Learning with the world, not just about it ... http://www.iearn.org/

International Education and Resource Network

140か国・地域、4万校、200万人が参加するネットワーク

iEARN国際会議・第20回International Conference/第17回Youth Summit (カタール・ドーハ：2013年7月)

グローバル人材育成にむけたプログラムを数多く展開しています！

私たちは、ICT(情報とコミュニケーションのための技術)を活用して
世界と学び合う「国際教育」を推進する組織です
アイ アーン

●iEARNは、参加者同士の信頼関係のもと、インターネット上において、ICTを活用し、国際協働学習を行い
成果を共有することができる 『プロジェクト学習(Project-Based Learning)』を実践できる「学びの場」です。
グローバル社会が抱える問題等を題材に、世界の多様な国々の学校と連携し、課題を発見する力、表現する
力、英語で伝える力を発揮して課題に挑む、“探究型学習”を展開します。

= 皆さんの学校も、参加されませんか？参加(登録)すると =
●会員専用のWebサイト・テレビ会議システム・コンテンツサーバが提供されます。ICTを活用して生徒間のオ
ンライン・ディスカッション、メディアコンテンツ相互制作などを通じた国際協働学習のフィールドが構築できます。
●iEARN国際会議(6・7月の1週間)で、参加者は、学びの成果を発表する「カンファレンス」や、世界から集
う仲間と共に学び、グローバルな視野をもち、連携・協調する力を育む「ユースサミット」に参加できます。

JEARNは、iEARNの日本センターとして、10年以上の実績を持ちます。
特定非営利活動法人

グローバルプロジェクト推進機構(ジェイア-ン)
ご質問・お問合せ先 JEARN事務局 office@jearn.jp

http://www.jearn.jp/japan/

iEARNが提供できること。プロジェクト学習と、生徒たちの学びの場

日本では「探究型学習」、「課題解決型学習」とも呼ばれるプロジェクト学習(Project-based Learning）
iEARNは数多くのプロジェクト学習が世界中のiEARN会員のコーディネートにより展開され、容易に世界の
学校をつないでいる国際教育ネットワークNGOです。
小・中・高校生を対象に、発達段階に合わせたプロジェクトを２００以上展開しています。
iEARN Project Book 2014~2015：http://www.iearn.org/iearn-project-book/
その一部を紹介します：

Teddy Bear Project

JEARNが世界中の学校をマッチング！
「クマなどのぬいぐるみ」を「留学生」の代わりに送りあって交流します。ぬいぐ
るみを通してお互いの生活や文化などを伝えあい、スカイプで互いの留学
模様を紹介することもできます。交流期間が終われば、留学先の思い出が
いっぱいつまった日記帳をもって、元の学校に帰ってきます。相手国の文化
や生活習慣を疑似体験できるとともに、生徒同士、学校同士の交流が継
続的に進みます。

Adobe Youth Voices （AYV)

JEARN参加５年目。ビデオ制作を通じて2１世紀型学力を、英語教
育・情報教育で育成
アドビ社が提供するソフトを使い、映像によるメッセージ発信を通じて若者
のクリエイティビティをサポートし、彼らが必要なスキルを習得するプログラム。
教員の研修コースを提供します。ビデオ制作の経験の無い方でも初歩から
学べるオンラインコースは、ビデオの制作方法だけでなく、実際の授業での
指導方法なども含みます。第2回AYV Media Festival at 内田洋行
東京 2015年6月13日

Finding Solutions to Hunger

増え続ける世界の人口。限られた食資源。iEARNの生徒たちが
Eating Patternから向かい合います

Participants will research and discuss the root causes of hunger
and poverty in the world and take meaningful actions to help
create a more just and sustainable world. They document their
project through video or digital photography and share it online.

YouthCaN

iEARNの生徒たちで企画運営する環境問題プロジェクト。毎年4月に
ニューヨークのアメリカ自然史博物館で総会。オンライン・オフラインで全
員集合！

Students write about and interact on environmental issues facing
their communities during the year. Since 1995, a youth planning
committee has coordinated an annual event in April, which
brings together youth of the world to share how they are using
technology in environmental projects.

Heritage around the world

独自の文化・歴史・平和憲法を持つ日本は、このプロジェクトへの素材
で満ちています Pupils and their teachers can deal with any topic

they think is worth talking about concerning their Country
Heritage. The Heritage can include architecture, stories, tales,
oral traditions, dances, music, instruments, crafts, endangered
species, endangered water reserves, climate changes
experienced during our lifetime, and any other topics of interest.

JEARN発、
iEARNでヒットしているプロジェクトの数々
JEARN会員が力を注ぎ丁寧にコーディネートして育てたプロジェクトの一部を紹介します。
下記のほか、Anne Frank Meet & Learn, Pen Friend Clubs, NEGAI Connection, 兵庫県との
International Youth Summit等があります。また会員は新しくプロジェクトを企画し、世界中の会員・学校
へ参加を呼びかけることができます。

防災世界子ども会議(NDYS)

阪神・淡路大震災から10年の2005年1月、神戸での国
連防災世界会議の開催を期に、iEARNのプロジェクトとして
スタートし、グローバルな防災教育ネットワークの基礎を築き
ました。2015年1月、愛知県豊田市で開催。「コミュニケー
ションが命を救う！」をスローガンとして、さまざまな国・地域
の防災の「知恵」や災害から学んだ「教訓」を共有し、災害
から命を守り、災害リスクを軽減する学びに取り組んでいます。

大正琴プロジェクト

東日本大震災による被災地の方々への
『心のケア』について考える「防災世界子ども
会議」とともに、2016年8月3日~8月8日に
「大正琴プロジェクト 世界大正琴交流大会
琴リンピック２０１６イン新潟」を開催します。
大正琴のもつ音の力を、国境を越え、世代を越えた音楽交
流を通して、あなたの心で感じとってみませんか？

Hiroshima for Peace

広島の原爆投下を描いた絵本「まちんと」（偕成社）と被
爆者森本順子氏による絵本「わたしのヒロシマ」を読み、オン
ラインフォーラム上に感想を書き、今も戦いやテロに晒されて
いる世界各地の子ども達のために平和な社会や環境を目
指すビデオ・絵本・ポスターを創作します。作品はオンライン・
オフラインで展示され、これは英語による思考力と情報発信
力を育てます。

Origami Project
iEARNでも人気のある折り紙を使った交流。一枚の紙から平
和のシンボルである鶴の折り方を覚え、独自の創作品を生
みだし、集中力と辛抱強さを身につけます。昨年は、台湾、
イタリア、パキスタン、ベナレスなどが活発に交流しました。参
加希望者は自由にフォーラムに作品を投稿して交流できま
す。
折り紙のことはよく知っているけど、これを英語でどんな風に表
現するのかな？

Girls Rising

“Girl Rising”というDVDを視聴し、アフガニスタン、カンボジ
アなど7か国の女の子たちが置かれている境遇を学び、抱え
ている問題に対してどのように向き合い、解決していくかを共
に学び合うプロジェクトです。生徒たちは、フォーラム上で感
想や実際に起こしたアクションを紹介し、他国の生徒たちか
ら意見を聞き、また、参加国の女子高生と「女の子の教育」
をテーマにスカイプ交流をする機会もあります。

文 部 科 学 省 後 援 事 業（予定）
世界最大の国際教育ネットワーク
iEARN国際会議＆ユースサミット
ブラジル・ブラジリア ２０１５年７月２６日 – ８月１日

英語デビュー！ 世界と交わる 感動の7日間
グローバル化に伴い、将来、国際社会において主体的に行動できる人材育成のため、地球規模の社会
課題を発見・解決できる能力や、英語でのコミュニケーション力がこれまでになく問われています。ここに紹介
するiEARNは、２００以上のオンライン国際協働学習プロジェクトを通じて、生徒たちに２１世紀を生き
抜く新しい力と新しい世界の仲間を提供し、更に日々の授業など活動の集大成であるiEARN国際会議
＆ユースサミットが2015年夏、ブラジルで開催されます。１週間の50カ国以上の教師・生徒たちと語り合
う場を体験しましょう。

iEARN国際会議＆ユースサミットとは？

iEARNが毎年主催する会議です。
ワークショップ、プレゼンテーション、
パネルディスカッション、ポスター展示、
メディアフェステバル・カルチャーナイト
（各国の文化・伝統の紹介ショー）
小旅行などを通して、世界のユース・
教員・支援者が１週間をともに過ごし、
各国の状況を理解し、絆を深めながら
より良い世界の構築を目指します。

2015年 iEARN国際会議＆ユースサミット概要
７月26日(日）会場入り・チェックイン
７月27日(月）開会式（各国参加
団紹介 基調講演）
７月28日(火）ワークショップ
｜
プレゼンテーション
７月29日(水）アクションリサーチ
パネルディスカッション
ポスター展示
iEARN Adobe Youth Voices
Media Festibal カルチャーナイト
7月30日(木）一日ツアーデイ
7月31日(金) Youth成果発表
閉会式 ガラディナー
8月1日(土） チェックアウト

過去の開催国
第21回 アルゼンチン・プエルトマドリン
第20回 カタール・ドーハ
第19回 Global Education
Conference (VC)
第18回 台湾・カオシュン
第17回 カナダ・バリー
第16回 モロッコ・イフレン
第15回―第1回
ウズベキスタン、エジプト、オランダ、
セネガル、スロバキア、日本、ロシア、
南アフリカ共和国、中国、プエルトリコ、
アメリカ、スペイン、ハンガリー、
オーストラリア、アルゼンチン

第10回 iEARN国際会議 日本・兵庫県で開催

JEARNは会員の皆さまからの会費で運営しています。JEARN・iEARNのWeb管理・情報発信・
会員交流等に充てます。
[ 正会員(個人)3000円/年、(グループ会員=学校など・1グループ教員5名まで)10000円/年 ]
JEARN・iEARN会員は、それぞれが多様で実践的な国際教育・学校間交流学習の取り組みを
深めています。力強い国際教育の実践、さらにグローバル人材育成のために、
JEARN・iEARNのチカラがお役に立つことを願っております。
皆さまからのお問い合わせ・連携の模索などのご相談をお待ちしています。
特定非営利活動法人 グローバルプロジェクト推進機構 JEARN(ジェイアーン)
http://www.jearn.jp/japan/
office@jearn.jp
神戸事務所 :〒651-0073 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通1-5-1 ひょうご国際プラザ気付

