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第６章 15．Tiger Mov 株式会社 

全国高校生 SRサミット FOCUS 及び研究報告会登壇報告 

連携企業 Tiger Mov 株式会社 

 

 

 今年度から、正式に連携機関として活動に参画させていただき、2つの機会をご提供

させていただきました。実施内容、振り返りをご報告いたします。併せて、次年度に向

けての大きな関わり方の方針をご報告いたします。次年度から、『次世代リーダー創出』

に向けた実践教育の機会をご提供することで、より個人に即した学びの機会を届けられ

ることを楽しみにしております。 

 

実施内容 

1. FOCUS WEEK での弊社代表菊地による講演 & フィードバック 

目的： 

インプットや、考えている状態だけでは意味がない、アウトカム（社会へのイ

ンパクト）を得るためにアクションすることの大切さを伝え、一人一人のアクシ

ョンプランを描くことを目的とします。 

提供機会： 

10 月 29 日の FOCUSWEEK にて登壇させていただきました。認知行動科学のメソ

ッドを使って、一人一人をコンフォートゾーンの外側に誘い、アクションを誘発

する講義を行いました。内容としては、弊社代表菊地による、タイガーモブ起業

時における話と、コロナウイルスに対しての対応、前例がなくても、目の前に正

解がなくても力強く行動していくことこそ、不確実な世界を切り拓くために必要

であることを伝え、行動宣言をしていただきました。 

振り返り： 

参加した方々からたくさんの反応をいただきました。 

https://www.mentimeter.com/s/2b3453892cd712ccdf1c2a7a77c17488/b67f4e36870c 
考えていることから、実際にやることを書き出していただくことで、思考の変容

が生まれ、たくさんの想いが着火したと感じています。 

認知行動科学の世界では、RAS をアクティブにさせ、スコトーマをずらすことで、

考えているだけのことを実行するフェーズに移せていると感じます。 

 

2. WWL 研究報告会での登壇 

目的： 

タイガーモブにおける実践例を発信し、日本全国の学校で調べ学習で終わらな

い、アウトプットをしてアウトカムを得るための探究と活動の事例を皆様に共有

して活動の参考にしていただくことを目的とします。 

提供機会： 

パネルディスカッション「大学入試で終わる学び、大学入学後に爆発する学び 
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―未来社会を共創する主体をはぐくむ学びへー」に代表の菊地が登壇させていた

だきました。冒頭では「No time for hesitation! -見る前に飛べ!-」をテーマに

自己紹介や会社概要の説明、タイガーモブ での実践例をお伝えし、コロナ禍で世

界は停滞したとしても学びは加速しなければならないことやオンラインでの挑戦

機会について共有することで後のパネルディスカッションの問題提起を行いまし

た。 

振り返り： 

パネルディスカッションの大きなテーマ：「学びは動いていたのか？」に対して

実例や挑戦機会が溢れていることをお伝えした為、参加者からチャットにて感想・

質問をたくさん頂きました。地球規模での実践機会や繋がりはある為、あとは行

動するのみということを実感して頂けたかと存じます。学びの質を高めるのはわ

くわく・探究心である。自ら問いを立てて、自ら実践することで、それぞれの生

徒が人生を切り拓いていくきっかけになれば幸いです。 

次年度に向けて 

 学習者主体かつ、内発的動機を軸にした機会を次年度以降はより具体的に提供し

て参りたいと考えています。世界の社会問題や、先進的なテクノロジーについて知

り、自分の興味関心や大きなやりたいことの方向性を定め、実際に小さく始め、振

り返り検証する、タイガーモブ独自の実践型経験学習モデルの実施を連携機関とし

てご提供することで、実践することから学びを得て、探究活動が科目別教育をより

発展的な学びに変容させ、知識を活用して生きる力としての知恵を育む機会を日本

を代表するこの機関で実現していこうと考えております。 
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第６章 16．一般社団法人グローバル教育推進プロジェクト(GiFT) 

コロナ禍におけるオンラインでの WWL との関わり 

一般社団法人 グローバル教育推進プロジェクト（GiFT） 

 

 

 コロナ禍の影響を色濃く受けた 2020 年度、GiFT は 5 月の段階でオンラインプログラ

ム（オンライン海外研修『Diversity Voyage Online』）に関する実践例を AL ネットワ

ークにて共有させていただいただけでなく、11 月にオンラインにて開催された FOCUS

にて教員向けのプログラムを担当させていただきました。 

 生徒たちの取り組みが進む裏で、探求学習を担当した教員が改めてそれぞれの探求活

動を振り返り、相互の実践から学び合う機会を作ることを目的に、GiFT のグローバル

教育プロデューサーの木村が２時間オンラインでワークショップを行いました。 

 プログラム前半では、『探究や PBL 実践にあたって重視していた成長領域』、『どのよ

うなテーマで、どのように学びを進めていったか』を参加者に回答いただき、その結果

をライブで共有、それぞれ

の実践で工夫した点、意識

した点を共有しながらそ

れぞれの実践から学ぶ機

会を持ちました。また、木

村よりこれから教育現場

で求められる SDG4.7 や

「変容を促す教育」につい

て理解を深めるための講

義を行い、学習プログラム

に落としていくための視点、授業で気をつけるポイント、そして評価やアセスメントに

ついてお話しさせていただきました。 

 また後半では、前半の対話や講義を元に参加された先生方の学び合いをさらに深める

ため、オンラインツール（Jamboard）を用いた、小グループでの『探求学習のレビュー』

ワークも実施。オンライン上でそれぞれが取り組んできた探究学習についての事例をワ

ークシートに用意された問いに答える形で具体的に書き加えていくことで、重ねてきた

実践についてより具体的に深堀りし、それぞれの視点、実践から学ぶ時間をじっくり取

りました。 

 当初 20名を想定していたこちらのプログラムには、当日オブザーブも含めて 70名近

い方にご参加いただき、探求を担当されている先生方の思いや、苦労した点、次に実践

する上で何を意識すべきか、どのような視点を取り入れるのか、熱いトークいっぱいの

場となりました。 

 

 


