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●	The	Great	East	Japan	Earthquake	
and	the	OECD	Tohoku	School ／東日本
大震災とOECD東北スクール

　On 11 March 2011, the entire Tohoku region of 
Japan was hit by a powerful earthquake and followed 
by a massive tsunami. This disaster caused an 
enormous amount of damage and left an estimated 
18,000 people dead or missing, mainly in the coastal 
areas. On top of that, a hydrogen explosion at the 
Fukushima Daiichi 
N u c l e a r  P o w e r 
P l a n t  o c c u r r e d 
on the following 
day,  l e ad ing  t o 
the largest nuclear 
accident ever to occur in Japan.
  In April of the same year, the Secretary General of 
the OECD (Organisation for Economic Cooperation 
and Development) came to Japan and made a 
commitment to support the recovery efforts in Tohoku. 
In cooperation with Japan's Ministry of Education, 
Culture, Sports, Science, and Technology (MEXT), 
OECD and Fukushima University, we launched the 
“OECD Tohoku School” in March 2012.
  The “OECD Tohoku School” was a 2.5 year 
educational project which supported youth in the 
Tohoku region. 100 junior and senior high school 
students from the affected areas, Fukushima, Miyagi, 
and Iwate Prefectures, came together and worked 
on accomplishing their given mission: To promote 
the attractiveness of Tohoku to the world in Paris. 
In August 2014, the students successfully organized 
a Tohoku event, the  "Rebirth of Tohoku WA", at the 
Champ de Mars, Paris, which expressed power and 
hope for the future by youth in Tohoku and at the 
same time, proved the effectiveness of project-based-
learning methodology to foster competencies students 
will need in the future. 

　2011 年 3 月 11 日、日本の北東部一帯を巨大地震が襲い、
海から巨大津波が押し寄せ、沿岸部を中心に死者 ･ 行方不
明者約 1 万 8 千人という甚大な被害をもたらした。さら
に翌日には東京電力第一原子力発電所が水素爆発を起こ
し、全世界に衝撃を与えた。
　同年 11 月、OECD（経済協力開発機構）文部科学省、
福島大学と協議を重ね、教育復興プロジェクト「OECD
東北スクール」が生まれた。
　OECD 東北スクールは、震災に襲われた福島、宮城、
岩手の中学生 ･ 高校生約 100 人が、2 年半にわたる様々
な経験、学びを経て、「2014 年、パリから世界へ東北の
魅力をアピールする」ことで、東北の未来を取り戻すプロ
ジェクト学習であった。

OECD Tohoku School ，August 31, 2014

　多くの困難を乗り越え、2014 年 8 月、パリ・シャンド
マルス公園で「東北復幸祭〈環 WA〉in PARIS」を開催し、
若者達の思いが力強く世界に発信され、同時にその教育の
有効性が認められた。

●	Innovative	Schools	Network	2030 ／
地方創生イノベーションスクール2030の展開

   Based on the great success of the OECD Tohoku 
School, a successor project, the Innovative Schools 
Network 2030 (ISN2030) was launched in the summer 
of 2015 with broader participants in Japan and abroad. 
The ISN2030 aims to enhance global collaboration 
among students and teachers and strengthen research 
activities to reflect lessons learnt from the project into 
school curriculums. 

■What	is	
				International	Student	Innovation	Forum	2017	?
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   In the ISN2030 project, participating students 
seek to tackle challenges in their communities and 
regions, such as rapid depopulation, deterioration of 
local economies, the environment, and migration. 
These issues are anticipated to intensify as we move 
toward 2030. Over the course of finding solutions to 
such challenges, students and teachers involve local 
stakeholders including local prefectures, universities, 
private companies, NGOs etc. In addition, students 
collaborate with peers from other countries, who are 
aiming to solve similar challenges in their localities. 
This process is believed to foster 21st century skills 
among both students and teachers. The project also 
aims to develop creative community models by 
leveraging the power of students and their innovative 
minds. 
    In order to operationalize the ISN2030 project, the 
Japan Innovative Schools Network (ISN) supported by 
OECD was established. 

　OECD 東北スクールの成功を受け、その後継プロジェ
クトとして「地方創生イノベーションスクール 2030

（ISN2030）」をより広い地域・参加者・参加国を得て立
ち上げた。この ISN2030 は、OECD 東北スクールで残さ
れた課題、すなわち、生徒や教員の国際協働の強化、学校
カリキュラムへの還元、研究成果の精緻化と発信、を目指
している。
　ISN2030 では、2030 年に予想される地域の課題（少子
高齢化、移民社会、環境問題など）を解決するために、地
方の中高生が同様の課題をかかえる海外の生徒達や、地
域・自治体・企業等の多様な主体と対話・協働をしながら

「国際協働型のプロジェクト学習」に取り組んだ。この活
動を通して、参加した生徒そして教師は、21 世紀型スキ
ルを身に着け、また生徒の力をいかしながら地域課題を解
決する地方創生モデルの創出につなげることを目指した。
　この ISN2030 を支援する組織として、OECD 日本イノ
ベーション教育ネットワーク (ISN) が結成された。

● Japan	 Innovative	Schools	Network	
(ISN)	supported	by	OECD／OECD日本
イノベーション教育ネットワーク (ISN)

  Japan Innovative Schools Network supported by 
OECD was established on April 14, 2015 in the 
University of Tokyo to develop and disseminate new 

educational systems for the 21st century through 
research activities based on global collaboration (called 
Think-tank) and field practices collaborating research 
activities, especially ISN2030 project (called Do-tank). 
  The organization is let by Kan Suzuki (Professor of 
the University of Tokyo, and the  chairman of ISN, 
Hiroki Miura (Fukushima University, Co-chairman of 
the ISN) and  Kiyomi Akita (the University of Tokyo) 
and Hajime Shirouzu (the University of Tokyo ) 
appointed as Research heads.
  Mr. Ángel Gurría, Secretary General of the OECD 
participated in the ISN’s kick-off symposium and gave 
a speech to cerebrate the new journey, from Tohoku 
to the world.
  ISN is closely collaborating with the Future of 
Education and Skills: Education 2030  project, led by 
Directorate for Education and Skills, OECD. Together 
with OECD’s member counties, the project explores 
new educational systems relevant for the 2030 society. 

　OECD 日本イノベーション教育ネットワーク ( 正式名
称 Japan Innovative Schools Network supported by 
OECD) は OECD の協力のもと、国際協働による教育研究
(Think-tank) と、教育研究と実践を連携する活動 (Do-tank)
により、次世代の学びの開発と普及促進のために、2015
年 4 月 14 日に東京大学公共政策大学院内に設立された。

Innovation Schools Network ，April 15, 2015

　ISN の代表は鈴木寛（東京大学教授）、共同代表に三浦
浩喜（福島大学）、研究総括に秋田喜代美（東京大学）、白
水始（東京大学）らを委嘱し、2015 年 4 月の発足シンポ
ジウムには、OECD アンヘルグリア 事務総長にも出席い
ただき、応援のメッセージをいただいた。
 ISN は、OECD 教育スキル局がその加盟国と推進してい
る次世代の教育システムを検討する Future of Education 
and Skills: Education 2030 project とも密に連携してい
る。
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■Aims	of	
　International	Student	Innovation	Forum	2017	

● Education	Reform	and	Challenges	in	
2030／ 2030年の課題と教育改革

  Many people try to migrate to richer countries. The 
total volume of greenhouse gas emissions from BRICS 
countries exceeds the total volumes from OECD 
Countries. Decreasing voter participation is becoming 
a world trend. There are over 10,000 terror attacks 
in the world. Income inequality is increasing. The 
median age is assumed to become over 45 by 2100 
in most countries. The obesity rate for children in the 
USA has become over 35%. Technologies are rapidly 
advancing, for example social media has become an 
essential part of life for the younger generations.
   What are necessary competencies for people to live 
a better life in a VUCA（Volatile, Uncertain, Complex, 
Ambiguous）world? What is the society youth wants 
to create and what kind of life do they want to have? 
How can we encourage students to take action to 
create their future by their own initiatives, and 
how can teachers support them? The International 
Student Innovation Forum 2017 (ISIF’17) addresses 
challenges in 2030 and explores solutions and regional 
development by students.

　裕福な国に多くの移民が押し寄せ、温室効果ガス排出量　
で BRIICS が OECD 諸国を越える、世界的に低下する選
挙の投票率、世界のテロの発生件数は 10000 件を突破し、
15 歳から 29 歳のニートの割合が 12％を超える。ジニ係
数は多くの先進国で増加し、年齢の中央値が 2100 年には
ほとんどの国で 45 歳以上、米国の子どもの肥満率 35％
を突破する。AI の加速度的な発達やサイバーセキュリティ
などが大きな不安を投げかけている。
　VUCA（気まぐれで、不確実で、複雑で、曖昧な）社会
と呼ばれる急激に変貌していく社会を生きるために必要
な能力とはどのようなものだろうか。
　今日社会のこうした変化に教育が対応できていない現
状があり、こうした課題を乗り越え、社会にイノベーショ

ンをもたらす新しい教育が切望されている。
　ISIF’17 の原点はまさにこの 2030 年の課題の把握と探
究の試行錯誤である。そして、一連のプロセスを、国際的
に共有しながら教育改革に結びつけようというチャレン
ジである。

●Aims	of	the	ISIF’17／生徒国際イノベーショ
ンフォーラム2017（ISIF’17）のめざすもの

  The ISIF’17 is a major milestone of the ISN2030 
project. It provides an opportunity for participating 
students to meet, present their project outcomes, and 
explore regional development in their communities. 
Based on experience through ISN2030, students  
participate with adults including teachers, policy 
makers, and experts. Students explore “innovations 
in education” which enable them to obtain necessary 
competencies to create a better 2030 society. 
  The ISIF’17 sets the following three guiding 
principles (pillars) which are coloured pink, yellow 
and green: students build networks with peers from 
other counties (green); students present their project 
outcomes which explore regional development in 
order to overcome challenges in 2030 (yellow); and 
students explore innovation in education to better 
cultivate necessary competencies for them to create 
a future society they want (pink). These three colours 
are used on the forum logo to represent the concepts.

　地方創生イノベーションスクール 2030 では、日本の参
加地域が世界の学校や地域とクラスターを形成し、それ
ぞれ地域課題への取り組みを充実させるために協働を進
めていく。ISIF’17 は、地方創生イノベーションスクール
2030 に参加する全地域が一堂に会して、これまでの地域
での取り組みを交流し合い、2030 年に必要な教育の在り
方を生徒と教師、研究者や行政、様々なステークホルダー
が協働して探っていく。
　ISIF’17 は、以下の 3 つの柱から構成される。
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　一つ目は、国際間で構築する生徒たちの人間関係、二
つ目は地方創生イノベーションスクール 2030 の実践の交
流、三つ目が 2030 年の教育のイノベーションの探究、で
ある。これらは次の図のようにそれぞれ色づけされ、シン
ボルマークにも表現されている。

    

● International	Conference	Committee	
(ICC)	／実行委員会

  In order to discuss and plan the contents of the 
ISIF’17 by participating clusters, and prepare in 
an organized manner, an International Conference 
Committee (ICC) was established in December 2016. 
The secretariat of the ICC was located at Fukushima 
University. ICC members including students, teachers, 
university students, and researchers were allocated to 
one of the three subgroups, green, yellow and pink, 

and prepared details of each session. Through the online 
based ICC regular meetings which were organized six 
times with cross-cluster ICC members and the OECD, 
the contents of the forum were set. Based on input from 
clusters, a draft version of the Student Declaration was 
consolidated by students in the Wakayama team. The 
ICC was a place to exercise global collaboration for all 
involved. 

　ISIF’17 の実行委員会は、2016 年 12 月に結成された。実
行委員会事務局を福島大学内におき、参加クラスターの生
徒が役割分担を行い、各クラスターの教員や福島大学、東
京大学の学生らがサポートした。国際実行委員会（ICC）は
Skype で 6 回行い、OECD 教育スキル局からも毎回参加を
いただいた。
　国際会議の企画、運営は大人の助言を得ながら生徒が行
う。国際会議そのものが生徒達にとって、そして教師にとっ
て国際協働の課題となり、グローバルコンピテンシーを成
長させる機会となる。
　さらに、最終的に収れんしていく「生徒共同宣言」も和
歌山チームが中心となって現案を作成し、各国の意見を集
め、1 つにまとめて行った。
　生徒はもちろん、教師も、スタッフも、学生も、研究者
もすべてが主体性を持ってフォーラムの準備に取り組んだ。
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Hiroshi Suzuki, who speaks greetings at the opening ceremony

●Participants ／参加者
    A total of over 300 students and teachers in 15 
countries/regions, which form the following 6 core-
clusters participated in the forum.

〇 Tohoku-Germany (Haar)
〇 Wakayama-Turkey-Germany(Constance)
〇 Fukui- Singapore
〇 Hiroshima-USA-Indonesia-New Zealand-
Philippines
〇 Estonia-Oki-Dozen
〇 Kosen National Institute of Technology a

   In addition, we welcomed about 30 members from 
some voluntary clusters, as well as over 100 adults 
such as researchers, policy makers, embassies, private
company representatives, the OECD etc.

　ISIF’17 の参加者は、以下の６つのクラスターを構成す
る 15 カ国・地域から、約 300 名以上の生徒・教員が参加
した。
　ISIF’17 への参加クラスターは、以下の 6 つである。
　〇東北・ドイツ（ハール）クラスター
　〇福井・シンガポールクラスター
　〇和歌山・トルコ・ドイツ（コンスタンツ）クラスター
　〇広島・米国・インドネシア、ニュージーランド・フィ

リピンクラスター
　〇隠岐島前高校・エストニアクラスター
　〇高専機構クラスター
　加えて、ボランタリークラスタから約 30 名と、研究者、
省庁、大使館、企業、そして OECD などから 100 名の関
係者が参加した。

●Overall	Program／プログラムの流れ
    The whole program of the ISIF’17 is based on the 
3 guiding principles. The green sessions (opening 
ceremony, cultural exchange sessions, closing 
ceremony) are designed for students to build networks 
with peers from different countries. In the yellow 
sessions (booth presentation, group-work) the aim is 
to present the project outcomes and learn from other 
teams’ projects, then explore a future students want, 
and what competencies they need to obtain to make 
such a society happen. In the pink sessions (student 
roundtable, forum discussion, panel discussion), 
students reflect on what they have learned and were 
unable to learn, through the project as well as the 
ISIF’17, and discuss “innovations in education” which 
help students cultivate necessary competencies to 

■Overview	of	
　International	Student	Innovation	Forum	2017		
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create the future they want. They also discuss the 
Student Declaration, which is the final deliverable 
reflecting the voices of students who experienced the 
project and the forum.

　ISIF’17 のプログラムは、先に述べた 3 つの柱によって
構成されています。すなわち、緑セッション（開会式、閉
会式、異文化交流）は、様々な国の生徒達が関係を築き、
仲良くなることを狙って企画されています。黄色のセッ
ション（ブースでのプレゼンテーション、グループワーク）
は、プロジェクトの成果発表と、他のチームの取り組みも

学び、どのような未来を創りたいのか、そしてそのために
どのような能力が必要なのかを生徒達が考える時間です。
またピンクのセッション（生徒ラウンドテーブル、フォー
ラムディスカッション、パネルディスカッション）は、こ
こまで学んだことを振り返り、また学び損ねたことに気づ
き、そして、自分たちが欲しい未来を創るために必要な能
力をどのように身に着けたいのか、そのための必要な「学
びのイノベーション」を議論します。
　そして、生徒達の声を反映させた、生徒宣言が最終的な
成果物として発信されます。
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■Opening	Ceremony	and	Poster	Session

	●Opening	Ceremony／開会式
    Students from Tohoku took the MC role. Following 
an opening movie, Professor Kan Suzuki, Chairman 
of Innovative Schools Network (ISN) welcomed 
participants. Mr.Yumiko Murakami, Head of the 
OECD Tokyo Center, Mr.William Saito, Special 
Advisor to the Cabinet Office Government of 
Japan, and Dr. Maya Soetoro-Ng gave speeches 
to encourage students to enjoy the forum and 
learn from each other. After the speeches, a forum 
logo, which reflects the 3 guiding principles, was 
presented. Then, the two important deliverables 
were explained to the participants: a balloon, and the 
Student Declaration. The balloon is “another globe” 
created by participating students with each one’s 
wish to change the world, and it will be kept until the 
next student forum as a momento from this forum. 
The Student Declaration reflects voices from students 
who experienced the ISN2030 project as well as this 
student forum. It will be a guiding principle for all  
the participating students and be announced to the 
media and the world.

　東北の高校生の司会で、開会式は進められた。オー
プニングムービーに続いて、主催者を代表して鈴木寬
OECD 日本イノベーション教育ネットワーク代表が挨拶
を述べ、続いて来賓（右頁参照）から祝辞をいただいた。
本フォーラムの概要説明では、本フォーラムの目的やロ
ゴ、参加者数が示されるとともに、いくつかのアイテム
について説明された。「シンボルバルーン」は、「世界を
こう変えたい」というイノベーションフォーラムに参加

した生徒の意志でつくる、「もう一つの地球」であること、
そしてこれが次のフォーラムが開催されるまでモニュメ
ントとして残されること、「生徒共同宣言」は、これま
での地方創生イノベーションスクールプロジェクトと 3
日間のフォーラムの議論をもとにしてまとめ、閉会式で
採択され、マスコミや関係者を通して、社会に発信され、
次の社会を創るための道標になることなどが示された。

●	Poster	Session／ポスターセッション
   At the reception hall, a total of 6 booths were set. 
In each booth, students presented their projects to 
their peers from all over the world which boosted 
their confidence and enabled them to have face to 
face communication with students from different 
countries. Students also had the opportunity to see 
and hear about the projects prepared by their peers. 
Not only did this make them more aware of some of 
the issues they didn't know or think about before, but 
it also gave them a chance to see how everybody else 
prepared their projects and learn from them. It was 
great fun for them.

　レセプションホールには、各クラスターの６つのブー
スが設置され、参加者は自分たちでポスターの展示や準
備を行い、来場者に対して、自分たちの言葉で実践の概
要やそこから学んだことを述べていた。世界各地からの
生徒に自分のプロジェクトの説明をすることは、生徒達
の自信にもつながり、また他のチームのプロジェクトを
知ることで、今まで知らなかった、考えたこともなかっ
た事柄を学ぶ機会となった。生徒達は大いにこのブース
発表を楽しんでいた。

Booth presentation site where many people pack up
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Opening Ceremony / 開会式（Aug 2, 15:30-16:00 @ International Conference Room）

１．Opening Movie / 開会ムービー
２．Opening Remarks/ 開会宣言 
３．Welcome Speech by Mr. Kan Hiroshi Suzuki, Chairman of ISN, Professor the University of Tokyo / 
      主催者挨拶　ISN 代表 , 東京大学教授　鈴木　寛　 
４．Messages by our supporters / 来賓祝辞；

Ms. Yumiko Murakami, Head of Tokyo Centre, OECD /OECD 東京センター 所長 村上由美子
Mr. William Saito, Special advisor to Cabinet Office Government of　Japan, Special advisor to Ministry of 

Economy, Trade and Industry, Founder & CEO of Intecur, K.K. /
　内閣府参与、経済産業省参与　株式会社インテカー代表取締役社長 ウィリアム斎藤
Dr. Maya Soetoro-Ng, Director of the Matsunaga Institute for Peace and Conflict Resolution at the 

University of Hawaii / ハワイ大学松永平和紛争解決研究所 マヤ・ストロ
５．Introduction of important guests / 来賓紹介
６．Introduction of the symbols and objectives the forum / フォーラムの目的やシンボルについての紹介
７．Introduction of each cluster  / クラスター紹介

Yumiko Murakami, Head of Tokyo Centre, 
OECD

High school students from Fukui and 
Singapore

Students of the Fukui cluster

Students from Hiroshima handed over the 
declaration of the Hiroshima Cluster

Wakayama and German students

There were over 400 participants in the 
venue

Okidozen high school and Estonian students

William Saito, Special advisor to Cabinet 
Office Government of Japan

Dr. Maya Soetoro-Ng, former President 
Obama 's sister
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    Tohoku – Germany (Haar) cluster worked on a 
theme about Think Green.
    The environmental issues in a natural science 
and a social science are not inevitable as long as 
Tohoku team focuses on a recovery from the nuclear 
power plant incident caused by the Great Tohoku 
Earthquake. Futaba Future School worked with Ernst-
Mach Gymnasium（EMG）from Germany. Two junior 
high schools in Fukushima city worked on recovery 
by utilizing agriculture and tourism resources. 
Kesennuma team in Miyagi prefecture explored the 
recovery from tsunami damages. The Tohoku team 
was operationalized by Fukushima University. They 
organized intensive workshops for 5 times.  

    As no students from EMG were able to attend the 
forum, the project was presented by videos, posters 
and a leaflet referring to the project work, and very 
practical advice on how to have a more sustainable 
lifestyle was suggested. Especially the video – a 
“tutorial” about how to avoid plastic as well as 
microplastic – and the leaflet “EMG – how to become 
Ever More Green” attracted lots of interest from the 
visiting students, so we could discuss experiences 
and ideas about this important issue. It was great to 
see that we share a common goal and that 
language barriers could be 

Tohoku & Germany(Haar) Cluster
overcome by using technology and by engaging with 
each other  – as these photos show!

　東北 - ドイツクラスターは、当初 Think Green のテー
マで、環境問題を中心にして探究が進められた。東北ク
ラスターは、東日本大震災及び原発事故からの復興を掲
げ、自然科学及び社会科学において環境問題を避けて通
ることはできない。探究型学習を柱とするふたば未来学
園高校と、環境先進国ドイツのエルンスト ･ マッハ ･ ギ
ムナジウムの連携を軸に、農業と観光で復興を試みる福
島市の中学生チームと、津波からの復興に取り組む気仙
沼市の中高生チームが、東北クラスターに参加した。
　東北クラスターは事務局を福島大学におき、学生の支
援のもと、5 回のクラスタースクールを行い、計画的にプ
ロジェクトを進めてきた。

　EMG からは生徒が参加できなかったが、ビデオやポス
ター、パンフレットなどで、環境問題への取り組みを紹
介した。特に、どのようにプラスティックやマイクロプ
ラスティックを減らせるか、の紹介や、学校名 EMG にち
なんでの Ever More Green の提案はブースを訪れた生徒
たちの興味を引いた。テクノロジーの使用により言語の
バリアを乗り越え て、共通の重要なゴールを共有する
という素晴らし
い経験ができた。

10　International Student Innovation Forum 2017 report
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a presentation in English, but they got many questions and 
comments by visitors in other regions in Japan as well as 
from aboard, which broadened their thoughts about their 
projects. 

　本クラスターの参加校である敦賀高校（THS）では、地域課題
に立脚して環境・エネルギー問題の探究を進めています。羽水高
校（UHS）では、福井市役所の方々と協働しながら特に「災害時
の情報伝達手段はどうあるべきか」という課題について調査して
きました。テマセック・ジュニア・カレッジ（TJC）と若狭高校

（WHS）はそれぞれの地域的特徴と学び続ける文化に基づきなが
ら、地域の課題発見（設定）と解決に向けて挑戦しており、特に、
生態系への影響が懸念されるマイクロプラスティックに関する研
究を国際共同研究として行なっています。福井大学教育学部附属
義務教育学校（FPJHS）には、長期の探究学習とプロジェクト学
習をデザインしてきた伝統に基づき、3 学年でそれぞれのテーマ

「心理」、「TV」、「日本文化」に基づきプロジェクト学習を進めて
います。シンガポールのＴＪＣ校では、若狭高校とのマイクロビー
ズの研究に加えて、オイル流失による海洋汚染の影響や、高齢化
社会の課題や機会についても研究を行いました。これらの発表を
ブースで行いました。
　英語での発表ということもあり、生徒たちにとっては難易度の
高いものに思われましたが、参加した生徒たちは「日本各地の高
校生や教育関係者、また海外からの参加者など様々な立場や視点
から意見をいただけたことで、自分たちでは気づかなかった課題
に気づくことができた」などの感想が聞かれました。（一部「福
井大学教職大学院ニュースレター No.104」より抜粋）

 Tsuruga high school students have inquired into 
Environmental and Energetic Problems based on their 
hometown’s issues, where the nuclear power plant is 
located. Usui high school students have investigated possible 
communication methods during disaster time  with Fukui city 
officials. Wakasa high school students together with Temasek 
Junior College (TJC) students in Singapore have conducted 
the Joint International Research about water pollutant by 
micro-plastics that have some possibilities of influencing to 
ecosystem.
   Students of Primary & Junior High School attached 
University of Fukui have conducted their Project-Based 
Learning with the themes of “Psychology,” “Television” and 
“Japanese Culture,” based on their heritage of designing 
longitudinal Inquiry-Based Learning and Project-Based 
Learning.
    At the TJC in Singapore, in addition to the research of 
microbeads, to fit with Wakasa High School’s research on 
micro-plastics, they investigated how oil spills affect the 
world’s oceans and Singapore, and the dangers they pose to 
the livelihoods of those living in Nigeria, then researched on 
different ways in which we could clean up existing oil spills 
to prevent further damage to the ocean.
    As Singapore prepares for an ageing society, they also 
explored both challenges and opportunities about the ageing 
society. 
   It was a challenge especially for students in Fukui to make 

Fukui & Singapore Cluster

International Student Innovation Forum 2017 report11
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 Wakayama, Turkey,
 Germany(Constance) Cluster

　The team worked on various themes including 
migrants, sustainable tourism, and language changes. 
Five high schools in Wakayama prefecture namely 
Hidaka, Tanabe, Naga, Kainan, and Seirin high school 
tried to overcome challenges in Wakayama such as a 
rapid depopulation, 
   Turkey with three schools, MEF National, MEF 
International and Darussafaka aimed to work on the 
Immigration Issue in their area, its consequences, 
and suggestions for solutions. They got in touch with 
some immigrants from Syria and arranged help for 
them. Constance team from Wessenberg-Schule tried 
to point out the some of the main problems and the 
consequences of the refugee crisis in their region. 
They also explored the sustainable tourism, examined 
different aspects of the German language we would 
speak in 2030.

　和歌山・トルコ・ドイツ（コンスタンツ）クラスターは、
移民地方創生などの問題をテーマに取り組んできました。
和歌山チームは日高高校、田辺高校、那賀高校、海南高校、
星林高校から成り、それぞれの人口減少の激しい和歌山の
地方創生について考え、活動を展開してきました。
　トルコは現在隣国からの難民の問題や国内問題が落ち
着かない中での参加となり、国際社会の抱える深刻な課題
を提示してくれました。彼らはプロジェクトの中でシリア
難民の人たちともふれあい、支援の活動を行いました。
　ドイツ・コンスタンツチームも、ドイツにおける難民問
題や、また若者における 2030 年の言語の変化や持続可能
な社会のためのツーリズムなどの研究が報告されました。

12　International Student Innovation Forum 2017 report



International Student Innovation Forum 2017 report　13

    110 high school students from Indonesia, 
Hiroshima Japan, New Zealand, the Philippines, and 
the United States collaborated together.
    Participating students in Hiroshima were divided 
into 4 teams and explored regional development 
through organizing events with communities and/
or publishing community free paper. Students in the 
partner schools worked on environmental issues such 
as river water pollutions, and stress management. 
The team met in Hawaii in summer 2016 and then in 
Hiroshima in summer 2017, and finalized Hiroshima 
Innovative School: Partnership for Youth (P4Y) 
Vision 2030 which addresses necessity of access to 
education, ability to sustain it, and the quality of 
education, to encourage understanding and properly 
acting for environment and global awareness.
    At the booth, students distributed a flyer about the 
P4Y) Vision 2030, and folded copper cranes made by 

students in Hiroshima Municipal Technical 
High School.

　本クラスターでは、広島、米国、インドネシア、ニュー
ジーランド、フィリピンからの 110 名の生徒が協働して
きました。
　広島では、2015 年から四つのエリアチームに分かれ、
地域課題の解決のために、地域の人々とイベントを開催し
たり、フリーペーパーを発行するなど、様々な活動に取り
組んできました。海外パートナー校の生徒達は、環境問
題や、ストレスマネジメント等に取り組みました。2016
年夏に「グローバルスクール in ハワイ」で国際協働を開
始し、その後 2017 年夏に「グローカルスクール in 広島」
で再集結しました。そして、これまでの活動の集大成と
して「Students’ Innovation Fes」を企画・運営したり、
共同宣言 Hiroshima Innovative School: Partnership for 
Youth (P4Y) Vision 2030 を作成しました。ISIF'17のブー
スプレゼンテーションでは、これまでの学びを伝えると
ともに、生徒が作成したチラシやフリーペーパー、広島
市立広島工業高校が作成した銅版折鶴等を配布しました。

International Student Innovation Forum 2017 report　13

 Hiroshima, United States of America,
 Indonesia, New Zealand, Philippines Cluster
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Oki-Dozen & Estonia Cluster
　Saaremaa, the largest island in Estonia, is visited 
every year by many tourists. This affects the economy 
and environment of the island, but there are no 
scientific studies about it. Students in Saaremaa 
Ühisgümnaasium explored how to protect Saaremaa 
from too many negative influences but still retain 
the positive effects of tourism in 2030, Students 
presented their identified main problems through the 
research and possible actions related to the tourism 
in Saaremaa, which were presented to people at their 
community.
   Students in Oki-Dozen high school tried to solve the 
biggest problem in their island, decreasing population. 
Students identified one of the reasons of decreasing 
population and a low birth rate. Students presented 
the event they organized to show the different 
marriage perceptions around the world and a play 
they performed about marriage.

   The presentation booth was visited by a huge 
number of people. A lot of questions were posed, 
experience was exchanged, and a lot of photos were 
taken. The booth presentations were very interesting 
and fun and our students found many new friends.

　エストニア最大の島であり、多くの観光客が訪れるサー
レマ島にある Saaremaa Ühisgümnaasium の生徒達は、
観光が経済と環境に与えるポジティブ・ネガティブ双方の
影響を調べ、原因の特定と、解決策を地域の人々に提案し
ました。
　隠岐島前高校の生徒達は、島で一番の問題である、人口
減少・少子化対策に取り組みました。彼らは、様々な結婚
の形態を調べ、それらを紹介するイベント（劇や資料の展
示）を実施しました。
　エストニア・隠岐島前チームのブースには多く人が訪
れ、多くの質問や情報交換がなされ、多くの写真が撮られ
て、生徒達は多くの友達を作りました。

14　International Student Innovation Forum 2017 report

    OECD/E2030 placed a booth at the exhibitor’s 
hall where they shared with students and 
teachers OECD trend data that help inform both 
the OECD Well-Being framework and the E2030 
learning framework. At the booth, teachers and 
students were invited to share stories/narratives 
that relate to the E2030 learning framework and 
to the E2030 international curriculum analysis 
(Content Curriculum Mapping or “CCM”).

　OECD/E2030 チ ー ム は   　　、
OECDWell-Being フレーム
ワークと E2030 ラーニングフレー
ムワークを説明するための OECD
トレンドデータを展示しました。
ブースでは、 ラーニングフレーム
ワークと国際カリキュラム分析

（CCM）に関して、生徒・教員から
の経験・意見を集めました。

OECD/E2030
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 Kosen Cluster
Voluntary Cluster   Kosen cluster presented an exploration project, 

called Co + Works, implemented with cross-grade classes 
in Akashi Kosen, National Institute of Technology Akashi 
College, and another collaborative project between Akashi 
Kosen and Temasek Polytechnic called OCP（Overseas 
Community Project in Cambodia).
　We also had the following teams collaborating with ISN as 
voluntary clusters;
　Saitama prefectural board of education which 
presented research outcomes about learning status of all 
the students between grade 3 and to grade 9 in Saitama 
prefecture and about collaborative studies in all the 
prefectural high schools 
   JEARN, as a focal point of iEARN which has been working 
on globally collaborative projects in the world for a long 
time, presented several PBL projects.
　Tokyo Gakugei University presented their research 
about exploring competencies possibility fostered in school 
classes, how to consolidate the findings in the education 
system, and also one concrete research example about a 
science class at one junior high school.
　Japan Art Mile operationalizes globally collaborating 
project with over 40,000 students (elementary school, junior 
and senior high school, and universities) from 64 countries 
and regions. Participating students presented the project 
process to collaborate and implement messages jointly 
addressed by partner schools on the products, i.e. paintings 
on a big screen. 
　Tagajo High School students from Miyagi Prefecture 
presented their project for disaster prevention, and their 
attempts to outreach people in the world.
　The Blue Earth Project presented their projects to 
explore environmental friendly society addressed by high 
school girls.

　高専クラスターは、明石工業高等専門学校で実施した全教
員と 3 学年全員が参加する学科・学年横断課題探求型授業、
Co+Work と、Temasek Polytechnic と協働実施した OCP

（Overseas Community Project in Cambodia) についてポス
ターを展示しました。
以下のボランティアクラスターも参加しました。
　埼玉県教育委員会は、小 4 から中 3 を対象とした埼玉県
独自の学力・学習状況調査の概要と、県立高校における協
調学習による授業改善の取組について展示を行いました。
　JEARN は、世界的な国際協働学習ネットワーク iEARN
が、長年にわたり世界の学校と国際協働により行っているプ
ロジェクト学習 (PBL) の数々を、日本の窓口として、ブース
で紹介しました。
　東京学芸大学は、学校の個々の授業の中にコンピテンシー
を埋め込み教育活動全体で統合させた結果と、中学校理科に
おける具体例の発表をそれぞれ行いました。
　ジャパンアートマイルは、世界 64 の国・地域から４万人
を超える小中高校生・大学生が参加しているアートマイル国
際協働学習で、世界の仲間達と対話を重ねて世界に訴えたい
メッセージを込めた作品を生み出す取組を発表しました。
　宮城県立多賀城高校では防災・減災教育に力を入れて取り
組んでおり、それを地域から世界へと発信していくため様々
な活動を紹介しました。
　Blue Earth Project は、環境問題を切り口に女子高生の
女子力を生かして社会をデザインするプロジェクトの紹
介を行いました。
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↓ Kosen Cluster

↓ Tokyo Gakugei University Cluster

↓ Saitama Prefectural Govemment 
Education Bureau Cluster

↓ Tagajo High School Cluster

jEARN Cluster ↓

Japan Art Mile
 Cluster →

The Blue Earth 
Project Cluster →
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●	Group	Work／グループワーク
   230 students from nine countries were divided 
into twenty-nine cross-cluster mixed teams. Students 
explored “Shaping the Future We Want” in one of 
the six challenge-areas chosen by each student. They 
discussed “Your Issues,” “Causes of the Issues,” 
”Effects of the Issues,” and ”Solutions to the Issues” 
and created a ‘Problem/Solution Tree.’ 
   The group work was facilitated by Dr. Namji 

S t e i n e m a n n , 
E a s t - W e s t 
Center.
   We allocated 
1.5 hours for 
the group work 
discussion, and 

1 hour for the sum-up session.
  The following are outcomes from the Problem/
Solution Tree and voices from students about the 
“future we want”.

〈The 6 challenges and Future we want〉
1. Climate change:
⃝ Innovations are being made to solve issues in the 

community 
⃝ People are knowledgeable about technology and 

how to use resources smartly
⃝ New ideas are being welcomed in the society
2. Shaping energy: 
⃝ Education to promote sustainable development
⃝ A changing mindset
⃝ Keep our Earth well enough to reside in 

3. Refugee and migrant crisis: 

⃝ Need to prevent migrants/refugees from feeling 
lonely and anxious about their life. 

⃝ Education is important for both migrants/refugees 
(to find jobs) and people who receive those people 
(to understand them, their cultures, well). 

4. Education in a fast-changing world: 
⃝ Provide the best curriculum in every school
⃝ Provide good teachers to poor countries
⃝ Think beyond our time/into the future
⃝ Opportunities to experience new different things
5. Shaping the future of media:
⃝ People need to use critical reading skills to find 

contradiction in media.
⃝ Cyber wellness lessons are provided in school
6. Global aging:
⃝ We want the people to be heartier and live longer. 

This way there will be less strain on the economy 
and the older generation can contribute to the 
economy

  We saw that many students, especially Japanese 
students, felt difficulties to express their opinions 
in English but they tried to overcome it by getting 
supports from language support staff and facilitators. 
Many students notice that it is more important to have 
own opinions rather than English skills.

　East-West Center プログラム開発ディレクターのナム
ジ・スタイナマンさんのファシリテーションでクラスター
ミックスのグループによるワークショップ「Shaping the 
Future We Want」を実施した。
　「問題 / 解決策の木」を創る作業を通して、生徒達は、
何が原因でどのような問題が起きて、どんな解決策がある
のかを話し合った。

■GroupWork	and	Roundtable
GroupWork venue
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〈ディスカッションのテーマ〉
1．気候変動
2．エネルギー問題
3．難民と移民の危機
4．変わりゆく時代における教育
5．メディアの在り方
6．少子高齢化

　それぞれテーマごとの問題とその解決方法について、グ
ループでディスカッションした。 「Your Issue」「Causes 
of Issue」」「Effects of Issue」「Solutions to Issue」の順
で話し合い、その成果を模造紙にとりまとめた。英語で
行ったこともあり、自分の言いたいことを発言できない
もどかしさを感じた生徒も多かったようだが、言語サポー
ターやファシリテーションの方の援助により、なんとか自
分たちの意見をまとめていた様子も多々見られた。また英
語力以上に「表現できる自分の思い」を持っているかどう
かが勝負になることに、多くの生徒達が気づいたようだ。

● Student	Roundtable ／生徒ラウンド
テーブル

    With about 230 Junior High and High School 
students, ISIF’17 Students Round Table Cross 
Sessions started. In 33 tables, 50 students reported 
their learning trajectories actively, and all students 
narrated and found their competencies which had 
been cultivated, stretched and recognized through 
their learning activities and reflections. We formed 

one team with seven or eight students from different 
countries and regions. And we formed Japanese mix 
teams according to their English levels. We felt the 
emergence of global competency by students from 
different cultures interacting and sharing each other's 
learning and reflections.

　地方創生イノベーションスクールの取り組みを通して、
これまでの学びの過程と、そこで培った（もしくは培えな
かった）力を語り合い、聴き合うコーナーである。
　33 テーブルで約 230 人の中高生たちが自らの学びの軌
跡について報告し、全ての生徒が学びと省察を通して自ら
が身につけた、伸ばした、気づいた能力を語り見つけてい
いった。テーブルのチームは全て、国も地域も異なる生徒
７、８名で構成し、生徒たちの英語レベルを加味して日本
語報告のミックスチームも構成した。異文化を背景にもつ
中高生たちが互いの学びと省察を交流し、共有し合うこと
で、グローバル・コンピテンシーの萌芽を私たちは感得す
ることになった。
　これらの活動では、英語力以上に、「表現できる自分の
思い」を持っているかどうかが勝負になる。また活動の最
後に、トルコの生徒が「英語を恐れずに話そう！間違えて
もいいではないか！」と声を発したように、英語力を磨く
こともグローバル化社会では重要だが、それ以上にグルー
プにどう貢献できるかを考える、自分の意見を述べるため
に翻訳機を使ってでも表現するなど、いろいろなスキルを
発揮していくことの方が大事なのではないかと考える。

Students created "a solution tree" for each selected challenge-
topic

Dr.Namji Steinemann facilitated the Group 
Work.

Va r i o u s  t o o l s  w e r e  u s e d  t o  h e l p 
communication

 Language support staff help students to 
communicate in English

Student Roundtable. Students talked about their learning 
experience. They used a paper-table to freely write anything on it.
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■Cultural	Exchange	Sessions

●Cultural	Exchange	Session:	Day	1
／異文化交流パーティー1日目

    Planning and preparations for cultural exchange 
sessions were led by Tohoku students. The sessions 
aim was to allow students to get to know each other, 
build relations, understand different culture, and make 
communication smooth at the forum.
   By using skype and emails, Tohoku students asked 
other clusters to demonstrate their own cultures by 
creating quizzes about their countries, performing 
dances, providing photos etc. The students also 
prepared T-shirts for participants with the 3 forum 
concept colors.
   The program on Day 1 was a welcome party. It 
started with an ice-breaker, called “Hello-Game” 
by high-fiving each other, followed by a quiz show 
to understand history and culture of participating 
countries. Day1 ended with traditional dances by 
Estonian students, German students, and Turkish 
students. The reception hall was full of energy with 

over 250 students who wore 3 colour T-shirts.

　異文化交流パーティーは、東北クラスターが企画を担当
し、Skype で連絡を取り合いながら、各国、各クラスター
からダンスなどの出し物や写真の提供を求めるなどして、
協力を求めて進めてきた。また本フォーラム構成する 3
色のＴシャツや飲食物、リストバンドなどが準備された。
　1 日目夜のパーティーは、ウェルカムパーティーとして
アイスブレークを行い、各国の伝統文化を知り、その後の
フォーラム全体のコミュニケーションを円滑に進める目
的で企画された。
　当日は、230 人もの生徒達が一堂に会し、始まる前か
らパーティーへの強い意欲が感じらた。会う人ごとにハイ
タッチをして挨拶をするハローゲーム、各国の歴史や文化
を知るクイズ、ダンスパーティーでは、トルコやエストニ
ア、ドイツなどの伝統的なダンスが紹介され、全員で踊っ
た。 
　会場は 3 色のＴシャツによって華やかさで満たされ、
若者達のエネルギーを実感する一時となった。

Ice break Facilitated by high school students in Japan Demonstration of Estonian Dance
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● Cultural	Exchange	Session:	Day2
／異文化交流パーティー２日目

   On Day-2 of the cultural exchange session, each 
cluster demonstrated their own culture. New Zealand 
students with a traditional costume performed the 
Haka. Students enjoyed the power and danced 
together. Primary & Junior High School students 
attached to University of Fukui, sang a song high 
school students from Fukui performed a dance, 
Wakayama and Turkey mixed team as well as Oki-
Dozen and Estonia team demonstrated Japanese 
dances from Wakayama, and Oki-Dozen area. It was a 
kind of global collaboration. At the end of the session, 
a “writing time” started. Students wrote messages to 
each other on their T-shirts, and also on the “write” 
balloon. Messages on the balloon will be a signpost 
towards the next forum. Students tried to give and 
receive messages as much as possible.
   Throughout the 2 day forum, a communication 
space with Tatami-mat was set so that people could lie 
down. Visitors could play with Japanese toys such as 
Kendama and paper balloons. There were also books 
from clusters about tourism.

　2 日目のパーティーは、各クラスターごとの出し物を披
露するメインイベントとなった。
　ニュージーランドチームの出し物は、民族衣装に身を包
んでの本格的なハカの披露だった。会場はニュージーラン
ドの圧倒的な迫力で満たされ、全員でハカを踊った。また、
福井大付属中チームからは合唱が、福井高校チームからは
元気なダンスが、和歌山─トルコクラスターや隠岐島前─
エストニアクラスターからは日本と各国の高校生が入り
交じって日本の伝統芸能などが披露され、国際協働を象徴
する場となった。
　一通りの出し物が終わり、次に白いバルーンへのメッ
セージの書き込みと、Ｔシャツへのお互いの書き込みタイ
ムとなった。あっという間にメッセージで埋め尽くされた
このバルーンへの書き込みは次のフォーラムへの道標と
なる。生徒達は、限られた時間の中で 1 人でも多くの仲
間にメッセージを託し、メッセージを受け取っていた。
　2 日間を通して、2 階の一室には交流スペースを開設し
た。日本の伝統の畳の間が準備され、いつでも寝そべるこ
とができた。またけん玉や紙風船などの日本の伝統的な遊
びが紹介され、各地から持ち寄った観光などに関する本の
コーナーも設けられた。

Write a message on a shirt each other

Write messages on a white sphere Japanese high school student dance Estonia team participated in a dance of Oki-
Dozen team

Authentic Haka by students of New Zealand
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■Forum,	Panel	discussion	and	Closing	Ceremony

●Forum／フォーラム
　In addition to an adult group with teachers and 
researchers, students gathered in each cluster and 
discussed contents of the Student Declaration, 
which was drafted by Wakayama students. The draft 
declaration reflected voices from students in clusters 
through the project experience and wishes for future. 
Discussion outcomes from the forum sessions were 
presented by cluster representatives at the panel 
discussion.

　研究者・教員などの大人チーム、そして生徒達は　ク
ラスターごとに集まり、これまでの議論をふまえて、生
徒共同宣言の内容について意見をまとめた。生徒共同宣
言は、和歌山チームが中心となって原案を作成し、各ク
ラスターの意見を集約
し、作成したものであ
る。宣言の内容は各ク
ラスターの活動がふま
えられており、議論し
やすい内容となりまし
た。各フォーラムの代
表者は次のパネルディ
スカッションで意見を
発表した。

●	Panel	Discussion ／パネルディスカッ
ション

  Kan Suzuki moderated the panel discussion. 
Representative students from clusters actively 
expressed their comments and suggestions for the 
ISN2030 Student Declaration. On the stage display, 
real time comments and reflections from audience 
were shown, creating a unified atmosphere.

　鈴木寬代表のモデレートにより、各フォーラムの代表が
話し合われた内容を報告し、ISN2030 共同宣言に関して
議論した。各代表からは宣言を充実させる積極的な意見が
多数出され、後日共同宣言に盛り込まれることになった。
ステージのバックには ICT 機器によってリアルタイムに
参加者のコメントが表示され、会場が一体となった雰囲気

Panel Discussion. Viewers' comments are displayed in real time on the back.



International Student Innovation Forum 2017 report　21

Closing Ceremony/ 閉会式（Aug 4, 13:00-14:00@ Int. Conference Room）

１．Opening remarks / 開会宣言
２．Presenting a symbol balloon / シンボルバルーンの発表
３．Feedback by participating students /  参加生徒各クラスターからのフィードバック
４．Student Declaration / 宣言文発表 
５．Feedback by / 来賓からの講評

Mr. Yutaka Tokiwa, Director-General, Lifelong Learning Policy Bureau, Ministry of Education, Culture, 
Sports, Science and Technology / 文部科学省生涯学習政策局長 常盤 豊　

Mr. Kenichi Masamoto, Director, OECD Division, Economic Affairs Bureau, Ministry of Foreign Affairs  / 
 経済協力開発機構室長 正本 謙一　

Ms. Miho Taguma, Senior Policy Analyst /
   OECD 経済協力開発機構 教育スキル局 シニア政策アナリスト 田熊 美保
Dr.Maya Soetoro-Ng, Director of the Matsunaga Institute for Peace and Conflict Resolution at the University 

of Hawaii / ハワイ大学松永平和問題解決研究所 マヤ・ストロ
６．Singing a song / / 合唱
７．Closing / 閉会宣言

　　　　　　　Group Photo / 記念写真撮影

Mr.Kenichi Masamoto, Director, OECD 
Division, Economic Affairs Bureau, MOFA

Mr. Yutaka Tokiwa, Director-General , 
Lifelong Learning Policy Bureau, MEXT

Ms. Miho Taguma, Senior Policy Analyst, 
OECD

を楽しむことができた。

●Closing	Ceremony／閉会式
　At the closing ceremony, the symbol balloon, 
full of messages was presented to participants. 
Representative students from each country expressed 
their feelings about the forum. Three students 
from Wakayama read the Student Declaration. It 
was adopted by applause. Mr.Tokiwa from MEXT, 
Mr.Masamoto from MOFA, Ms.Taguma from the 
OECD and Dr. Maya Soetoro-Ng congratulated the 
students on the great success of the forum which was 
made by lot of effort of students, teachers, concerned 
stakeholders and all the staff members. 
   By signing a song together and taking a photo (cover 
page), all the programs were completed.

　閉会式では、メッセージで一杯になったシンボルバルー
ンが全体の前に掲げられた。参加した各国の代表から感想

が発表され、メインイベントとなる生徒共同宣言が、三日
間の写真をバックに和歌山チームの３人から朗読して提
案され、拍手によって満場一致で採択された。続いて来賓
から講評をいただき、参加者全員による合唱、そして記念
写真（表紙参照）を撮影し、すべての日程を終了した。

"Alternative Earth"
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International	Student	Innovation	Forum	2017	
Student	Declaration							Our	Voice	in	2017　

[	Preamble	]
   We, members of the Innovative Schools Network 
from 9 countries (Germany, Estonia, USA, Indonesia, 
Philippines, New Zealand, Singapore, Turkey and 
Japan) and active participants of the International 
Student Innovation Forum in Tokyo, Japan, August 
2017, and with the support of the OECD Education 
2030 project, have come together as students to 
reflect and exchange what we have learned through 
our shared journey during the past two years. During 
this time, each of us has connected with students from 
around the world who are in different classrooms, 
have different teachers, speak different languages, and 
have different learning styles; yet, we share a common 
concern for problems that affect us all. Our exchange 
partners also share the desire to reach out beyond 
the limits of our own familiar world to collaborate in 
thinking and in action. We also reflected with other 
peers from around the world, who, unlike us, do not 
benefit from similar learning opportunities or who still 
do not have their voices heard.
   In the midst of all this, we have decided to stand 
together and learn from one another so we can build 
better lives for ourselves and others. We created this 
joint declaration to affirm our belief in and our hope 
for a better future. We know we can make a difference 
in our local communities and in the world, so we are 
proud to make the following statement and announce 
it to everyone in the world;

[	The	World	in	2030	]
   We will adapt to world shifts toward IT and 
globalization. So far, our lives have become incredibly 
convenient and effective thanks to rapid advances 
in technology. At the same time, we acknowledge 
that new developments in IT, such as Artificial 
Intelligence (AI)　could massively disturb our society 
and overpower us if they were to continue progressing 
beyond our reach. 
   Ongoing globalization has been gradually erasing 
borders in the world. Thus, we can now not only 
deepen our friendship with international fellows, but 
also experience borderless collaborative learning. 
Globalization, however, could also contribute to 
economic inequalities, refugee crises, and the spread 
of conflicts and terrorism. .
   In fact, we, the young generation, have been 
struggling to keep up and live with these extremely fast 
changes of the current society. Therefore, many of us 
have concerns about the world in 2030 and beyond: 
we worry about being able to build a meaningful 
existence, about excessively developed technology, 
and about more regional and religious conflicts.
   However, through our entire activities in Innovative 
Schools Network, we have acquired a fundamental 
belief toward 2030: no matter what tasks confronts 
us, we embrace our bright hopes to face them without 
being pessimistic. We will strive to make the world as 
follows: peace, not conflict, will prevail; every human 
right and human values, including freedom of speech, 
will be respected; every society will be eco-friendly 
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●	日本語訳（参考）

【前文】
　私たち、ドイツ、エストニア、アメリカ合衆国、インド
ネシア、フィリピン、ニュージーランド、シンガポール、
トルコそして日本の 9 カ国から集まった生徒は、OECD 
Education 2030 の協力のもと、イノベーションスクール
ネットワークと 2017 年 8 月に日本で開催された「生徒国
際イノベーションフォーラム 2017」の一員として、これ
までの 2 年間の活動で学んだことを振り返り、学びを共
有するために協力してきました。この間、私たちの多くは
世界中の学生と交流してきました。それぞれの生徒は異な
る教室に座り、異なる先生がいて、異なる言語を話し、異
なるやり方で学んできました。私たちは異なる国であっ
ても、影響を受ける共通の問題を共有しています。私たち
の交流する相手もまた、共に考え、行動するため、慣れ親
しんだこの世界の限界を越えて、達成すべき目標を共有し
てきました。そしてまた私たちは、学ぶ機会が与えられな
かったり、声をあげてもその声が私たちのもとへ届かない
ような、世界の仲間にも向き合ってきました。
　私たちにとって、さらに他の人々にとってもより良い生
活を送ることができるように、私たちは共に立ち上がり、
お互いに学び合うことを決意しました。さらによりよい未
来のために、私たちが持っている信念や希望を確認するた
め、この共同宣言を作成しました。私たちは、自分たちが
地域社会や世界に変化をもたらすことができると確信し
ています。だからこそ、誇りを持って以下のように世界の
すべての人々に向けて宣言します。

【2030年の世界】
　2030 年はどのような世界になるのでしょうか ?　
今の世の中には、世界を変えている大きな 2 つの潮流が
あります。IT 化とグローバル化です。
　IT の進展により、現在の私たちの生活は、たいへん便

利で効率的になっています。一方で、AI の更なる発達な
どによって逆に、私たち
人間が支配されてしまうかもしれません。
　グローバル化の進展は、世界の垣根を取り払いつつあり
ます。私たちの学びのように、国境を越えた協働学習が可
能になり、交流が深まり、活動範囲も広がっています。し
かし、その反面、経済格差の拡大や紛争、テロ、難民問題
を起こす原因にもなっています。
　私たち若者が、かつて経験したことのない現代社会の変
化のスピード、そして更なる地域間・宗教間の紛争に戸
惑っているのも事実です。そのため、2030 年の世界に不
安を抱いている若者も多くいます。
　しかし、私たちは、これまでの活動を通して大切なこと
がわかってきました。それは、2030 年の未来をただ悲観
視するのではなく、私たちが「希望」を抱くことによって、
様々な「課題」を解決していけるということです。争いの
ない平和な世界、言論の自由を含むすべての人々の人権が
尊重される社会、地球環境にやさしい再生可能エネルギー
を含むエコな社会、自然災害にも負けない社会……。そん
な社会を私たちは築いていきたいと思います。一人ひとり
がそのような理想社会の実現に向けて主体的に関わり、取
り組んでいくことが大切だとわかりました。私たちの行動
が、2030 年の未来を大きく変え得るのです。

【コミュニティーへの参加】
　私たちの新しい学びの第一歩は、さまざまなところに足
を運んで、市長、店主、農家など地域の人々と交流しまし
た。それぞれのクラスターの生徒が、地域の課題を、地域
の人々と一緒に考え、協働してその解決策を練り、実践し
てきました。地域を真剣に愛している大人との出会いは、
学校の中ではなかなか体験できないような、興味深い学び
をもたらしました。中には押しの強い人や、大きな理想を
語る個性的な人もいて、学校の先生と異なる刺激を受けま
した。地域をよくするためには、大人に頼るだけでなく、
私たち生徒も地域活動に参画して、一緒に解を考えていく
ことが大切であるということを確信しました。
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based on renewable energies; and societies will 
persevere through natural disasters. We understand 
that each of us is obligated to play an active role for 
achieving our goals described above. Our actions will 
impact the world in 2030.

[	Participating	in	Communities	]
    We made our first step for entering our society by 
reaching outside the world of schools. We have begun 
to communicate with local people such as mayors, 
store managers, and farmers, etc. Cooperating with 
such local people, each cluster has proposed possible 
resolutions for the challenges in each local region. 
Since we do not usually experience community issues 
in school life the same way, learning with those who 
faithfully love their communities outside of schools 
was interestingand unforgettable. Some of them 
were fairly passionate and unique with enormous 
ideals; others were different from our teachers, 
which also motivated us. Through our participation 
in communities, we recognize that collaborative 
attempts for solutions between adults and us will make 
communities better.

[	International	Collaboration	]
    Global warming, immigrants and refugees crises, 
natural disasters, and terrorism cannot be resolved by 
the power of a single nation. We have to address these 
problems with a global view, based on the insights 
of varied standing points  and values. We should 
bond together by eliminating borders among schools, 
communities, and countries. By extending these bonds 
worldwide, we can share our similar problems and 
consider possible solutions together.  With the purpose 
of building this world community, we, gathering 

here in Tokyo, should extend our network. We can 
strengthen our bonds thanks to face-to-face occasions, 
such as this forum. Furthermore, we can build closer 
bonds by using IT. Languages also play an important 
role in fostering relationships. We, therefore, have to 
learn and will be happy to learn languages as a tool for 
communicating, not learning to pass our examinations.

[	Students-Centered	Learning	]
   We have been wondering if the current education 
system functions well enough within this rapidly 
changing world. We do not think that the speed of 
education reforms has matched the current flow of 
world changes. We cannot build the world we hope 
for by acquiring knowledge just for better grades in 
our examinations. 
   We believe it is our duty to obtain knowledge and 
build competencies to effectively identify problems, 
search for solutions, set plans and, finally, put 
knowledge into an action. In order to accomplish 
the duties mentioned above, we should not consider 
learning as others’ task but ours. Through countless 
discussions with local people and people from abroad, 
who have a variety of perspectives and experience, we 
will move forward. 
   We will not simply receive tasks from teachers. We 
will, on our own initiatives, communicate with those 
who have varied backgrounds and views and explore 
new communities to learn different values that we have 
never encountered before. Through these attempts, we 
will develop competencies including knowledge based 
on experience, to invent new perspectives, rather than 
just following trends and traditions without our own 
thoughts. Experiences cannot be taught. To learn from 
experiences, we must actually experience ourselves. 
We will never know until we actually understand. 
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【国際協働】
　地球温暖化、移民・難民、大規模自然災害、テロなどの
問題は、一国のみでは解決できません。地球全体で、いろ
いろな立場の様々な価値観を理解したうえで、大きな視野
に立って取り組んでいかなければなりません。学校の枠を
超え、地域の枠を超え、国家の枠を超えた多様な繋がりが
大切になってきます。世界中が繋がることで、多くの人々
が多様な問題を学び、その解を共に考えていくことができ
るようになります。地球全体で課題を解決する学びのコ
ミュニティーを作るために、ここに集まった私たちで、多
様に繋がっていくことが大切なのです。
　私たちは、今回のこのフォーラムのような “Face to 
Face” のつながりによって、絆を強固なものにすることが
できます。インターネット技術を使うことでも、確実に絆
を深めていくことができるのです。また、国を超えた関係
形成のためには、言語が重要な役割を果たします。だから
私たちは、言語を学校のテストのために勉強するのではな
く、コミュニケーションのための重要なツールとして学ん
でいかなければなりません。

【生徒中心の学び】
　今日のような激動の世界の中で、現在の教育のシステム
は十分にその機能を果たしているのでしょうか ?　私たち
は、世の中の流れに対する学校教育の変化のスピードが十
分であるとは思えません。
　過去の知識を吸収して、テストでいい点を取るだけで
は、よりよい世界を作ることはできません。知識を現実の
中で活かして、身の周りの課題を見つけ、解決策を探り、
行動を起こしていくことが、今まさに、私たち若者に求め
られる能力ではないでしょうか？
　私たちは、学びを「他人事」ではなく「自分事」として
捉え、様々な立場・経験をもった地域の人々や世界中の
人々と、いろいろな課題について熟議し、そして行動に移
していくことが大切と考えます。

　私たちは、先生から与えられたことをただ受け取るので
はなく、自分から主体的に様々な背景や立場をもつ人と関
わり、新しい学びのコミュニティーを広げていくことで、
異なった価値観に触れることができます。そして、常識に
とらわれない、新しいものの見方、経験からくる知識を身
につけます。経験そのものは､ 誰かに教えてもらうことは
できません。自分が経験することで、初めて、学びを自分
のものにすることができるのです。
　私たちは、カリキュラム作りや選択も含む、自身の学び
とその発展に責任を持つ準備ができています。また、より
強力な共同体、社会、国々は、この各々の参加者という大
切な贈り物によって成り立っているということを認識し、
私たちのまわりにいる人々がそれぞれの才能を伸ばし、興
味・関心を追求できるように助け、励ましていきます。そ
して政府も、個人の社会的バックグラウンドによらずに、
支援してくれることを期待します。

【イノベーション】
　教育の概念を変えましょう。学校生活は、社会人になる
ための知識を身につける、単なる “ 準備期間 ” ではありま
せん。情報の使い方を学び、生きる力、社会的な力を身に
着け、2030 年の社会に向けて、私たち一人ひとりが主人
公であるという自覚をもって、今から働きかけていく必要
があります。
　この活動を通して、私たちは学生であっても、様々なこ
とができるという自信を持てるようになりました。私たち
の教育のイノベーションから、世界にイノベーションを巻
き起こしていきましょう。
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   We are ready to take responsibility for our own 
learning and growth by creating and choosing which 
curriculums are needed for ourselves. Knowing that 
stronger communities, societies, and countries are 
built upon the gifts of every one of its participants, 
we will also encourage and help those around us to 
develop their own talent and pursue their interests, 
and expect government to support this no matter what 
social background each person is from.

[	Innovation	]
  It is time to change our concepts of education. School 
life is not just a preparation period for acquiring 
knowledge to be a member of the society. We need 
to learn how to use information and acquire life skills 
and social skills. Each of us, as we move towards 
2030, must take actions with pride in ourselves as 
primary individuals of this world. We have built our 
confidence through a series of activities and because 
we achieved various goals by fully applying our own 
competencies. We will spread the innovation over the 
entire world by innovating  our own education. 

[	Closing	Remarks	]
    We declare the following 4 messages;

1. We are confident for our future. We can be actively 
engaged individuals in this world, not only by 
acquiring knowledge, but also by utilizing and 
applying it in complex ways. We are students; as 
such, we can imagine what adults cannot. .  We 
want adults be aware of our power which can be 
used effectively for the common good.

2. We recognize that a powerful will and practical 
plans and acts are essential to accomplish 

important goals. Instead of struggling with 
depressing concerns because of discords or gaps 
of perspectives, we will overcome these challenges 
by sharing aims and mutually helping each other. 
Taking actions with shared aims and a sense of 
purpose for improving society will enable us to set 
global trends.

3. We understand that the global connections are 
fundamental. First, learning begins with each 
individual. From there, each individual discusses 
with friends in a smaller group, learns with 
classmates who share the same aspirations, 
then continue the conversation with domestic 
peers and even those from abroad. Through 
this development, learning collaboratively with 
people who hold similar aspirations and  concerns 
and who engage in similar efforts is massively 
motivating for all. Moreover, cooperation not only 
with the same generation but also with adults 
from other generations provides us fulfilment 
and a sense of accomplishment. Additionally, we 
recognize that global problems can be addressed 
best if communities with similar problems establish 
cooperation.

4. Our vision is of a future that is respectful of all 
forms of life, that helps heal the planet from the 
harmful actions of the past, and that is inclusive 
of all people regardless of their gender, religion, 
origin, socio-economic background, and personal 
circumstances. We shall not mindlessly follow the 
trends around us, but we will strive to create the 
world we want. 

   We should believe in ourselves, strengthen global 
connections, and influence new world trends through 
our activities. Hand-in-hand, we will take actions. 
Wherever we fail, persevere, and ultimately succeed 
together, and we will build global community in 
which the entire world communicates and receives 
opportunities, peace, and happiness. We are not 
onlookers, but creators of the world!

August 4, 2017, 
International Student Innovation Forum 2017
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【結び】
　結びとして、私たちは次の４つのことを社会に宣言しま
す。

　まずはじめに、この活動を通して私たちの可能性に自信
が持てるようになったということ。
　学生が、ただ単に学校で知識を習得するだけではなく、
その知識を活用し、応用することができれば、世の中を変
えていく主人公になれます。学生だからこそ、大人が思い
つかないようなことでも発想できます。学生のパワーには
計り知れないものがあることを知ってもらいたいのです。

　二つ目に、目標を達成するためには、強い意志と計画、
そして行動が大切であるということ。
　まず目標を設定して、「なにがなんでもやりきる」とい
う強い意志を持つことが必要です。時には意見の食い違い
や認識の差で、仲間とうまくいかず、不安に押しつぶされ
そうになることもあるかもしれません。しかし、共通の目
標があるからこそ、お互いの信頼があるからこそ、それを
乗り越えることができるのです。社会をより良くしようと
いう共通の目標に向かって行動を起こし、直接社会に働き
かけていくことが、世の中の流れを作っていくことに繋
がっていきます。

　三つ目に、結びつきが重要だということ。
　最初はすべて、個人の学びから始まりました。そこから
友人同士で集まり、同じ志を抱いている自校の仲間との学
びとなり、さらに国内の仲間と交流し、そして海外の仲間
との交流へと広がっていきました。この広がりを通して、
同じような志を持ち、同じような悩みを抱え、同じように
がんばっている人たちと、実際に協働学習をできたことが
大きな励みになりました。また、同世代だけでなく、周囲
の大人とも協働してやりとげる充実感や達成感も得られ

ました。さらに、ローカルな課題はその他の多様なローカ
ルな課題と繋がっており、実はグローバルな問題と隣り合
わせであるということもわかりました。

　最後に、2030 年に向けて。
　私たちは、私たちが望む未来を築くために果たさなけれ
ばならない役割があることを理解しています。2030 年の
社会を考え、未来に対する共通のヴィジョンを作る必要が
あります。そのヴィジョンは、どんな形の命も尊重するこ
と、過去の行為によって傷ついた地球を癒す助けになるこ
と、そして、ジェンダー、宗教、出自、社会経済の背景、
個人の環境に関係なく、すべての人々を主人公とすること
です。私たちは、何も考えずに周囲の流れに従うのではな
く、私たちが望む世界を創造するよう努力していきます。

　私たちの可能性を信じて、つながりを確固たるものに
し、今まで起こしてきたニューウエーブを世界中に巻き起
こしましょう。互いに手を取り合い、アクションを起こし、
2030 年に向けて、挑戦と成功、挑戦と失敗を繰り返しな
がら、みんなに幸せをもたらすような地球全体のコミュ
ニティーである “ 地球村 ” を作っていきましょう。私たち
は、単なる傍観者ではなく、世界を創っていく主人公なの
です。

2017 年 8 月 4 日
生徒国際イノベーションフォーラム 2017 参加生徒一同
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Values

　In the ISN2030 project, most clusters set KPIs and 
monitor changes of students. In the ISIF’17, we also 
tried to monitor students from various clusters and 
countries in many ways. The above figures created 
by the word cloud tool shows answers by students 
to the question “What kind of strength, for YOU, is 
important to work together with diverse others to 
solve problems?”
　The sizes and colures are based on frequency of 
words students used in their answers.
　In the skill dimension, many students seem to feel 
the necessary of “Communication” skills. 
　In the value dimension, we can see “others” “think” 
“Respect” “Try” “Different” in bigger words.
　The “All” dimension which combined the skill and 
the value, we can also see that the communication 
is the most frequent word, which could be due to 
the feeling of luck of English capability of Japanese 
students.
　The following graphs show self-evaluation results 
of some Japanese students. We can see a growth 
in “interest in novelty” “openness towards cultural 
diversity” “Teamwork skills” “Self-expression” while 

we don’t see it in “open-mindedness / non- judgmental 
” and “inclusion”.

　このプロジェクトでは、ISN の共同研究として各クラス
ターごとに評価指標を設定し、生徒の能力の変化をモニタ
リングしてきている。本フォーラムにおいても参加者に対
して、多様な形でモニタリングし、クラスターや国を超え
た共通の指標で生徒の成長を見守っている。
　Word Cloud で示された上記の図は、生徒ラウンドテー
ブルで「多様な他者と協力しながら課題を解決するために
大切な力」は何かを問うた結果である。出現頻度によって
大きさや色が異なっている。スキルにおいては圧倒的にコ
ミュニケーションの必要性を感じているようである。価値
観においては、「他者」「思考」「尊敬」「試行」「差異」な
どの言葉が目立つ。スキルと価値観を合わせた「全体」で
も、やはり「コミュニケーション」が大きく、日本人の英
語能力が反映されていると考えられる。
　次ページは、一連のプロジェクトによって、どの様なコ
ンピテンシーが伸びたのかを自己評価してもらい、その集
計をグラフ化したものである。「新規性への関心」「異文化
理解志向」「役割とチーム貢献」「意見の表明」などが伸長
している反面、「偏見排除志向」「インクルージョン」など
の複雑なものは伸びていないことがわかる。

SkillsAll

Card booth / カードブース
Right after the student roundtable, we collected inputs from students, to make 
everyone’s thoughts visible and shared…／全員の意見を「見える化」して共有するために ,

ラウンドテーブルの直後に生徒のインプットを集めました。
Question：What kind of strength, for YOU, is important to work together with 
diverse others to solve problems?　(Please pick one, based on your reflection)
問い：あなたにとって、「多様な他者と協力しながら課題を解決するために大切な力」は、
何だと思いますか？　  ( これまでの振り返りを踏まえて、一つ選んでください )

■Global	Competency	and	Growth	of	Students	
　／グローバルコンピテンシーと生徒の成長

Word	Cloud
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1  I don’t hesitate to express my opinions even if differents disagree with me.
　自分の意見に反対する人の前でも、自分の意見を言うことができる。

2
Working on a team, I remember to  and respect different’ opinions and work together to 

achieve the overall objectives of the team.
　議論の目的を達成するため、他者の意見を尊重することができる。

3
In group work, I voice my opinion while keeping my role and responsibility in mind; at the 

same time, I try to contribute to the team effort.
　グループワークでは、チームとしての成果を出すために、自分の役割を意識して発言できる。

4
While having a discussion, I can usually understand the intent of the speaker, even if he or 

she isn’t good at expressing it.
　話し合いのとき、相手の発言の意図はなになのかを考えることができる。

5
When summarizing the group discussion, I try to include opposing ideas and reflect them in 

the results of the discussion.
　意見をまとめるときは、なるべく反対意見を尊重して、結論に反映できないか考えることができる。

6 I see the problem from multiple perspectives in order to get a “big picture.”
　物事の全体像をつかむために、多面的に見ることができる。

7
I want to take advantage of any (or an) opportunity where I can interact with people from 

diverse ethno-cultural backgrounds.
　様々な文化圏の人々とコミュニケーションをとれる機会があれば出席したい。

8 I want to experience a new cultures even if it’s utterly unfamiliar.
　なじみのない文化に接したときでも、まずは体験してみたい。

9 I am willing to try new and unfamiliar things.
　新しいことをどんどん試していきたい。

10 When faced with challenges and difficulties, I strive continually to overcome them.
　困難に直面したとき、問題について粘り強く考え続けたい。

Which item above has been changed the most? Select from question (1-10) 
1-10 の中で、自分がこの活動を通して最も大きく変化したものはどれだと感じますか。
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■Achievement	of	
　International	Student	Innovation	Forum	2017		

    I would like to congratulate everyone on the 
great success of the International Student Innovation 
Forum 2017 (ISIF’17) with everyone who participated 
in the Innovative Schools Network 2030 (ISN2030) 
project. Since the launch of the Innovative Schools 
Network (ISN) in April 2015, 2 years and 4 months 
ago, we have been facing many challenges including 
financial and organizational ones. Despite such a 
weak environment, thanks to the dedicated work and 
passion by students, teachers, and concerned people, 
now we have passed the final milestone of the project 
with many fruitful results.
    The ISN2030, a successor project of the OECD 
Tohoku School, has implemented a collaborative-
project based learning (PBL) in a global context as its 
framework with an aim, if we dare to say, of exploring 
a way to change education from internal focuses to 
external focuses. It required especially teachers in 
Japan to recognize that Japan is a part of the world, 
I would like to review the ISIF’17 as a person of the 
host country. 
    My first question is if we could explore education 
required in 2030 by collaborating with students and 
teachers. This can be achieved through a whole 
process where students understand challenges in their 
region and can anticipate improvement towards 2030, 
feel responsibility to overcome the challenges as their 
own issues, identify the cause of the problems, identify 
what they can do and where they need support, and 
involve others who can help them. Most students did 
such exercises in each region, so the transition from 
the poster session to the group work and following 
sessions seemed relatively smooth. However, whether 
the experience will can be connected to innovations in 
education or not will be dependent upon actions taken 
by students and teachers after the forum.
    The second question is how the global collaboration 
took place. ISN took a lead to organize the forum as 
a host by connecting participating clusters located in 

9 countries, 15 regions. As a form of the organization 
in each cluster was quite diverse, we could not apply 
a uniformed way to work together. So we focused on 
information sharing such as making preparation statues 
and necessary actions visible to all the clusters. One 
prominent achievement showing a global collaboration 
is the Student Declaration. Students in Wakayama took 
initiatives to collect input from clusters including ones 
outside of Japan and consolidate them. They made big 
efforts to review and discuss the contents, and finally 
created the declaration which successfully reflects 
voices of students. It contains many important hints to 
think about “student agency.”
   How sufficiently did students from many countries 
communicate each other? In general, Japanese 
students’ English level is low, comparing to students
in other countries. As we anticipated a difficulty 
of communication between Japanese students and 
students from other countries, we focused on writing,
such as writing memos or messages on T-shirts, and 
using graphic tools to help communication. As it takes 
time to improve the English level of Japanese students,
we would like to address the necessity of investigating 
English education in Japan.
   One important feature of this forum which was 
inherited from the OECD Tohoku School, was that 
students took initiatives and created a forum by 
getting support from adults, instead of adults making 
a framework and giving it to students. It was well 
demonstrated at the opening and closing ceremonies 
as well as cultural exchange sessions. Students were 
the most important key success factor for this forum. 
It requires more time and more complex processes if 
students discuss, decide and prepare concrete actions 
by their own initiatives. Freedom and time which 
allows students to struggle could be a key for students 
to grow.

Hiroki Miura, 
Chairman of ISIF’17 Committee (Fukushima University)

At the closing ceremony, students who read student declarations
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　何はともあれ、2 年と 4 ヶ月前にスタートした ISN の
もとで、ISN2030 が実践され、ISIF'17 として結実したこ
とをすべての参加者とともに喜び合いたい。資金や運営体
制をはじめ、必ずしも十全な環境でなかったにもかかわら
ず、ここまでたどり着いたのは、参加した生徒や教師の情
熱と、関係者の日夜を分かたぬ努力の賜である。
　本プロジェクトは、OECD 東北スクール後の日本発の
国際共同プロジェクトとして、大げさに言えば、各国の内
向きな教育を外向きに変えていく方策を探る野心的な取
り組みである。日本にとっては、「日本」と「海外」とい
う棲み分けられた関係を、それぞれが同じ世界の一部とし
て捉えなおす、認識の転換を含んでいる。

　以下、本フォーラムのホスト国としての日本から見た総
括を記しておきたい。
　まず、最も重要なのは、2030 年の教育を生徒と大人が
協働して探究することができたかどうかということであ
る。それは、生徒達が生きる近未来の課題を客観的に理解
し、自分事として引き受け、問題の所在を探り、自分たち
にできることを発見し、他者と協働し、実践することに
よって学ぶという、一連のプロセスによってもたらされ
る。多くの参加者はフォーラムまでに各地域で実践を重ね
ており、ポスターセッションからスムーズにグループワー
クに移行したと言える。ではそれが、教育のイノベーショ
ンに結びつけることができたかどうかは、今後の生徒や教
師の実践に委ねられる。
　国際協働はいかに組み立てられたか。本フォーラムは日
本がホストとなり、各国をつなぎながら作業が進められ

た。各国・各地機によって生徒と教師の関係はまちまちで
あるため、一律に作業を委ねることはできなかった。
　しかし、協働宣言のとりまとめでは、和歌山チームが中
心となって内容を組み立て、各地域からレビューをもらい
ながら、何度も書き直し、そうした苦労がオリジナリティ
あふれる宣言に結実したと言える。ここには生徒達の生の
姿が反映されており、生徒の主体性を探る重要な手掛かり
を残したということができる。
　国際間のコミュニケーションはどうだったか。ホスト
国である日本の英語力は他国に比して弱い。コミュニケー
ションでは相当な困難が予想されたことから、メモ書きや
図表や写真など、グラフィカルなツールを利用したコミュ
ニケーションを目指した。いずれにしても、国際会議に必
要なレベルの語学の獲得は一朝一夕には成しえない。英語
教育の検討が必要である。
　本フォーラムの最大の特徴は、大人が枠組みを決めるの
ではなく、大人の援助を受けながらも生徒達が会議を組み
立てるということであった。そのメリットは開閉会行事や
異文化交流セッションなどに顕著に表れている。大人とは
異なる生徒の視点が、本フォーラムの成否の鍵を握ってい
たと言っても過言ではない。生徒が議論し、決定し、準備
し、具体化するには通常とは全く異なる複雑なプロセスと
時間が必要である。この試行錯誤の自由が許された環境こ
そが、生徒達を大きく成長させる条件である。

生徒国際イノベーションフォーラム 2017
実行委員長　三浦浩喜（福島大学）

Discussion about the student declaration in the forum

Representatives from each forum team expressed opinions about 
the declaration

Inputs by students were displayed on a 
monitor.

At the end of the closing ceremony, we all sang a song
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Japan Innovative Schools Network supported by OECD
OECD 日本イノベーション教育ネットワーク

http://innovativeschools.jp/


