第５３回全国国際教育研究大会 高知大会
“Learn locally. Share with the world!”
～地域の魅力や課題を知り、地球市民としての志を抱こう～
１ 大会趣旨
国際的な相互依存関係が深化し拡大する中で、国際社会が直面する様々な課題を解決することが求めら
れています。その課題を解決する主体者には国や組織といった単位だけではなく、一人ひとりが地球市民
としてその解決に取り組むグローバルな視野が必要です。
このグローバルな視野をより一層育むためにはまず、自分が住んでいる地域の魅力を知ったり、身近な
課題に関心を持ったりすることが大切だと言われています。たとえば、自分の住んでいる地域の魅力や特
長を知ることで、国際的な課題を解決するために自分は何ができるかを考えることができます。また身の
回りの人権や環境などに関心を持つことは、空間的・時間的隔たりのある海外の課題を理解し、解決しよ
うとする意欲へとつながります。
このようなローカルな視点を大切にしながら、太平洋を臨む高知での大会の開催を機に、国際交流の窓
を開き、狭小で閉鎖的な価値を超えたグローバルな風を取り込みたいと考えます。さらにテロ行為や環境
問題、貧困問題など様々な国際的課題を解決しようとする「志」をもつ次世代を育むことを目的とし、こ
のテーマを設定しました。
２ 主催

全国国際教育研究協議会

３ 共催

独立行政法人 国際協力機構
四国地区国際教育研究協議会

４ 主管

高知県高等学校国際教育研究協議会
高知県高等学校教育研究会国際教育部会

５ 後援

外務省
文部科学省
高知県
独立行政法人国際交流基金
一般財団法人日本国際協力センター
公益社団法人青年海外協力協会
特定非営利活動法人全国国際教育協会
公益財団法人日本教育公務員弘済会高知支部
公益財団法人高知県観光コンベンション協会
公益財団法人高知県国際交流協会
愛媛県教育委員会
香川県教育委員会
徳島県教育委員会
高知県教育委員会
高知県高等学校長協会 高知新聞社

（申請中のものを含む）

６ 会期

平成２８年８月１８日（木）から８月１９日（金）まで

７ 会場

高知県立県民文化ホール（高知市本町４丁目３－３０）
航空機 :高知龍馬空港から空港連絡バスで県庁前まで約 40 分、県庁前から徒歩約 3 分
Ｊ Ｒ :ＪＲ高知駅から車で約 10 分

８ 参加対象

全国国際教育研究協議会加盟校の教職員および生徒
第３６回高校生英語弁論大会出場生徒・引率者および保護者
第１６回高校生日本語弁論大会出場生徒・引率者および保護者
第５回国際教育・国際協力に関する生徒研究発表会出場生徒・引率者および保護者
国際教育（開発教育・国際理解教育等）に関心のある教職員・生徒・保護者等
国際教育（開発教育・国際理解教育等）に関わる関係団体・企業等の担当者等
国際ボランティア等に関係する教職員・生徒・担当者等
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９ 大会日程

＜１日目＞ ８月１８日（木）
９：００～ ９：３０ ・受付
９：３０～１０：１５ ・開会行事
主催者挨拶 共催者挨拶 来賓挨拶 歓迎挨拶
来賓紹介 功労者表彰 諸連絡
１０：１５～１２：２５ ・第３６回高校生英語弁論大会 ・第１６回高校生日本語弁論大会
英語弁論９名、日本語弁論９名
１２：２５～１３：３０ ・昼食 / 休憩
１３：３０～１４：３０ ・全体交流
テーマ「高知の Locally を学ぶ」 内容（よさこい鳴子踊り）
１４：４０～１５：５０ ・記念講演
講師
垣内守男氏 高知県教育センター企画監
演題 『初めて世界を見た日本人 ジョン万次郎』
１６：１０～１６：４０ ・表彰式
英語弁論大会・日本語弁論大会講評および結果発表
諸連絡、記念撮影
１６：５５～１７：５５ ・生徒交流会・全国事務局長会議
１８：３０～２０：３０ ・教育懇談会
〔ザ クラウンパレス新阪急高知〕 大会会場より徒歩２分

＜２日目＞ ８月１９日（金）
８：３０～ ８：５５ ・受付
９：００～１０：３０ ・第５回国際理解・国際協力に関する生徒研究発表会
１０：４０～１１：３０ ・ワークショップ
高校生のための国際理解講座・教員による研究発表分科会
１１：４０～１１：５５ ・表彰式
生徒研究発表講評および結果発表
１１：５５～１２：２５ ・閉会行事
主催者挨拶 次期開催県挨拶 諸連絡 記念撮影

＊＊＊これで全てのプログラムは終了となります＊＊＊

全日程終了後
☆お時間に余裕のある方、興味のある方にはオプションを用意しました。ぜひご参加ください。
１２：２５（大会終了後）～
各自で昼食
１４：００～１５：００
高知城追手門前集合（大会会場より徒歩６分）高知城ガイド
（予定）
伊野商業高校ツーリズムコース生徒によるガイ
ドを行います。悪天候の場合は中止いたします。
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１０ 研究発表者等
（１）生徒研究発表
学 校 名

タイトル（テーマ）

富山国際大学付属高等学校

地球市民として何をすべきか？

茨城県立取手第一高等学校

地域と地球の支え合いを生み出す高校生の「地球市民活動」

和歌山県立日高高等学校

高校生が繋ぐ絆 － クヌッセン機関長の遺徳を継承して

愛媛県立伊予農業高等学校

いいとこ鳥は「ハラル」でい～よ

神奈川県立相模原青陵高等学校

多文化共生社会の実現の為に私たちにできること
～セムラでの調査を通して～

高知商業高等学校

スマイリング～高知とラオスをもっと笑顔に～

※発表順は、事務局で厳選な抽選により決定し、当日発表いたします。
（２）教職員研究発表分科会
学 校 名
役職 氏名
奈良県立法隆寺国際高等学校
教諭
山本 英樹
筑波大学附属坂戸高等学校
教諭
今野 良祐
神奈川県立相模原青陵高等学校
教諭
多田 浩樹
四万十町立窪川小学校
校長
坂山 英治
高知商業高等学校
教諭
成瀬 孝治

１１ 大会参加費用等
（１）大会参加費
教職員
一般・保護者
高校生

タイトル（テーマ）
フェアトレードを主軸とした英語部のＥＳＤ活動実践
国際科科目「Global Studies」の開発と実践
多文化共生社会の実現のために
～神奈川県立相模原青陵高等学校の取組み～
世界と学校・地域を繋ぐ国際理解教育 ―高知で育む地球市民―
海を越えた生徒会活動 ～高知商業ラオス学校建設活動～

3,000 円（１日・２日参加とも同額です）
※弁論大会・生徒研究引率者も含む
1,000 円（資料代として）
無料

（２）教育懇談会費

7,000 円（たくさんの方々の参加をお願いいたします。）

（３）参加費支払い

参加申込後、旅行会社より振込みに関する書類を送付します。

１２ 大会参加申込
（１） 全国国際教育研究協議会ＨＰから高知大会参加申込のページに入り、参加申込書を印刷し、必要事
項をご記入の上、ＦＡＸにて送信してください。
（２） 弁論大会・生徒研究発表に参加する生徒および引率者・保護者の皆さまも、上記（１）の要領で申
し込みをしてください。
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１３ 大会役員
□大会参与

宮下 義弘

全国国際教育研究協議会会長
（東京都立練馬工業高等学校長）

□大会会長

野町

高知県高等学校国際教育研究協議会会長
（高知県立伊野商業高等学校長）

□大会副会長

中條 敏雄

裕

下司 眞由美
谷

富貴

北中 加乃
下町 壽男

□大会理事

末善 守
中條 敏雄
奥野 勝也

□大会事務局

寺澤 敬子
壺井 陽子
森

□大会事務局長

□大会担当常任校

恵美子

中村 佳子

香川県高等学校国際教育研究協議会会長
（高松第一高等学校長）
高知県高等学校国際教育研究協議会副会長
（高知県立春野高等学校長）
高知県高等学校国際教育研究協議会副会長
（高知県立高知西高等学校副校長）
高知県高等学校国際教育研究協議会副会長
（高知県立伊野商業高等学校教頭）
岩手県国際教育研究協議会会長
（岩手県立花巻北高等学校長）
徳島県高等学校国際教育研究協議会会長
（徳島県立城北高等学校長）
香川県高等学校国際教育研究協議会会長
（高松第一高等学校長）
愛媛県高等学校国際教育研究協議会会長
（愛媛県立伊予農業高等学校長）

徳島県高等学校国際教育研究協議会事務局長
（徳島県立城北高等学校）
香川県高等学校国際教育研究協議会事務局長
（高松第一高等学校）
愛媛県高等学校国際教育研究協議会事務局長
（愛媛県立伊予農業高等学校）

高知県高等学校国際教育研究協議会事務局長
（高知県立伊野商業高等学校）

高知県立安芸高等学校
高知県立高知農業高等学校
高知県立高知東高等学校
高知県立高知南高等学校
高知県立高知追手前高等学校
高知県立高知小津高等学校
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高知県立高知西高等学校
高知商業高等学校
高知県立春野高等学校
高知県立中村高等学校
高知県立伊野商業高等学校

