平成 26 年度ユネスコスクール年次報告書
報告期間：２０１４年４月～２０１５年３月
※今年度の年次報告書は担当者の名前、メールアドレス、添付資料を除き、ＨＰ等で公表
します。また、ユネスコスクールの質の確保の観点から、報告書の内容が一定の基準に満
たないもの、報告書が２年連続して未提出の場合には、ユネスコスクールの認定取消を勧
告させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。

１．学校概要
学校名
大阪私立羽衣学園高等学校
種別
□保育園・幼稚園
□小学校
□小中一貫教育
□中学校
■高等学校 □中等教育学校
□教員養成
□技術/職業教育
□その他（
）
住所 〒５９２－０００３
大阪府高石市東羽衣１－１１－５７
E-mail： hagoromo@hagoromogakuen.ed.jp
Website： http://www.hagoromogakuen.ed.jp/
児童生徒数：男子
名
女子
名
合計
児童・生徒の年齢
１５ 歳～ １８ 歳
２．担当者

※公表しません

３．実施活動（複数選択可）
○ 国際理解
○ 世界遺産
○ 平和・人権
○ 環境
○ エネルギー
○ 防災
○ 食育
○ 伝統文化
○ そのほか（
識字・貧困

ＥＦＡ
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）

名

４．活動内容
（１）１年間の主な活動内容について記載願います。
活動報告１ 国際理解と平和教育と情報教育（継続の部分と新規の部分あり）
□ 通常の授業時間を使用（総合的な学習の時間を含む）
□ ユネスコクラブの活動として実施
・実施時期 2014 年 4 月～2015 年 3 月
・事業形態 対象者
高校２・３年生
・他機関等との連携
文部科学省ユネスコ国内委員会・社団法人日本ユネスコ協会連
盟 ユネスコアジア文化センター NPO 団体
・目的・目標
世界の教育問題を軸にして、世界寺子屋運動のポスターやパンフレット作成を、情
報の授業などで実施し、情報活用の実践力の育成をはかるとともに、教育の重要性や
寺子屋運動の意義を学び、国際理解、平和教育の一助とする。さらに発展として、実
際のボランティア活動へつなげる。また交流時に必要な英語・ディスカッション・コ
ミュニュケーション・分析の能力を身につける。
・概要 学習のねらいとしては、世界寺子屋運動への支援を通して出会った人やものと
関わりを持つ中で、情報教育、国際理解、平和教育、人権教育などを推進し、総合的
な学習の時間がめざす、自ら学び自ら考える力など全人的な生きる力の育成を図りま
す。また、世界寺子屋運動をより多くの皆さんに理解してもらうための効果的なリー
フレットの要件やデザインを考え、追及する活動を通して、より分かりやすく印象的
に伝える方法を学び、情報活用能力を育成します。
教科 情報での取り組み
（１学期）概要についての説明
アフリカやアジアの地域の学校関係のビデオを見る。
ユネスコについて知る。寺子屋運動や貧困問題について知る。
○具体的・効果的な方法を考える
○他校との交流で意見交換する（外国の生徒とも意見交換する）
○ﾘｰﾌﾚｯﾄ作りについて学習する。
（２学期）ﾘｰﾌﾚｯﾄを実際に作成する。
○他校との交流で意見交換する
○作成したリーフレットを使って校内で活動を行う。
○近隣の学校にも呼びかけて活動の輪をひろげる
○専門家を授業にまねきワークショップを行う。
〇学園祭で展示発表をする。
○ＴＶ会議を用いて 小学生と交流する。
（３学期）振り返り
配布先の生徒や先生に意見を聞き 改善していく。
相互評価を実施する。
研究の成果 日本では考えられないことですが、文字を読んだり書いたりできない、学び
たくても学べない子どもたちがいる現状と出会い、向き合う参加校の子どもたちと教師が
一緒になって、
「戦争は人の心の中で生まれるものであるから、人の心の中に平和のとりで
を築かねばならない」というユネスコ憲章前文の理念に迫るプロジェクト学習になったと
思います。
（１）世界諸地域の文化の多様性について理解・分析することができた。
（２）世界の中の日本人としての自覚を持ち、国際的視野に立つことができた。
（３）ユネスコや国際連合の役割について理解することができた。
（４）発展途上国の歴史やまた 人権について正しく理解することができた。
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（５）わかりやすいパンフレットを作成することができた。
（６）インターネット検索をすばやく行いかつ的確な情報を収集することができた。
（７）物事をいろいろな角度から見て考えることができた。
（いいところ、悪いところ）

活動報告２異文化理解（一部新規）
□ 通常の授業時間を使用（総合的な学習の時間を含む）
□ ユネスコクラブの活動として実施
・ 実施時期 2014 年 4 月～2015 年 3 月
・ 事業形態 対象者
高校２年生・ボランティアクラブ員
・他機関等との連携
大阪大学・アメリカＮＪ州教育委員会
シンガポール・マレーシア・インドネシア高校
・目的・目標
羽衣学園高校と米ニュージャージー州メモリアル・ミドルスクールの生徒たちが、
スクリーン映像を通じて意見を交換しあう“同時学習”を行った。遠く離れていても
すぐ隣にいるように画像を合成できる「ハイパーミラー」という遠隔対話システムを
９年前から活用しての実践の継続である。今回の実践は、事前に自己紹介のビデオ撮
影をして、掲示板やメールでのコメントや画像を通じての交流、その後掲示板を通じ
て意見交換をしあうシステムを活用した。昨年度は自分たちの撮影した写真について
対話を図ることを一歩前進させテーマを「エコ活動（今年はリサイクルを重点的に）
」
に設定した。また、お互いのまちの紹介につなげるようねらい、
「他教科への拡大も」
ねらいに入れ、新タイプの国際遠隔授業として更なる広がりを期待した。
・概要
前半ステージ
5 月～8 月
（１）導入 主旨説明を実施する。
（２）ウェブ検索実習
自己紹介ビデオ撮影させる。またビデオを編集する。
（３）機器の使い方の理解
デジタルカメラ・ビデオや掲示板などに慣れさせる。
（４）テーマ（リサイクル）についての意見をメールや掲示板で実施する。小グループい
くつかにわかれさせ発表させあう。最終的なテーマをまとめさせる。
（５）グループ内意見交換
発表項目を理解させ意見をまとめさせる。まずは日本語に
よるまとめを書かせる。そのあと英訳させる。
（６）海外生徒（アメリカ東部の学校）との意見交換
送ったまた届いたビデオ・写真
やメールに、異文化的な理解の違いが見られないか考えさせメールやホームページ
を利用して意見交換させる。

後半ステージ
9月～10月
(１)校内外調整 主旨を発表し当日参加生徒・見学生徒を募集する。
(２)アメリカ・日本側各学校で担当教員より 企画の趣旨説明をする。
(３)エコリサイクルというテーマでグループ分けをして掲示板などへの書き込みを実施す
る。
(４)エコリサイクルから連想するさらに細かいテーマを選び、参加生徒各個人・グループ
で調査・研究を実施する。教員は生徒のの進め方に、質問に答えるなどして、個別指
導を実施する。
11月
(５)シンガポールとＴＶ会議を実施する。
事前に発表内容を プレゼンテーションソフトなどにまとめる。
文化についての理解を深めあう。またTV会議の手法に慣れる。
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(６)振り返りを実施する。（個人・グループの研究を全体で共有する）
12 月～３月
(７)アメリカとＴＶ会議を実施する。
テーマ「エコ」と文化についての理解を深めあう。具体的に意見交換をする。
事前に紹介する内容をグループでまとめる。特に自分たちの地域に
関しての発表を意識する。
(８)振り返りを実施する。（個人・グループの研究を全体で共有する）
プレゼンテーションソフトにまとめる。
(９)お互いの共有できる Webページでさらに交流を続ける。
研究の成果
これまでの実践を活かし、お互いに今度は実際にビデオ会議や掲示板などのICTを活
用して意見交換をして文化理解の中身を深めることができた。コミュニケーションを
通じて、自分達の考えを簡潔にまとめ、相手にわかりやすく表現することや、相手を
確実に理解するといった。実践的なコミュニケーション能力を習得する。また特に コ
ラボレーション力が大切だと生徒達は感じていたようだ。生徒の様子：特に海外の学
生との場合は、共通のテーマをベースにしてプレゼンをするということが必要なので、
世界との交流（国際交流にとどまらない）に対する好奇心や新しい企画（構想）・創
造に向かう探究心をもち、国を超えて学ぶコラボレーション力が必要となった。指示
まちではなく、自分ですすめていく自律性をもち、またその結果に責任をもつ力、一
方で他人に対して働きかけ、巻き込める、チーム内で働くことができる力の必要性を
強く感じた。リーダーシップとチームワークをバランスよく保つ能力が必要だという
ことを実感したようだった。

（１）掲示板を通しての異文化交流であり、それぞれの国の考え方や違いをメールやビデ
オ紹介を通して実感することができた。今までの交流とは違う迫力を感じながら 交流
を実施した。またお互いの生徒の考えを知り、理解を深めながら交流したため、深いレ
ベルでの国際交流ができた。
（２） 生徒主体のプロジェクト学習を実施することにより、主体的に学ぶ意欲や問題
発見・解決能力を身に付けることができた。
（３）海外の生徒と直接コミュニケーションをとる中で、お互いの文化についての正しい
認識をもつことができた。
（４）さまざまな IT 技術を利用する中で、IT 技術力の向上ができた。
（５）交流を英語または日本語で行うため、相手国の言語に対する関心と学習意欲を相 互
に喚起することができた。

活動報告３ 異文化理解とコミュニケーション能力の育成（継続）
□ 通常の授業時間を使用（総合的な学習の時間を含む）
・実施時期 2014 年 4 月～2015 年 3 月
・事業形態 対象者
高校２年生
・他機関等との連携
卒業生・私立大学
・目的・目標
コミュニケーションスタイルのちがいの背景には、文化の違いがあること、また非
言語（ノンバーバル）なコミュニケーションの存在を意識することで、言葉でなくて
も気持ちを伝えることができること理解する。
・概要
教科 総合的学習での取り組み
（１講座目）コミュニケーション 文化やコミュニケーション方法が違うことで起こる誤
解などを考える
（２講座目）コミュニケーション 言語以外のコミュニケーションのとり方を知る。
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（３講座目）異文化理解 留学生の立場から
留学生の主張を聞き、国際交流や異文化
理解で大事なことについて考える。
（４講座目）コミュニケーション ３つのコミュニケーションを知る。
（５講座目）異文化理解ワークショップに向けて 次回のワークショップに向けて イン
ドネシア・中国・タイ・韓国・ベトナムのグループ別 事前学習
（６講座目）異文化理解 ワークショップ 専門にアジアの言語を教える方々を招き そ
の国の言語や文化について知る。
（７講座目）修学旅行事前学習 アボリジニーの文化を学ぶ
英語の問題集で学ぶ・ビデオ学習でオーストラリアの先住民の文化に触れ、文化相対
主義の考え方について学ぶ。
（８講座目）修学旅行事後学習 コミュニケーションの実際
オーストラリア現地でのコミュニケーションについて振り返り、またその違いなどに
ついて学ぶ。
研究の成果
この活動は高校2年生が全員体験する活動です。修学旅行がオーストラリアのメルボ
ルンでのファームステイを含むため、多くの事前学習をそれまでに経験する。現地の
水の問題や生活の問題などにも踏み込んで学習する。ファームステイでは指示まちで
はなく、自分ですすめていく自律性をもち、またその結果に責任をもつ力、一方で他
人に対して働きかけていく力の必要性を強く感じた。また自然の大切さを実感したよ
うだった。

活動報告４ ASP 大阪 高校生フォーラム（継続と新規）
□ 通常の授業時間を使用（総合的な学習の時間を含む）
□ 時間外活動の時間を使用
□ ユネスコクラブの活動として実施
・ 実施時期 2014 年 4 月〜2015 年 3 月
・ 事業形態 対象者
高校１・２・３年生
・ 他機関等との連携 文部科学省ユネスコ国内委員会、大阪府立大学・財団法人日本ユ
ネスコアジア文化センター＜ACCU＞、
後援；大阪府教育委員会、海外ネットワーク参加国：韓国(上黨高等学校)、中国（中国
人民大学附属高校）他・プログラム概要
このセミナーは、2014 年に日本で開催される「DESD 最終年会合」での政府閣僚級会議
（愛知）に合わせて実施される “UNESCO World Forum of ASPnet High Schools”
（UNESCO
ASPnet 高校生世界フォーラム<開催地岡山市>）に向けた準備セミナーとして開催されまし
た。このセミナーの特徴は、世界で行なわれている ASPnet 高校生国際会議と同様、高校生
自身の手によってフォーラムが運営され、参画と発信等を担うことができるスキルや心構
えを育てることにあります。そして、この成果を確かなものにするため、2012 年度は「東
アジアフォーラム（中国、韓国、日本）」を実際に開催し、
“若者世代”として共に“持続
可能な未来”を考え、学びあう国際フォーラムを運営しました。
2013 年度の準備セミナーは、UNESCO ASPnet としての「７カ国高校生国際会議」や「小
中高大学生による国際ワークショップ」等の運営経験を持つ大阪府立大学／大阪ユネスコ
スクール（ASPnet）ネットワークが文部科学省から委託を受け、開催地の岡山市／岡山
ASPnet 加盟高校等と協力して実施するものでした。また、広く日本全国の高校生が参加し
て世界フォーラムを運営することができることを意図して、2013 年度の「準備セミナー」
への参加を希望する高校生の募集を行ないました。
今年度は岡山での大会に参加しました。
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活動報告５ 国際理解と地域理解と情報教育（継続）
□ 時間外活動の時間を使用
□ ユネスコクラブの活動として実施
・実施時期 2014 年 4 月～2015 年 3 月
・事業形態 対象者
高校２年生
・他機関等との連携
文部科学省ユネスコ国内委員会・社団法人日本ユネ スコ協会
連盟 ユネスコアジア文化センター NPO 団体
・目的・目標
本プロジェクトは、児童・生徒が、地域を愛し、地域の文化や自然を守り 伝えよう
とする気持ちを育むことを目的に実施します。授業の中で、
“私のまちのたからもの”をテ
ーマに、自分たちで撮ったデジタル写真や絵に文字や音声を入れたデジタル・スライドシ
ョーを作成します。その後、学校の代表作品を募集して全国コンテストに参加します。
・概要
京都の葵プロジェクトとなどとの連携を図る。
※ 葵祭りでは葵を約 1 万枚使用しています。現在はその殆どを人里離れた山中に自生する
葵で賄っていますが、近い将来には再生した境内の葵や提携協力いただいている各機関
で育成した葵によって祭りに使用する葵を賄い、古来の伝統祭事を多くの方が支援し伝
承するというモデルにできればと考えています。 葵プロジェクトでは「葵の再生を通
じて伝承する人として大切な文化」をコンセプトに各教育機関と提携して葵の株分けを
行い、再生の植生事業を体験できる環境を提供くださっています。本校も株をいただき、
実際に校内で育てています。
※ 次世代を担う子供達が、身近な自然の中から消えようとしている葵を育てる。小さな命
を育む過程の中で、環境という概念や生命のサイクルというものを理解していきます。
人と自然の関わり、人と人との触れ合いを葵 を通じて様々なコミュニケーションの中
から学んでいきます。この「葵プロジェクト」は人と自然、人と人とのネットワークを
構築して粛々と受け継がれてきた大切な文化、本質的なココロを取り戻すことを目指し
ています。

月
6月
6月
～11 月

12 月上旬
2月
3月
1 月～3 月

学びのプロセス
予定
内容
主催者ＨＰ上にて募集要項掲載（12 月上旬まで随時、応募受け付け）
調べ学習/校外学習
「調べる」
自分たちの暮らしている町のこ
写真を撮影など
「知る」
と知っている？
「 考える 」
地域の文化や自然について調べ
る、体験する。伝えたいことを決
め、写真を撮る。
スライドショーの作成
「表現/創る」 一番伝えたいことは何かな？
写真とナレーション（言葉）と音
楽を組み合わせてスライドショー
を作る。
作品の相互評価
「発信する」
他の人に発信しよう！
インターネットＴＶ会議などを利
用して他の参加校に発信し、相互
評価を行う。
「学び合い」

作品の応募締切＜必着＞
審査会
受賞作品をＨＰで発表
活動発表会
「まとめる」
地域活動

「行動する」

学習したこと・活動を伝えよう！
校内や地域で活動発表会を行う。
自分たちにも何かできるかな？
地域の人びとやメディアに働きか
ける。
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こんな力がつく
・自分たちの住むまちへの理解を深
め、見つめ直す力。

・自分の考えをはっきり表現する力。
・伝える相手と目的を意識して、より
分かりやすく、より印象的で、より
説得力を増すように伝える力。
・相手意識を持ったコミュニケーショ
ン力。
・他者の意見を聞く力。
・他の地域の文化にも関心をもち、尊
重することのできる力。

・プレゼンテーション力。
・社会に働きかける力。
・自発的・主体的に取り組む力。
・人や地域社会とのつながりを大切に
する力。

・成果
（１）「調べる」→「考える」→「表現/創る」→「発信する」→「まとめる」 →「行
動する」といった複合的な“学びのプロセス”の中で、児童・生徒が豊かな学力を身
につけた。
（２）校内・外、異年齢、地域社会、海外などとの“学び合い”から、相手の立場に立
って考える力や、思いやりの心を持ち、人と人、社会とのつながりを実感した。

※ またこの実践は、グリーンウェイブプロジェクトにも連携しています。
・国連の生物多様性条約事務局が、5 月 22 日の「国際生物多様性の日」に、世界各地の青少年
の手で、それぞれの学校の敷地などに植樹を行おう、と呼びかけているものです。 植える樹種
(地域の在来種や固有種など)や場所・方法などを生徒たちが自ら考えていく過程で、彼らに生物
多様性やその保全の必要性などについて学んでもらおうというのがこの活動の趣旨です。この日
に世界各地で行われた行事は、その日のうちにグリーン・ウェイブのウェブページで見ることがで
きるようになり、世界各地の仲間と経験を共有することができます。

活動報告６ ： このグリーンウェイブプロジェクトに連携して 本校でも積水ハウスさんの協力を
得て 5 本の木を植え、その成長を見守っています。また 花いっぱいプロジェクトということで校内
に花を増やしたり、緑のカーテンなどにも一部取り組んでいます。 実際に積水ハウスさんと連携
して ドクターフォレストとして学校に来ていただき緑の学習会を校内でも実施もしました。

活動報告７ 国際理解と ICT（プログラミング） （新規）
□ 通常の授業時間を使用（総合的な学習の時間を含む）
□ 時間外活動の時間を使用
□ ユネスコクラブの活動として実施
□ その他（美術部として実施）
・実施時期 2014 年 4 月～2015 年 3 月
・事業形態 対象者
高校２年生、
・ 他機関等との連携
DeNA
School:
Indonesia SMA HS
スマホロボット「ROMO」を活用した高校生による新サービスの企画発表会
■コラボレーション授業開催の背景
‐2011 年より羽衣学園と株式会社ディー・エヌ・エー（DeNA）は、インターネットの安心・
安全な利用促進のための啓発講座を毎年行ってきました。その中で、今後ますます進むイ
ンターネット社会でどのようにネットを上手く活用して生きていくかをテーマに、ネット
の闇の部分だけでなく、光の部分に焦点をあて、高校生自身が事業会社と、より発展的な
ネットの活用について一緒に考えるような取り組みを始めたいと考えておりました。今回
スマホロボット「Romo」（http://www.romotive.jp/）の日本国内正規代理店であるセール
ス・オンデマンド株式会社（SOD）の協力を得て、「ROMO」を通じてプログラミングやアプ
リ制作に関する初級講座を行うコラボレーション授業を展開することになりました。
■コラボレーション授業の目的
・「Romo」の動作設定と利用体験を通じてスマートフォン上でのアプリケーションの仕組
みを理解する。
・「Romo」の活用事例について高校生が自由に新サービスや新商品案を企画立案する。
・企画立案のプロセスにおいて、顧客ニーズの把握や顧客ニーズのマッピングなど、より
実際のビジネスに近い状態での企画立案スキルの習得を DeNA が支援する。
・プログラミングやアプリ制作に関する初級講座を DeNA エンジニアが支援することで、ス
マートフォン上でのアプリケーションの仕組みなどを理解する。
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・従来の安心・安全にインターネットを利用するための啓発授業の域を超え、産学連携で
インターネットの利活用をテーマにコラボレーション授業を展開する。
■コラボレーション授業の概要：年間通じて授業を 3 回に分けて実施
＜第 1 回＞9 月 11 日(木)：DeNA による企画主旨の説明。SOD による「ROMO」の紹介と「ROMO」
の体験。
＜第 2 回＞10 月 9 日(木)：DeNA よりシステム開発およびプログラミングについて、新商品
企画にあたってのアプローチについて説明。
インドネシアの学生とコラボレーション授業実施、協働学習実施
＜第 3 回＞2 月 19 日（木） ：生徒による「ROMO」を活用した企画案のプレゼンテーショ
ンと表彰（DeNA 賞、ROMO 賞など）、DeNA、SOD による総評

活動報告８ ASP 海外の学校とのＥＳＤ学びあい（継続）
□ 通常の授業時間を使用（総合的な学習の時間を含む）
□ 時間外活動の時間を使用
□ ユネスコクラブの活動として実施
・
・
・
・

実施時期 2014 年 4 月〜2015 年 3 月
事業形態 対象者
高校１・２・３年生 ボランティア部員
他機関等との連携 文部科学省ユネスコ国内委員会、大阪大学、本校卒業生
海外： 中国（中国人民大学附属高校）マレーシア・韓国の生徒 一部

・ 目的・目標 ICT を活用した海外の学校や機関との ESD をテーマにした学び合いアメリカ、
韓国、中国の生徒との交流を通して、異文化に触れお互いの文化に対する興味・理解・関
心を高める。
・ 防災教育の共有
・概要
1 学期 中国の学生とＥＳＤに関して意見交換開始。
８月 日本で共同でＥＳＤに関しての取り組みをプレゼンテーションにまとめて発
表（英語）本校訪問
奈良世界遺産訪問、災害に備えた学習
５月 マレーシア学生 本校訪問
大阪文化遺産訪問、防災教育共有（グループワークなど含む）
２学期 アメリカ、韓国の学校とそれぞれ共通の Web サイトを作成し交流開始
10 月 アメリカ、韓国、国内小学校、JICA 関係者とそれぞれ別途 TV 会議
●ツール：ブログを使った交流学習
エチオピア、ザンビア、バングラデシュ、モロッコ、ラオス、ルアンパバン、セン
トルシア、ヨルダン
そしてそれをもとにＰＰＴを作っていく作業の続きを実施。
〜ＰＰＴに載せる項目〜
１．
・○○(隊員の赴任している国名)の基礎知識：地図上での場所、人口、簡単など
歴史、言語、宗教、民族、食べ物、住居など
・隊員の紹介：名前、写真、任地、職種、毎日の生活
２．これなしでは語れないという国の最大の特徴
３．その国と日本の違いその国の文化を代表する言葉：その国の人がよく使う言葉
など、文化・生活・人々の考え方、経済格差など
４．その国から日本が学ぶべきことは何か
５．その国が直面する課題：その国の課題を挙げ、それについての解決策
６．日本からの援助はあるのか、その国に日本からの援助はどのようにされている
のか
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７．隊員の活動内容と隊員が直面している課題、現在の業務内容、困っていること
や嬉しかったことは何か
８．隊員から送ってきた写真の紹介

３学期
各テーマのプレゼンテーションを完成させ、互いに発表しあい、
意見交換を実施
1 月 大阪私学国際研究会などで成果報告。
生徒もユネスコスピーチコンテストで発表など実施。
成果：アメリカとシンガポールは大阪大学、韓国とは APEC 教育機関、中国とは大阪
ユネスコスクールネットワークなど他団体とも協力して実施することができた。で
きるだけ ICT を効果的に活用してプロジェクトを効果的に進めることができた。ま
た一方で JICA にも協力いただき、海外の協力隊員ともメール交換や TV 会議を実施
してそれぞれの国の世代の考え方や違いを実感し、情報活用の実践力を深めた。
※アメリカとの交流は一部、大阪府高石市の姉妹都市の学校にも協力をしていただ
く関係で高石市の教育委員会及び高石市姉妹都市交流委員会にも協力をいただいた。
※APEC 教育機関とは、文部科学省からご紹介いただいたプロジェクト型学習の一つ
で韓国の複数の学校と次年度は食をテーマに韓国の文部科学省が持つ交流サイトを
通じて交流を始めた。

活動報告９ 海外の学校と国内の学校とネット問題（スマホ問題）学びあい
（継続）
□ 通常の授業時間を使用（総合的な学習の時間を含む）
□ 時間外活動の時間を使用
□ ユネスコクラブの活動として実施
・ 実施時期 2014 年 4 月〜2015 年 3 月
・ 事業形態 対象者
高校１・２・３年生 ボランティア部員
・ 他機関等との連携 台湾高雄市教育委員会
海外：Kaohsiung Vocational industrial Senior High School（台湾高雄市）
国内：主催・共催： 一般社団法人モバイルコンテンツ審査・運用監視機構
安心ネットづくり促進協議会 大阪私学教育情報化研究会
後援： 内閣府、総務省、文部科学省、経済産業省 北海道、奈良県
北海道教育委員会、奈良県教育委員会、大分県育委員会
北海道青少年有害情報対策実行委員会
全国高等学校情報教育研究会、東京都高等学校情報教育研究会、
大阪府高等学校情報教育研究会、奈良県情報教育研究会
独立行政法人情報処理推進機構、 公益財団法人ハイパーネットワーク社会研究所、
一般社団法人全国高等学校 PTA 連合会、一般社団法人ソーシャルゲーム協会、
一般社団法人電気通信事業者協会、一般社団法人日本スマートフォンセキュリティ協
会、特定非営利活動法人コンピュータエンターテインメントレーティング機構
協賛：グーグル株式会社、グリー株式会社、株式会社ディー･エヌ･エー、株式会社メディ
ア開発綜研、LINE 株式会社、株式会社中部トータルサービス
高校生 ICT Conference 2014 とは
高校生 ICT Conference は、2011 年に「高校生熟議」として大阪でスタートしました。
2013 年は、北海道、東京、大阪、奈良、大分と 5 拠点、計 51 校 267 人の高校生が参加。
高校生同志が、身近なケータイやインターネットの問題を通して、共に考え、議論し、
まとめ、発表することで、コミュニケーション力とプレゼンテーション力を育む場と
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して開催されました。さらに高校生の意見を中央に届けるべく、各地域の代表者がサ
ミットにより提言にまとめ、内閣府、総務省、文部科学省で発表いたしました。
2014 年も引き続き全国 5 拠点、より広い地域の、高校生ならではの意見を政府に届け
るべく、開催しました。
平成２６年１２月１４日（日）
「ＯＳＡＫＡスマホサミット」に生徒９名が参加しました。
司会、アンケート分析報告、ディスカッションなどを担当しました。
ＯＳＡＫＡスマホサミット開催要項
１．目的
スマートフォンなど多機能なインターネット接続端末の急速な普及に伴い、青少年がイ
ンターネットを通じた犯罪、トラブル、いじめ等に巻き込まれる事例が後を絶たないこと
やスマホ依存の弊害が社会問題化するなか、青少年が適切にインターネットを利用できる
よう、青少年のネット・リテラシー向上に向けた取組みを充実させる契機とする。
２．テーマ
青少年による青少年のための「スマホの賢い使い方」討論会
３．開催時期
平成２６年１２月１４日（日）午後１時から４時
４．会場
大阪市立北区民センター２階ホール
５．プログラム概要
「OSAKA スマホアンケート」の集計結果発表
青少年のスマホ・SNS の利用実態に迫るトークセッション
青少年１万人に実施した OSAKA スマホアンケートで明らかとなった利用実態を踏まえ、
問題点等を洗い出す。
青少年の公開討論会 利用実態を踏まえ、青少年 30 名程度が３班に分かれワークショッ
プ形式で適切なネット利用について議論する。
保護者とのトークセッション 青少年の利用実態を踏まえ、子どもを守るために保護者
として取り組むべきことについて議論を深める。
ＯＳＡＫＡスマホ宣言
青少年が考える「スマホ・ＳＮＳの賢い使い方」を発表
※ 特設ブースの設置（スマホ実機体験、スマホにひそむ危険擬似体験アプリ体験、ネット
あんぜん検定体験、各種研修案内等）
協力校・団体：大阪狭山市立狭山中学校、摂津市立第三中学校、昇陽高校、羽衣学園
日本ボーイスカウト大阪連盟、(一社)ガールスカウト大阪府連盟
６．主催
大阪の子どもを守るネット対策事業実行委員会（H26 年度文部科学省委託事業）
構成員：大阪府、大阪府教育委員会、大阪府警察、総務省近畿総合通信局、大阪市教
育委員会、堺市教育委員会、大阪府 PTA 協議会、大阪市 PTA 協議会、大阪府立高等学
校 PTA 協議会、大阪市立高等学校 PTA 協議会、株式会社 NTT ドコモ、KDDI、株式会社、
ソフトバンクモバイル株式会社、ワイモバイル株式会社、デジタルアーツ株式
平成２６年１２月２０日 「スマホ時代のリスクを考えよう！」
http://www.joho-moral.net/symposium/
日 時 平成２６年１２月２０日（土）１４時から１６時３０分
会 場 大社文化プレイス うらら館 だんだんホール
島根県出雲市大社町杵築東１３３８－９

活動報告１０ グローバル人材育成（新規）
□ 通常の授業時間を使用（総合的な学習の時間を含む）
□ 時間外活動の時間を使用
□ ユネスコクラブの活動として実施
・ 実施時期 2013 年 4 月〜2014 年 3 月
・ 事業形態 対象者
高校１・２・３年生
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・ 他機関等との連携 大阪私学教育情報化研究会、ブリティッシュカウンシル
マレーシア ペカン、インドネシア ３校
研修の目的
グローバリズムの進展により、我が国でも地球規模で活躍できる人材を求める声が高ま
っている。が、それと逆行するかのように若者の内向き志向が指摘されている。若者を含
む国民の中に異文化に対する耐性ができていない状況で、現在、急激に進行していると言
われる産業の空洞化や、人口減による移民の受け入れなどが起これば、社会的混乱を生み
出す。また、産業の空洞化は、内向き志向の若者の職を奪うことになり、これがさらに社
会の混乱を増殖する。
このような社会・経済状況の中、教員もその影響を受け、教員自体が内向き志向に陥る
恐れが多分にある。就職難の中、苦労して教員になれたという思いを持つ教員が多くなれ
ば、外にチャレンジしていく姿勢が生まれない。
最近の学生は、就職するには英語だけでは不十分で、プラスαがないと採用されないと
考えているようである。学生たちの置かれた状況を考えると、例えば英語教員もまた、英
語を「読み書き話す」手段・技術として教えるだけでは、時代を生きる学生を育てること
はできない。進学校では、受験技術に秀でた教員が求められているが、卒業生の多くは、
社会の中枢を担う人材である。受験技術の習得だけでは、時代が求める発想力豊かな人材
が育たない。 以上のような時代認識から、本研究会は、
「グローバルな人材を育てる教員
の育成を目指す」ことを目的として、以下の活動を行う。
アジアを中心とした海外の学校とオンライン授業交換を実施し、検証を行い、その成果
をもって教員研修会を実施する。授業者は、相手国言語を一定程度習得している教員が当
たり、当該教員のその後の授業にどのような影響・効果をもたらすかも検証する。英語教
員や他教科の教員が、アジアを中心とした国々とオンラインを含む直接・間接の「接触」
体験を通じて、自ら成長することで、次代を担う人材を養成することができるのである。
研修の具体的計画
協力校代表 SMJK Keat Hwa（マレーシア）SMA Labschool Jakarta（インドネシア）
４〜５月、準備期間。 機材・ソフトウェアの導入と習熟。アンケートを含む授業内容の
調整。協力校との打ち合わせ。
６〜８月 授業（対協力校、対羽衣学園中学校高等学校 各５回）
最終回の授業は内田洋行大阪支店のフューチャークラスルームで公開し、その後意見交換
会開催
９月
両国両校合同授業（２回）
合同授業の内１回は公開授業、その後、意見交換会開催。進行、羽衣学園米田謙三。支
援教員、笹恵津子
オンライン会議は、TeamViewer、動画録画は、BB FlashBack、教材
提示は PowerPoint/Prezi を使用。 授業を動画で録画・編集し、研究グループによる授業
検証や意見交換会に利用する。
研究グループによる授業検証は、府内の私立学校教職員等７名で行い、一般対象の意見
交換会は、大阪私学教育情報化研究会会員を中心とした教育関係者を対象に実施する。
成果と課題
１．アンケート結果と国際共同学習の重要性
宗教観、相手国理解、ソーシャルメディア利用、対西洋観＆対アジア観、社会的不正へ
の対応等、両国間に興味深い相違が見られたが、本企画に参加した日本の２校間にも違い
が見られた。特に、西洋志向の帝塚山学院泉ヶ丘校に対し、羽衣学園高校は、明確にアジ
ア志向を示した。これは、１０数年にわたり、アジア各国との共同学習・交流に携わり、
授業に生かしてきた同校の教育実践によるものである。アジア重視が叫ばれる今日、学校
教育現場での取り組みの必要性・重要性を示唆している。
２．今後の継続性について
アンケート結果をもとにした交流企画は Ahmad High School 側では、是非、継続したい
と強く希望している。 今回の実践では、申請書の英文、アンケート結果のプレゼン作成、
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相手側の通信環境、事前テスト、テレビ会議システムに不慣れな日本側担当者のサポート
など、現場教員をサポートする人材が不可欠であった。国際企画では、日々の業務に追わ
れている現場教員だけでは、相当な負担がかかる。 今後は、海外協力校とのネットワー
ク化を進めるとともに、辻氏のような退職教員などとのネットワーク化も強めていく必要
がある。 現在、我々のグループでは、マレーシア以外に、ＡＳＥＡＮ諸国各国と中国、
台湾、韓国など、ほぼ、東アジア全域の学校とネットワーク化されており、今後、企画を
さらに発展させていく予定である。

活動報告１１ 外務省絆プロジェクトからの継続企画
□ 通常の授業時間を使用（総合的な学習の時間を含む）
□ 時間外活動の時間を使用
□ ユネスコクラブの活動として実施
・ 実施時期 2014 年 4 月〜2015 年３月
・ 事業形態 対象者
高校１・２年生
・ 他機関等との連携
日本ユネスコ協会連盟
絆プロジェクト：2013 年 アジア大洋州地域及び北米地域の 41 の国・地域から青少年を
日本へ招へいし、交流プログラムや被災地視察、ボランティア活動等を実施するとともに、
日本の青少年をそれぞれの地域へ派遣することを通じ、日本再生に関する外国の理解増進
を目的として、日本政府により進められた事業。このうち、カナダとの交流事業について
は、外務省からの拠出先である UNESCO（国際連合教育科学文化機関）から受託し、招聘に
関しては公益社団法人 日本ユネスコ協会連盟と財団法人日本国際協力センターが、また派
遣に関しては、カナダ UNESCO 国内委員会が実施した。
本校も 5 月に受け入れ、10 月に訪問をした。継続として今年度より 3 月に約 20 名バンク
ーバーへの短期研修を実施、その研修期間中に交流高校である New Westminster HS を
訪問する。

活動報告１２ 防災・減災プロジェクト （新規）
□ 通常の授業時間を使用（総合的な学習の時間を含む）
□ 時間外活動の時間を使用
□ ユネスコクラブの活動として実施
・ 実施時期 2014 年 4 月〜2015 年３月
・ 事業形態 対象者
高校１・２年生
・ 他機関等との連携
日本ユネスコ協会連盟
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