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～

動画配信活動紹介ブース 出展募集要項
～Message for you.

2030 年への持続可能な社会の未来図～

このたび、「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～」において、関西圏の高校生チームによる活動紹介ブース出展および、NGO や大学の国
際協力・SDGs 活動サークル、大学機関、企業など、国際協力/SDGｓ関連活動の動画配信活動紹介
ブース出展を企画いたします。本企画では、日頃授業や課外活動で高校生や NGO が課題解決に取り
組んできた国際協力・SDGｓの取り組みを紹介することにより、出展者としてワンフェスユースサブタイト
ルである「私たちの描く持続可能な社会の未来図」を形づくるピースとなり、グローバル課題について
考えるメッセージを届けませんか？
以下の通り、出場する高校生チーム、NGO/NPO、大学機関、企業を募集しますので、ご応募をお待
ちしています。

１．開催日時・場所
日
程： 2020 年 12 月 20 日（日）10:00～16:00
配信期間：2020 年 12 月 1 日（火）から 1 月 12 日（火）まで
会
場：ワン・ワールド・フェスティバル for Youth 公式ホームページ
出展場所：http://owf-youth.com/index.html（特設ページを開設予定）

２．募集対象および出展チーム数
募集対象：①高等学校・高校生チーム
※小学校・中学校で参加を考えている方は、事務局までご連絡ください。
②国際協力・SDGｓ推進に関わるＮＧＯ、学生サークル
③開催の趣旨に賛同いただき、次世代の国際交流・協力活動を応援する企業、大学
出 展 数 ：30（予定）
※ホームページより YouTube 上でオンライン配信をするため、高校生のみなさんは必ず、各校プライ
バシー保護に関する方針を確認し従ってください。保護者の方の同意を得たうえで出展してください。

３．出展申し込み方法
下記 URL からエントリーフォームへアクセスし、フォームへ必要事項記入の上お申し込み下さい。

1．出展エントリー締切 ： 2020 年 11 月 1 日（日）18：00 まで（先着順）
2．動画・ロゴ提出締切 ： 2020 年 11 月 11 日（水）18：00 まで
★出展エントリー：http://owf-youth.com/
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４．出展方法等説明会の開催
動画配信活動紹介ブース出展方法 ZOOM 説明会を開催いたします。
【事前申込制】ホームページの登録フォームよりお申込み下さい。（後日希望者のみ配信予定）
☆動画配信活動紹介ブース出展方法 ZOOM 説明会☆
日時：2020 年 10 月 22 日（木）17：00～18：00
会場：ワンフェスユース公式ホームページオンライン会場特設ページ ZOOM

５．動画配信活動紹介ブース用 撮影動画の仕様について
・動画データ：
1.動画のファイルサイズは 500MB 以下を推奨とします。
2.動画のファイル形式は、mp4,wmv,mov のいずれかを選択してください。
撮影する動画について：メッセージ内容は以下のとおりです。
①ワンフェスユースや「私たちが描く持続可能な社会の未来図」のコンセプトに沿った
国際協力、SDGｓ・多文化共生の取り組みについて団体の活動を紹介してください。
②SDGｓの 2030 年達成に向けた団体や個人の具体的な目標を宣言してください。
③SDGｓ達成の重要なアクターである高校生たちに応援メッセージをお願いします。
以上、①、②、③の構成に沿った、メッセージ動画の配信を募集します。

1．動画内容は 4 分間以内に収めてください。（推奨：3 分程度）
2．動画編集は上記の①、②、③の繋ぎ目のみ可能とします。
3．必ず発表者の「声」が分かるようにしてください。なお、「声」の字幕を入れるこ
とは可能とします。
4．活動現場や活動の様子の画像は 2 枚まで使用可能とします。
5．その他のテキストや音楽を入れたり、複数の動画を繋ぎ合わせる等の編集は
禁止します。
6．海外の活動地からの収録・出展も可能です。
7．提出する動画ファイル名は「学校名または団体名」としてください。
※団体が持つ既存広告動画については、別途ワンフェスユース事務局までご相
談ください。

必ずお読みください
※ 各ブースの配置は各団体・企業、活動内容、紹介方法を配慮の上、事務局で決定します。
※ デザインにより配置を変更する場合があります。
※ 報告用および次年度広報用資料として、当日の様子を撮影させていただきます。ご都合の悪い
場合は、事務局までご連絡下さい。（高校生につきましては顔が写らないよう配慮いたします。
※事業を通じて取得した情報やデータは事務局で厳重に管理し、本事業でのみ使用いたします。

2

６．動画配信活動紹介ブース レイアウトのイメージ

オンライン配信動画
団体ロゴバナー
動画タイトルと
団体名（URL 付）

７．動画配信活動紹介ブース展示について
■フェスティバルのコンセプト：～私たちが描く持続可能な社会の未来図～
ワン・ワールド・フェスティバル for Youth 2020～私たちが描く持続可能な社会の未来図～の開催
趣旨に沿った内容・展示や活動紹介にご協力をお願いします。
■出展団体で用意するもの【11 月 11 日（水）締切】 ※出展エントリー後別途登録フォームを送付いたします。
①

4 分以内の配信動画メッセージデータ

②

出展団体バナーデータ ：横長のなるべく大きいサイズもの

③

バナーリンク先の団体ホームページ URL

※ロゴ・バナーがない場合は、団体名のみとなります。
■禁止事項
× 募金活動
× 営業や広報活動への利用を目的とした高校生の個人情報の収集。
（例）個人情報を集める目的での動画内アンケートの設置
メッセージを通しての SNS フォローを条件とした景品提供など
× 活動紹介を主目的としていないブース出展
（例）５．動画配信活動紹介ブース用撮影動画の仕様についてに記載の①、②、③の
メッセージ内容を届けていないもの。

８．ブース出展料
出展者・団体

料金

高校生・高校、高校生団体

無料

関西 NGO 協議会の加盟団体

3,000 円

NGO/NPO、大学生サークル

5,000 円

大学機関、企業、その他一般

10,000 円
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ワン・ワールド・フェスティバル for Youth ～私たちが描く持続可能な社会の未来図～とは？

世界的な視野を持ち、社会の課題解決に向けて行動を起こす次世代の育成、高校生同士の活動のネットワ
ーク形成、若い世代と大学や NGO、国際機関とのつながりを目的として、2014 年から始まった日本で初めて
の高校生のための国際協力フェスティバルです。高校生で構成された実行委員会と高校・大学教員・NGO 職
員で構成された運営委員会によって、プログラムの企画・立案とイベントの運営を担っています。
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～
開催日： 2020 年 12 月 20 日（日）10：00～16：00
会 場： ワン・ワールド・フェスティバル for Youth 公式ホームページ特設ページ
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【事務局】
協 力： 大阪大学 CO デザインセンター、公益財団法人 大阪 YMCA、一般社団法人ソーシャルギルド
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
参加費： 無料

来場者： 1,500 人～3,000 人（予定）

※2019 年度延べ 6,000 人（但し、学校会場）

対 象： 関西を中心に国際協力の分野に関心を持つ高校生（中学生、大学生、保護者、教職員など）
内 容： 高校生を対象としたオンラインセミナー・ワークショップの開催、高校・大学・NGO・JICA・外務省・
企業等によるオンライン動画配信ブース出展、「グローバル化」「国際協力」をテーマとしたポスターセッション、
コンペの実施、カフェ・ワンワールド など

■■■■■応募書類提出先・お問合せ先■■■■■■

特定非営利活動法人

関西 NGO 協議会

（佐野・高橋）

〒530-0013 大阪市北区茶屋町 2-30 4 階
TEL: 06-6377-5144 FAX: 06-6377-5148
ウェブサイト:http://kansaingo.net/
MAIL :youth_expo@kansaingo.net
（火‐金 13：00-18：00）

以下のＵＲＬより、エントリーフォームにアクセスし、
フォームに必要事項を記入の上お申し込み下さい。
締切：11 月 1 日（日）17：00 までに御応募ください。

http://owf-youth.com/
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