
国際協力の取組み
を聞きたい！

高校・NGO・企業などのブース出展、高校生のためのワークショップなど

入場無料

他の高校生の
活動を知りたい！
ポスターセッション、活動報告会、
高校生助成プログラムなど

楽しみながら
世界を感じよう！
世界を感じるパフォーマンス、
カフェ・ワンワールドなど

高校生がつくる楽しいプログラムがたくさん！

(土・祝) @大阪YMCA
大阪市西区土佐堀１-５-６
地下鉄四つ橋線「肥後橋」駅3号出口より徒歩5分
地下鉄御堂筋線・京阪線「淀屋橋」駅4号出口より徒歩10分

12/23
10：00～16：00

@owfyouth
owfyouth

ワンフェスユース
http://owf-youth.com

主催

共催

ワン・ワールド・フェスティバル for Youth 高校生のための国際交流・国際協力
EXPO 2017運営委員会、（特活）関西NGO協議会
（公財）大阪国際交流センター

プログラム詳細
１階ロビー ＜10:00-10:30＞

開会式：体験！「世界がもし100人の村だったら」
世界をぎゅっとまとめて、再現します。あなたもその一人になっ
て世界の現状を体験してみませんか？
【協力】同志社女子大学現代社会学部 国際こども研究会 DEC

９階 904 ＜12:30-14:00＞

高校生のためのワークショップ②
知ろうぜ！チョコとバナナと私たち
すごろくを通してわかる、カカオ農家の問題とは !? フェアトレー
ド商品を食べて世界との繋がりを感じよう！
【講師】吉野慶一さん（Dari K 株式会社）

９階 904 ＜10:30-12:00＞

子どもたちへの教育支援～途上国を救え～
今、途上国が危ない !? 教育は、全ての子どもたちが当たり前に受
けられるもの。そんな考えを 180°変えちゃう！
【講師】宍戸亮子さん（公社）日本ユネスコ協会連盟

９階 904 ＜14:30-16:00＞

ゲームで考える、持続可能な世界と自分
世界の諸問題と私たちの行動やキャリア形成について、SDGｓを
テーマに、ゲームを通じて考えます。
【企画】（一社）ソーシャルギルド   【講師】山本佳史さん（（一社）ソーシャルギルド）

10階 101 ＜08:30-11:30＞

ユネスコ協会 ESD パスポート 体験発表会
ボランティアを通じて社会課題に向き合った大阪府下の小中高校
生が活動の学びを共有し学びあうワークショップ
【企画】大阪府ユネスコ連絡協議会  【共催】（公社）日本ユネスコ協会連盟
【後援】日本国内ユネスコ委員会、（公社）ユネスコアジア文化センター 他

10階 101 ＜12:15-16:00＞

カフェ・ワンワールド 2017
世界の料理でおもてなし！気軽に世界の料理が楽しめます。高校生
による飲み物やわたがしの出店もあります。
【主催】（公財）大阪 YMCA

10階 102・103 ＜10:30-12:30＞

留学生と語る、グローバルディスカッション
外国人留学生とのパネルディスカッションやグル―プワークを通
じて、本当の「異文化理解」を考えませんか？
【企画】イー・エフ・エデュケーション・ファースト・ジャパン株式会社

10階 102・103 ＜12:45-15:30＞

高校生の発表＆交流スペース
高校生が考える、世界を変えるアイデアの発表エリア＆交流スペー
スです。

８階 802 ＜①10:30-11:00 ②13:00-15:00＞

高校生活動報告会①
大阪府立佐野高等学校【10:30～11:00】
「カンボジアスタディツアー報告会」
カンボジアで感じたこと、考えたこと。私の変化。

兵庫県立兵庫高等学校【13:00～13:30】
「私たちが見たベトナムの今」

大阪府立渋谷高校 SHI-BOON（シブーン）【13:45 ～14:15】
「イスラム教≠イスラム国」
ムスリムに寄り添い、偏見や差別を解消するための活動

大阪府立松原高等学校【14:30～15:00】
「タイスタディツアー報告会」
意識が変われば、世界が変わる！

２階ホール ステージ ＜11:00-11:30＞

世界を知ろう！ワンフェスユースコレクション
世界の問題を難しいと感じるあなた！まずは世界の民族衣装や文
化から知ってみませんか？知るほど楽しいファッションショー！
民族衣装試着体験コーナー ＜12:30-14:00＞

８階 803 ＜12:30-14:00＞

少年兵から何を学びどう動くか
少年兵の課題を調べた高校生は何を知ったのか。また、次への一
歩をどう考えたのか。いっしょに考えてみませんか。
【講師】栗田佳典さん（（特活）テラ・ルネッサンス）

８階 803 ＜14:30-16:00＞

日本人海外大学生と考える，自分の進路選択
海外大学で，自らの決めたテーマで世界の課題に日々向き合う先
輩たちと，自分の理想の進路を考えませんか？
【企画】（特活）留学フェローシップ
【パネリスト】髙島崚輔さん（ハーバード大学３年・留学フェローシップ理事長）他

９階 902 ＜14:30-15:30＞

高校生活動報告会②
立命館宇治中学校・高等学校【14:30～ 15:30】
「PBL による国際課題研究報告会」
国際協力の課題研究成果をどうぞ

３階 302 ＜10:30-12:30＞

高校生のための国際協力助成プログラム
コンペティション大会 2017
高校生の「国際協力を推進する活動」「社会課題解決の活動」に対
して活動費を助成する高校生対象のコンペ大会
【出場校】大阪府立佐野高校／大阪府立渋谷高校／大阪府立東住吉高校／関
西学院高等部／ノートルダム女学院高校／立命館宇治高校

３階 302 ＜13:30-15:00＞

地球の未来に向かって 第５回アジア・ユースサミット
地域を良くするプロジェクト発表会
第５回アジア・ユースサミットで、日本・アジア各国の高校生が企画
した「地域をよくするプロジェクト」の内容とその後を報告します。   
【企画・主催】公益社団法人アジア協会アジア友の会（JAFS）２階ロビー特設ステージ ＜14:00-14:30）

「大学生エッセイコンテスト 2017」授賞式
計83作品の中から厳正な審査を経て選ばれた入賞作品。受賞者に
朗読していただき、表彰状の授与を行います。
【企画】（公財）PHD協会

２階ロビー ＜①ファイナリスト 10:30-12:30＞
              ＜②セミファイナリスト 12:30-14:00＞

高校生のためのポスターセッション
激戦の一次審査を通過した高校生チームが、ステージ発表を目指
します！世界に向き合うアイデア、ご覧あれ！
【第１部】ファイナリスト
大阪府立住吉高校、関西外語専門学校／京都学園高校／京都教育大学附属高
校／ノートルダム女学院高校／兵庫県立尼崎小田高校／立命館守山高校
【第２部】セミファイナリスト＆テーマ応援枠
京都学園高校／神戸市立葺合高等学校／香里ヌヴェール学院高校／立命館宇
治高校／立命館守山高校／大阪府立渋谷高校

事務局・問い合わせ先

ワン・ワールド・フェスティバル for Youth
高校生のための国際交流・国際協力ＥＸＰＯ事務局
〒530-0013 大阪市北区茶屋町 2-30, 4 階（関西ＮＧＯ協議会） 
TEL：06-6377-5144 　FAX：06-6377-5148
ホームページ：http://owf-youth.com

高校生実行委員

ボランティアリーダー

共催

主催

協力

後援

協賛
ワン・ワールド・フェスティバル for Youth 高校生のための国際交流・国際協力
EXPO 2017運営委員会、（特活）関西NGO協議会
（公財）大阪国際交流センター
ワン・ワールド・フェスティバル for Youth 高校生のための国際交流・国際協力
EXPO 2017 高校生実行委員会
外務省、文部科学省、JICA関西、ESD活動支援センター、公益財団法人大阪府
国際交流財団、大阪府教育委員会、大阪市教育委員会、大阪私立中学校高等学校連
合会、兵庫県教育委員会、兵庫県私立中学高等学校連合会、京都府教育委員会、京
都府私立中学高等学校連合会、滋賀県教育委員会、滋賀県私立中学高等学校連合会

イー・エフ・エデュケーション・ファースト・ジャパン株式会社、
特定非営利活動法人グローバルな学びのコミュニティ・留学フェローシップ、
リタワークス株式会社、ジブラルタ生命保険株式会社、日本労働組合総連合会大阪
府連合会（連合大阪）、ロート製薬株式会社、泉南乳業株式会社、株式会社マイチケット

前田慎也（パーキーパット・デザインズ）
猪野真琴（第 1 期高校生実行委員）、西村卓（デザイナー）

パンフレットデザイン
ロゴデザイン

実行委員長：吉岡真凜　副委員長：川﨑杏奈 / 寺岡直哉 / 横田藍子
■大阪府立佐野高校 横田 / 吉田「高校生のためのワークショップ（フェアトレード）」 ■大
阪府立松原高校 樋口 / 宮浦「民族衣装ファッションショー」 ■兵庫県立兵庫高校 寺岡 / 橋
爪「講演プログラム（カンボジアの教育）」 ■京都学園高校 佐原 / 北村「VR 体験コーナー
」 ■立命館宇治高校 岸本 / 中島「ディスカッションプログラム」 ■立命館守山高校 川﨑/
吉岡「高校生のためのワークショップ（スマートフォン）」

リーダー：熊亮太朗　サブリーダー：北村翔一 / 下村真由 / 林徹郎 / 宮内辰朗
ほかにも関西のさまざまな高校から約20名の高校生がボランティアリーダーとして活動し
ています。

@owfyouth
owfyouth

ワンフェスユース

積水ハウスマッチングプログラム助成事業、外務省NGO事業補助金事業

Ⓡ

2 階ホール ＜10:00-16:00）

ブース出展
国際協力・交流や社会貢献に取り組む団体がブースを出展。実際に
活動をしている人に直接話を聞くチャンス！

［参加団体］
【高校・高校生団体】大阪暁光高校 FTC 部／大阪府立佐野高校／大阪府立東住吉
高校生徒会／大阪府立松原高校／桃山学院高校スクール・バイ・スクール
（SBS）／京都府立南陽高校／京都府立北稜高校天文地学部／ノートルダム女学
院高校／立命館宇治中学校・高校／立命館宇治高校 バングラデシュ支援プロ
ジェクト／神戸市立葺合高校／神戸龍谷高校ＪＶＣ／兵庫県立兵庫高校／奈良
ユネスコ協会青年部／東アジア青少年歴史体験キャンプ／京都私学フェスティ
バル実行委員会
【NGO・NPO ／学生団体】（公社）アジア協会アジア友の会（JAFS）／（公社）
アムネスティ・インターナショナル日本支部関西連絡会／ Wake Up Japan
／（特活）AM ネット／（公財）大阪ＹＭＣＡ／（公財）大阪ＹＷＣＡ／（特活） グ
ローバルな学びのコミュニティ・留学フェローシップ／（特活）ＣＯＤＥ海外災
害援助市民センター／（特活）国際地雷処理・地域復興支援の会／（特活）国連
UNHCR 協会／（一社）コミュニティ・４・チルドレン／（特活）サエア・ジャ
パン／（特活）テラ・ルネッサンス／（特活）NICE ／（一社）ソーシャルギルド／
（一財）日本国際飢餓対策機構／（公財）PHD 協会／（特活）Future Code ／
（特活）フリー・ザ・チルドレン・ジャパン／（特活）緑の地球ネットワーク／青
年海外協力隊大阪府ＯＢＯＧ会／神戸外大ハビタット／Ｐ７８２プロジェクト
／国際協力団体 PEPUP
【企業・大学・その他】（一財）柳井正財団／プロジェクトアブロード／フリップ
ラーニング株式会社／京都外国語大学・京都外国語短期大学／同志社大学２０
１７年度プロジェクト科目「学生×ＮＧＯで取り組む！地域～世界の課題に発
言・提案しよう！」／ JICA 関西／ＮＧＯ相談員／ワン・ワールド・フェスティ
バル／ワンフェス for Youth

９階 902 ＜10:30-12:00＞

聞いて！話して！学ぼう！入り組むシリア問題
怖い？危険？治安が不安定？様々なイメージがあるシリア。たく
さん学んで、話し合う参加型ディスカッション！
【講師】西谷文和さん（ジャーナリスト / イラクの子どもを救う会）
【協力】京都大学大学院 主権者教育研究会

９階 902 ＜12:30-14:00＞

高校生のためのワークショップ①
豊かさ・貧しさ組み込んだ “スマホ”の真実
私たちのスマホが生み出す貧困・紛争・環境破壊。便利なスマホ
に隠された真実を解き明かす体験型ワークショップ

VR体験コーナー世界を知ろうバーチャルリアリティ!!
アフリカの現状に注目したＶＲ動画で現状を知り、世界を変える
一歩を踏み出そう！

９階 ロビー ＜①10:30-12:00 ②12:30-14:00 ③14:30-16:00＞
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ワンフェス for Youthってなに？

今日さまざまな視点から取り組まれてい
る「国際協力・交流」という分野。問題を知
るだけでなく、解決に向けて何かアクショ
ンを起こしたいという若者が今増えていま
す！そんな方のための「最初の一歩」とな
る、高校生がつくる・高校生のための国際
協力 EXPO です。「高校生実行委員会」
「ボランティアリーダー」として総勢３０名
以上の高校生たちが夏から定期的に集ま
り、全体テーマの決定、企画、運営、広報な
ど準備を進めてきました。

10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00

開会式1F

高校生のための国際協力助成プログラム
コンペティション大会2017

地球の未来に向かって 第５回アジア・ユースサミット
地域を良くするプロジェクト発表会3F

世界を知ろうバーチャルリアリティ!!
見るか見ないかはあなた次第！

世界を知ろうバーチャルリアリティ!!
見るか見ないかはあなた次第！

世界を知ろうバーチャルリアリティ!!
見るか見ないかはあなた次第！

子どもたちへの教育支援～途上国を救え～
学校に行くのは本当に当たり前？

＜高校生のためのワークショップ②＞
知ろうぜ！チョコとバナナと私たち
食べたらわかる！すごいやつやん！

ゲームで考える、持続可能な世界と自分
社会課題と自分のキャリアとの関係は？

聞いて！話して！学ぼう！入り組むシリア問題
あなたの意見を世界に発信しませんか？

＜高校生のためのワークショップ①＞
豊かさ・貧しさ組み込んだ“スマホ”の真実
あなたが誰かの生活を壊している一人 !?

高校生活動報告会②
立命館宇治高校

「PBL による国際課題研究報告会」
9F

ユネスコ協会 ESDパスポート 体験発表会
小中高校生による

ボランティア活動の体験発表＆ワークショップ
カフェ・ワンワールド 2017

「食」から世界を感じよう！

留学生と語る、グローバルディスカッション
オリンピックを通じて見るグローバル社会

高校生の発表＆交流スペース
学校を超えて、仲間と出会おう！

10F

※プログラムの内容・時間は変更になる場合があります。

少年兵から何を学びどう動くか
高校生が何ができるか考えよう！

日本人海外大学生と考える、自分の進路選択
世界の課題を解決するための，海外進学。

高校生活動
報告会①

  10:30-11:00

大阪府立佐野高等学校
「カンボジアスタディツアー報告会」

  13:00-13:30

兵庫県立兵庫高等学校
「私たちが見たベトナムの今」

  13:45-14:15

大阪府立渋谷高等学校
「イスラム教≠イスラム国」

  14:30-15:00

大阪府立松原高等学校
「タイスタディツアー報告会」

8F

特設ステージ

ポスターセッション①ファイナリスト

ブース出展   NGO、高校、大学、企業など、国際協力・交流や社会貢献に取り組む団体がブースを出展！

「大学生エッセイコンテスト2017」
授賞式

今年のテーマは「国際協力と〇〇のコラボ」

高校生助成プログラム表彰式
＆

ポスターセッション入賞者プレゼンテーション

世界を知ろう！
ワンフェスユースコレクション

「違う」ってステキ！「違う」って楽しい！
民族衣装試着体験コーナー

ポスターセッション②
セミファイナリスト

2F
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