
動画配信活動紹介ブース -Message for you-

オンラインポスターセッション
ブラッシュアップ交流会

2020年11月14日（土）にポスターセッションファイナ
リスト11チームが集まり、それぞれのポスター発表の
共有と国際協力スタッフや海外駐在経験者とのブラッ
シュアップ交流会を実施しました！

国際協力スタッフと
先生のためのオンライン交流会

高校生を中心にユース向けのプログラムを実施して
いるNGOやJICAのスタッフが参加し、スタディツア
ー、SDGsの探究学習、出張講義などのプログラムを
紹介いたします。是非、気軽にご参加ください！

プレイベント

主催

ワン・ワールド・フェスティバル for Youth 運営委員会
特定非営利活動法人 関西NGO協議会

協力

大阪大学COデザインセンター、（公財）大阪YMCA、（一社）ソーシャルギルド、 NECネッツエスアイ株式会社、
ワンフェスユースOV会、ワン・ワールド・フェスティバル for Youth 高校生実行委員会

後援

外務省、文部科学省、(独)国際協力機構 関西センター（JICA関西）、大阪府教育委員会、ESD活動支援センター、
近畿地方ESD活動支援センター、(公財)大阪府国際交流財団、(特活)開発教育協会（DEAR）、朝日新聞社、
関西SDGｓプラットフォーム

助成

外務省NGO事業補助金事業
公益財団法人カメイ社会教育振興財団（仙台市）
独立行政法人環境再生保全機構（※ユース提言セクション）

指定寄付

近畿ろうきん・社会貢献預金（笑顔プラス）

協賛

真如苑、リタワークス株式会社、
日本労働組合総連合会大阪府連合会（連合大阪）、近畿労働金庫

デザイン パーキーパット・デザインズ　前田慎也
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ウータン・森と生活を考える会

（公財）大阪 YMCA

（特活）CODE 海外災害援助市民センター

Earth Guardians Japan

Greenpeace

（認活）フリー・ザ・チルドレン・ジャパン

OLIVE

Pla_earth

（一財）日本国際飢餓対策機構（ハンガーゼロ）

（公社）日本国際民間協力会（NICCO）

（公財）PHD 協会

（公社）アジア協会アジア友の会

桃山学院高校スクール・バイ・スクール（SBS）

（認活）FutureCode

（認活）アクセスー共生社会をめざす地球市民の会

（認活）テラ・ルネッサンス

（認活）国際地雷処理・地域復興支援の会

（認活）緑の地球ネットワーク

（独）国際協力機構関西センター（JICA 関西）

参加団体

団体が動画配信活動紹介ブースに出展。事前申し込み不要です！

たくさんのNGOやユース、団体の活動内容やSDGｓ達成に向
けた具体的な宣言。そして、あなたに向けた応援メッセージが届
いています。是非、当日にふらりと、お立ち寄りください！

要申込



ユースアクション報告会13 :00-14 : 10

高校生たちが、スタディツアーや探求学習、プロジェクトラーニングを通して学んだことを報告
します。学びを深め、次の行動へと繋げていく課題発見や課題解決の取り組みを知ろう！

ユースからの提言 ～差別・貧困の視点から考える私たちの未来～13 :00-14 : 10

貧困・差別を減らし、なくしていくためにユース提言セクションが同世代のユースへ
「私たちが描く持続可能な社会の未来図」を完成させるピースについて、提言します！

ユース提言セクション企画

イベント運営セクション

高校生実行委員会

私たちイベント運営セクションは、ワンフェスユースの当日運営を円滑に進めるための会議を
行っています。今年は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響によりワンフェスユースのオン
ライン化に伴って、公式ホームページ特設会場の構成、内容、機能を考えました。是非、特設
会場をお楽しみください！

また、Zoomの解説動画をつくったり、SNSを用いた事前告知を行っています。さらに、高校
生レポーターボランティアを募集しており、当日運営の要としてボランティアコーディネーシ
ョンを担当しています。

プログラム実施セクション

私たちプログラム実施セクションはワン・ワールド・フェスティバル for Youth 2020 
Online～私たちが描く持続可能な社会の未来図～をコンセプトに、企画構成を考え、国
際協力やSDGsに携わる講師との企画調整を行いました。

また、「開会式｜キーノートセッション」と、グラフィックレコーディングにより1日をふりか
える「閉会式│ラップアップセッション」を実施します。当日企画の要として、最初から最
後まで楽しめるワンフェスユースプログラムを提供できるよう頑張っています。

リーダー[共同代表]： 大崎 蒼依 ・ 山本 悟士
宇髙 結衣 ・ 梅ヶ枝 桜 ・ 河南 怜花 ・ 細原 史恵奈 ・ 中田 柊史 ・ 西川 千裕

メインフォーカル： 武村 桃子
気候変動プログラム担当： 香田 拓海 ・ 古賀 凜
閉会式｜ラップアップセッション担当： 黒田 瑞穂

COVID-19プログラム担当： 矢田 七海
開会式｜キーノートセッション担当： 高居 柊平 ・ 藪野 絢菜

ユース提言セクション

私たちユース提言セクションは、“国際問題などに興味はあるものの関わり方が分からない人が
関わりやすくなるように、興味のない人が興味を持てるようにする”ということを目的に活動し
ています。

9月から、自らも様々な同世代・専門知識を持った方との関わりを通して学び、リサーチをしてい
ます。高校生が“貧困”や“差別”について当事者意識を持てる提言書・シンポジウムが出来るよ
う、頑張ります！

リーダー[共同代表]:菅 礼実 ・ 樋口 真由
川﨑 レナ ・ 粂川 一騎 ・ 松岡 実優 ・ ムルティ タニシカ ・ 藤本 恵梨奈

閉会式｜ラップアップセッション14 :40-15 :40

ワンフェスユースの総仕上げ！今日一日の学びをグラフィック・レコードを用いて振り返ります。
オンラインポスターセッションの優秀チームやユース提言も発表します！

高校生実行委員会プログラム実施セクション企画

開会式｜キーノートセッション

コロナ禍、気候変動で激変した2020年。私たちの周りの世界では、今何が起こっているのだ
ろう？ 持続可能な社会を実現するため、みんなで考え、ひとり一人の未来予想図を描こう！

10:00-10:35

高校生実行委員会プログラム実施セクション企画

【協力・講師】野田 沙良さん（認定NPO法人アクセス－共生社会をめざす地球市民の会）

ユネスコ協会SDGsパスポート体験発表会

大阪府内のユネスコスクール小中高校が地域で取り組んでいるボランティアについて発表・
交流します。今年はSDGsパスポート体験発表会にバージョンアップ！

10:40-13 :20

【主催】大阪府ユネスコ連絡協議会ユネスコ協会SDGｓパスポート担当者会議
【協力】コリア国際学園 中等部･高等部

私たちに何ができるのか ～コロナを超えて、明るい明日へ～

NGO／NPOの活動に参加しているユースが、コロナ禍を乗り越えるきっかけをシェアしま
す。コロナ禍で何を体験し、感じたのか、真剣に話し合います！

10:50-12 :20

高校生実行委員会プロジェクト実施セクション企画

【スピーカー】アジア協会アジア友の会(アジアユースサミット)、CODE未来基金、ワンフェスユース
【主催／ファシリテーター】吉椿雅道さん（NPO法人CODE海外災害援助市民センター）
【共催】近畿労働金庫、関西NGO協議会

みんなで彩る、６色の虹

LGBTQという言葉を耳にしたことはあるけど、、。この意味は？どんな問題があるの？みん
なで一緒に考えます！そして、真の意味での「多様性」について深めよう！

10:50-12 :00

高校生実行委員会プログラム実施セクション企画
【協力・講師】吉川 ヒロさん（株式会社アカルク）

高校生のための国際協力助成プログラム2019成果報告会

2019年に実施したコンペティション大会の採択高校が新型コロナウイルス感染症の影響を
受けながらも、工夫を凝らして、試行錯誤しながら活動を続けてきた成果報告を行います！

10:50-12 :00

【報告】東アジア青少年歴史体験キャンプNEXT SEOUL 2020、ノートルダム女学院Miraiミール    【協賛】リタワークス株式会社

高校生のためのオンラインポスターセッション審査会

第1次審査を通過し、オンラインポスターセッションブラッシュアップ交流会で切磋琢磨した
11チームがステージ発表を目指します。世界に向き合うアイディア、ご覧あれ！（順不同）

10:40-12 :35

立命館宇治高等学校 ムーン
#災害に強いまちづくり

神戸市立葺合高等学校 RAINBOW
LGBT education now and in the future.

立命館宇治高等学校 R・U・G・A
BPP ～タバコは吸う人にしか有害じゃないの？～

兵庫県立高砂南高等学校 海の生き物護り隊！
海の生き物を護るために私たちができること。

クラーク記念国際高等学校
クラーク記念国際高等学校AO２ 

Foreign Residents in Japan Facing Discrimination:
  Support Efforts During the Pandemic

立命館宇治高等学校
Support and Relief for Child Soldiers

子ども兵士の救済と社会復帰

兵庫県立網干高等学校 トマメロン
私たちの住む農業の未来とそのために必要なこと

大阪市立水都国際高等学校
Impact Citizens for SDGs

未来のために今日できること。

兵庫県立高砂南高等学校 Filter
森林伐採を減らそう

兵庫県立網干高等学校 なかにーず
理想の網干にするために私たちができること。

立命館宇治高等学校 J & K
日韓経済問題解決案

坂西 卓郎さん（公益財団法人PHD協会）
＜当日審査委員＞

審査委員長

第1次審査員

石崎 雄一郎さん（ウータン・森と生活を考える会）、東川 貴子さん（認定NPO法人緑の地球ネットワーク（GEN））

片田 孫 朝日さん（灘高等学校）、安里 佳世子さん（大阪府教育センター）

地球温暖化を止められるのか？ ～今後人類に求められること～13 :00-14 : 10

私たちが生きている間に地球は大変なことになってしまう? 気候変動で激震する世界。
温暖化が原因というけれど、私たちはとめられるの? 科学的根拠に基づき、行動を起こそう!

高校生実行委員会プログラム実施セクション企画
【協力・講師】伊与田 昌慶さん（認定NPO法人気候ネットワーク）

【協力】高校生グラフィックレコーダーチーム

<参加高校>
大阪府立佐野高校、神戸龍谷高校
兵庫県立兵庫高校、立命館宇治高校


