第 3 回 OECD 東北スクールプログラム

チーム＜環＞、決める！

①全体会

前に進む！

1．
生徒自治

チーム環アクティビティー

活動形態

動く！

大人対象ワークシップ

②ホームチーム→地域チーム

③テーマ別チーム

担当者打ち合わせ（生徒+大人）
３月２６日

15:00-

生徒・LL

15:30-

ＡＢメンバー・事務局

17:00

＊気仙沼オプショナルツアー

17:30

アドバイザリーボード会議

休憩

＊オブザーバー：ＭＥＸＴ、ＯＥ

30 分

ＣＤ

17:30-

生徒リーダー(司会・発表担当者)・LL・EP・事務局

18:00



日程・内容の確認



司会・発表内容の最終確認

18:00-

夕食・休憩

19:00
日程

時間

内容

形態・担当

３月２６日

夜 19:00-

19:00－19:05

19:50

19:05－19:10 第 3 回スクールの目的
19:10－19:20

再会！セレモニー！司会：川村先生

新メンバー紹介！

（佐藤陸君）

（新メンバー＆佐藤陸君）

全体会:
地域
チーム

＊新メンバー自己紹介
＊新メンバーへチーム環代表から＜チーム環＞の由来
19:20－19:50

リーダー会から報告（釣巻さん＆吉野先生）

新メンバーも含めて、チーム全体でビジョンの共有！
＊「OECD 東北スクール」と「チーム環」の目的と目標を再確認！

休憩 10

＊チーム環のキャッチコピー「過去を超える、常識を超える、国境を越える」
＊チーム環の現状課題と解決法！
＊今までの宿題＊【※宿題ワークシート・資料持参】
 「過去・未来・現在」

20:0021:00

赤坂先生と再会！（佐藤陸君&赤坂先生）


佐藤陸君よりイベントのコンセプト「死と再生：未来へとつなぐー過去・現在・未
来の時間軸」の説明と、現時点でのイベント案（オプションとしてＡ－Ｅまで）の
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全体会:
地域
チーム

簡単な紹介


赤坂先生より、コンセプトとイベント案へフィードバックを頂く



「赤坂先生と語る僕らのこのイベントに託す東北の夢、東北の未来」
（質疑応答）

21:00-22:00

(27 日.28 日も同様)

※必要に応じて、生徒リーダー(司会・発表担当者)・LL・EP・事務局
３月２７日

午前

各地域のイベント案を発表！（司会：髙野君&但野さん＆新田さん＆吉野先生）

全体会：

08:30-

ステップ１：イベント班リーダーから報告！

地域

09:00



イベントのコンセプト＝コンテンツ



イベントの全体像（A-E 案・予算案や進行表など）



イベントの開催地＝シャンドマルス公園予約。開催地について。その他、PR 展の場所な

休憩 10

チーム

ど。2013 年 5 月に下見予定！
＊【※資料持参】


Ａ－Ｅ案（エクセル）

09:10-

ステップ 2：アイデアを実現させる手段を考えよう！

全体会：

11:00

各地域イベント案をカード化してみよう！

地域

宿題をもとに、各チーム案を「カード化」！



＊イベントチーム案、気仙沼、女川、戸倉、伊達、相馬、安達、いわき（桜の植樹案除く）、
チーム毎

大熊、大槌、オトナチーム案

随時休憩

＊いわき・桜の植樹チームは、実施時期も他チームとは別もので、5 月訪仏リーダー研修
で実行計画書が必要。西畠清順氏（プラントハンター）と別枠ワークショップ、9:10－15:00
予定（休憩、ランチは適宜）

＊今までの宿題＊【※宿題ワークシート・資料持参】
1.

「東北の歴史・文化・食・産業」と「世界から見た東北」について調べる

2.

地域スクールの目的･目標設定。国際的なイベントに自分の地元・地域をつなげるこ
とによる「地元・地域にとっての成功」とは？指標（数で示せるもの、数でしめせな
いもの）を考える

3.

2014 年に、地域の案を実施するには、いつ、誰が、何をしなければ実現しない？＝
2014 年までの地域活動を「ガントチャート」で管理！

＊各チームのアイデアを実現させるためのアドヴァイス！メンター参加予定者（あいうえお
順）



ガッド・ヴァイル氏（イベント・プロデューサー）



西畠清順氏（プラントハンター）＝いわき桜の植樹チームと別ワークショップ



梛木泰西氏（テレビマン･ユニオン）
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チーム



箕輪憲良氏（Ｙａｈｏｏ）

11:00-

ステップ３：地域のイベント案発表！

12:00



12:00－

昼食・休憩

全体会

カード化した案を各チームより発表！

地域チーム

13:30
※食後の休憩時間に、掲示した各チームイベント案を確認しておく
13:30－

ステップ 4：地域のイベント案についての質疑・応答！

14:00



14:00-

イベント案をチーム環全体で決める！

全体会：

15:30

（司会：髙野君&但野さん＆新田さん&吉野先生）

地域

ステップ１：カードを並べて、A―E 案を選択。場所とコンセプトに合わせたコンテンツ（イベ

チーム

各チームのイベント案について理解を深めるために質疑・応答！

全体会
地域チーム

ントの中身）を決定！


休憩 30

各チームの案を全体にまとめてビジュアル化。

ステップ２：パリのイベントの成功指標（目標達成指標）を考える


目標達成の指標（何をもって、イベントの成功とするか）を明確にしよう。数であら
せせるもの（SMART）
、数であらわせないものを考えよう。

16:0017:30

ステップ３：テーマ別活動 2014 年までのタスク管理表（ガントチャート）を作る
4.

決定したイベント案に沿って、宿題の「2014 年までの地域活動ガントチャート」を、 動
必要に応じて軌道修正！
＊



これは、地域スクール開催実施に役立ちます！

地域を越えたイベント実施のためのチーム環全体のアクションプラン （各テーマ別
チームで、チームメンバーそれぞれがいつまでに何をするべきか）を作ろう！
＊

17:30－

テーマ別活

これは、地域を越えたテーマ別活動実施に役立ちます！

夕食・休憩

19:00
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夜 19:00-

生徒自治

＆

自由時間・遊び

21:00

自主的サークル・クラブ活動

＆

その他

オトナ熟議：秋田喜代美先生


「子どもを中心の地域復興：レッジオ



リーダー会（Ｂｙ佐藤陸君）

エミリアから学び、東北がレッジを超



「コミュニケーションについて！AO 入試対策な

えるために」

ど」クラブ（Ｂｙ釣巻洋子さん）


「英語 ONLY で話そう!」クラブ（Ｂｙ草野みらい）



「スカイプ会議を司会する・議事録をとる！」ク



オブザーバー:海外研究者ＥＰ

ラブ（國塩洸里さん・二田先生）


ＯＥＣＤ東北スクールの理論 Q&A



Gaby Hostens

自習・勉強（ＥＰ大学生）

21:00-22:00
※必要に応じて、生徒リーダー(司会・発表担当者)・LL・EP・事務局

３月２８日

08:30-

テーマ別に分かれて、実際にお仕事しよう！メンターからサポート

テーマ別

11:45

＊必要に応じて、テーマ班の中でも、グループに分かれて活動。

チーム

8:30－15:00
チーム毎
随時休憩



各チーム別リ

イベント案

8:30－15:00


イベントチーム （ガッド・ヴァイル氏）

コミュニケーション・PR チーム＊２グループに分かれて活動

ロゴの仕上げ（まだ終えてない場合）
、ポスター、ハガキ作り（ジュリエット・ドュ・
サルネス氏）



地域を超えたコミュニケーション課題解決、交渉準備（箕輪憲良氏）

8:30－15:00

産官学連携チーム



Ｔシャツを含むトータルコーディネート



企業アタックリスト(日系/外資・在日/在パリ)のアップデート、官庁アタッ
クリスト作成、戦略的アプローチアクションプラン作り

8:30－15:00

セルフドキュメンタリー班（梛木泰西氏）



肖像権、音楽著作権などリテラシー講座



3 分ＰＲビデオ作成の編集について（宿題：ゆう今までとったものを持ってくる）



撮る練習：ほかのチーム活動の様子を撮影する

オトナチーム


10:30－11:30

コミュニケーション班の「地域を超えたコミュニケーション課題解

決、交渉準備（箕輪憲良氏）
」に合流！
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ーダー
(生徒・大人)

11:45-

昼食・休憩

13:00

13:0014:45

午前中の続き、発表の準備


オトナチーム


13:00－15:00

参加自治体連絡会議参加（市町村の考えを運営に反映し、各自治体

の教育復興への波及の方策を協議、参加自治体の連携を図る）

午後

テーマ別チームの活動報告、課題共有、決定議案

全大会：

15:00-

司会：川村先生

各チームから

16:40



15:00－16:40

の「ほう・れ

休憩（各発



コミュニケーション・PR チーム発表

ん・そう」

By 中村君・梢さん・武藤さん、對馬先生先生

(生徒・大人)

表間 5 分）


※各チーム最大４５分（早く終わった場合はリーダー会の準備）

産官学連携チーム発表
By 千秋さん＆片貝さん



セルフドキュメンタリー班発表
By 遠藤(安)さん＆佐藤(洸)さん＆田中さん＆畑中先生・小林先生



オトナチーム発表 By 川村先生


16:45－

生徒リーダー＆大人リーダー合同会：4 つのテーマ別チャートを全体管理のため一つにす

17:30

る！
（司会進行：佐藤陸君＆箕輪さん）
その他の生徒はフリータイム、又は、テーマ班の話し合いの続き、テーマを超えての意見交
換等

17:30－

夕食・休憩

19:00
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夜 19:00-

生徒自治

21:00

自主的サークル・クラブ活動




＆

自由時間・遊び

＆

その他

オトナ熟議


: 箕輪憲良氏

2014 年までのタスク管理表を全体管理の観

リーダー会（5 月仏リーダー研修案、8 月スク

点から、整理・整合性チェック（地域スクー

ール案含む）（Ｂｙ佐藤陸）

ル＆各テーマ別活動＆運営事務局）

「正しい日本語：敬語・マナー」（Ｂｙ釣
巻洋子）



「英語 ONLY で話そう!」クラブ（Ｂｙ草
野みらい）



「スカイプ会議を司会する・議事録をとる！」
クラブ（國塩洸里さん・二田先生）



自習・勉強（ＥＰ大学生）

21:00-22:00
※必要に応じて、生徒リーダー(司会・発表担当者)・LL・EP・事務局

３月２９日

午前

コミュニケーションの課題テーマ活動アウトプットの発表

全体会：

08:30-

司会：川村先生

テーマ別

9:30



コミュニケーションの課題と解決方法
（ソフトバンクモバイル予定）

9:45-

ふり返り、次のステップ

11:00




参加者の振り返りシート記入＆感想発表（生徒＆先生＆ＥＰ＆運営事務局）
次回サマースクールまでの課題の確認と次回開催地・日程発表（三浦先生）
＊終了証は、各ローカルリーダーから地域スクールで授与！

11:30-

昼食＆5 月パリ・リーダー研修会参加者・保護者説明会

13:00



2013 年 5 月、訪仏リーダー研修会に参加する生徒さん・保護者の方への説明会
＊お昼を取りながら
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チーム

