
校種 都道府県 学校名

宮城県 亘理町立高屋小学校

埼玉県 川口市立柳崎小学校

長野県 諏訪市立城南小学校

愛知県 名古屋市立内山小学校

岡山県 岡山市立曽根小学校

徳島県 上板町立高志小学校

愛媛県 新居浜市立惣開小学校

北海道 釧路市立山花小中学校

岩手県 岩泉町立小本中学校・小学校

東京都 墨田区立両国中学校

兵庫県 神戸市立須佐野中学校

島根県 益田市立真砂中学校

北海道 北海道標津高等学校

宮城県 宮城県気仙沼高等学校

栃木県 栃木県立栃木農業高等学校

愛知県 愛知県立海翔高等学校

京都府 京都市立紫野高等学校

兵庫県 兵庫県立淡路高等学校

広島県 広島県立瀬戸田高等学校

熊本県 熊本県立東稜高等学校

宮崎県 宮崎県立門川高等学校

支援 千葉県 千葉県立桜が丘特別支援学校

小

小中

中

高校
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校種 都道府県 学校名

岩手県 宮古市立川井小学校

宮城県 気仙沼市立面瀬小学校

茨城県 日立市立豊浦小学校

長野県 長野市立湯谷小学校

岩手県 盛岡市立玉山中学校

茨城県 常総市立石下中学校

長野県 白馬村立白馬中学校

静岡県 浜松市立西部中学校

熊本県 宇城市立小川中学校

宮城県 宮城県多賀城高等学校

群馬県 群馬県立渋川工業高等学校

新潟県 新潟県立新潟県央工業高等学校

兵庫県 兵庫県立尼崎小田高等学校

兵庫県 兵庫県立赤穂高等学校　定時制課程
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大阪府 大阪市立晴明丘小学校

和歌山 和歌山市立高松小学校

仙台市立郡山中学校

福岡県 福岡県立武蔵台高等学校

小

小中

中

高

愛媛県 愛南町立城辺小学校

長崎県 長崎県立鹿町工業高等学校

佐賀県 玄海みらい学園

宮城県



ྲྀ⤌み
Ꮫ㱋

㒔㐨ᗓ┴ Ꮫᰯྡ άືテーマ

ᾏ㐨 ᾏ㐨ᩍ⫱Ꮫ㝃ᒓᮐᖠᑠᏛᰯ
ඣ❺୍ே୍ேがᐇ㊶を㏻してᏛび、☜かな༴ᶵᅇ㑊⬟ຊを㌟に
つける

⚟ᓥ┴ ྈぢ⏫❧ᮅ᪥ᑠᏛᰯ
ྈぢឡ 「⮬ศに⮬ಙをもち、ᐙ᪘やᏛᰯ、ᆅᇦにりをもち、ክ
や┠ᶆにྥかってᏛび⥆けるඣ❺」の⫱ᡂ

༓ⴥ┴ ᕷᕝᕷ❧⾜ᚨᑠᏛᰯ めざせ！⾜ᚨのῶ⅏メッセンジャー

ឡ▱┴ ᒸᓮᕷ❧ᖖ☬ᮾᑠᏛᰯ らはᆅᇦの㜵⅏リーダー

㈡┴ ᙪ᰿ᕷ❧ᇛ㝧ᑠᏛᰯ
༴㝤に㝿して⮬らのをᏲりᢤくためにయⓗに⾜ືするែᗘの
⫱ᡂ

୕㔜┴ 㫽⩚ᕷ❧ᏳᴦᓥᑠᏛᰯ
୍ேのもなくさない！～ඣ❺・⫋ဨ・ಖㆤ⪅・ᆅᇦの㜵⅏ព㆑
ྥୖをめざして～

ᚨᓥ┴ 㜿༡ᕷ❧᱓㔝ᑠᏛᰯ
ලయⓗなからᏛび、⮬ら⪃え、ุ᩿し、༠ຊして⾜ືできる
Ꮚどもの⫱ᡂ

⚟ᒸ┴ ∹⏣ᕷ❧みなとᑠᏛᰯ
㜵⅏ᩍ⫱において、ඣ❺が⮬らのをᏲりᢤこうとする「యⓗに
⾜ືするែᗘ」の⫱ᡂ

ᑠ୰ 㜰ᗓ ⟪㠃こどもの᳃Ꮫᅬ
ᑠ୰୍㈏した「⮬ศのを⮬ศでᏲることができるຊ」を⫱む㜵⅏
ᩍ⫱⥅⥆のᇶ┙づくり

Ⲉᇛ┴ つくばᕷ❧࿃ጔ୰Ꮫᰯ ⏕ᚐがᮍ᮶にྥかい、たくましく⏕きる㜵⅏ᩍ⫱の᥎㐍

ឡ▱┴ ㇏⏣ᕷ❧⸨ᒸ༡୰Ꮫᰯ
⅏ᐖにഛえたᆅᇦఫẸとのཧຍᆺ㑊㞴カ⦎のᐇとᆅᇦඹ᭷マ
ニュアルのసᡂཬび㐠⏝

ḷᒣ┴ ༳༡⏫❧༳༡୰Ꮫᰯ ≛≅⪅0を┠ᣦす㑊㞴と㑊㞴ᚋの⏕άを⪃える

ᗈᓥ┴ ᗈᓥᏛ㝃ᒓ⚟ᒣ୰・㧗➼Ꮫᰯ
ഛᚋᆅᇦの⮬↛⅏ᐖのᐇᆅㄪᰝをྵむ㜵⅏・ῶ⅏リテラシーの
⫱ᡂ

ᐑᓮ┴ ⥤⏫❧⥤୰Ꮫᰯ
Ᏹᐂ୍ステキなチーム⥤୰の㐀と「ᣢ⥆ྍ⬟な♫のᢸいᡭ」
としての⏕き᪉を┿に᥈✲していくᏊどもたちの⫱ᡂをめざして

ឡ▱┴ ྡྂᒇᅜ㝿୰Ꮫᰯ・㧗➼Ꮫᰯ
ከᩥ♫のῶ⅏～እᅜேにもᏳにᬽらせる♫を┠ᣦして
～

රᗜ┴ ⚄ᡞᏛ㝃ᒓ୰➼ᩍ⫱Ꮫᰯ
୰➼ᩍ⫱Ꮫᰯ⥲ྜⓗᏛ⩦における⮬↛⅏ᐖをテーマとした⥅⥆ⓗ
かつつᶍなᏛᰯ㛫ὶの⏬とᐇ　～㟈⅏⿕⅏ᆅ㛫のᏛᰯ
ὶ　⚄ᡞ・ྎモデルのᵓ⠏を┠ᣦして～

᪂₲┴ ᪂₲┴❧᯽ᓮᕤᴗ㧗➼Ꮫᰯ
㜵⅏マインドのあるᆅᇦをᨭえるエンジニア⫱ᡂ（㜵⅏、ῶ⅏のどⅬ
に❧ち、ᆅᇦと㐃ᦠしたものづくりをとおして、キャリアᩍ⫱を᥎㐍す
る）

ዉⰋ┴ ዉⰋ┴❧ἲ㝯ᑎᅜ㝿㧗➼Ꮫᰯ ᆅᇦにおける⅏ᐖにᑐするព㆑ၨⓎと㜵⅏ᑐ⟇へのྲྀり⤌み

㧗▱┴ 㧗▱┴❧㡲ᓮ㧗➼Ꮫᰯ ὠἼによる≛≅⪅ゼロへのᥦゝ

Ἀ⦖┴ Ἀ⦖┴❧ᐅ㔝ᗙ㧗➼Ꮫᰯ ඛேの▱ᜨを⥅ᢎする

ᨭ・㧗 ᒸᒣ┴ ᒸᒣ┴❧ᒸᒣ༡ᨭᏛᰯ
「Ꮚどもたちがయⓗに⾜ືして⮬ศのをᏲる」ຊを⫱てるため
に
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ᑠ ᐑᇛ┴ Ẽᕷ❧㮵ᢡᑠᏛᰯ
⮬ศのᑗ᮶、そしてᆅᇦのᮍ᮶をᏳᚰして㐀できるඣ❺の⫱ᡂ
～⮬ຓ・ඹຓのຊを⫱む㜵⅏Ꮫ⩦のᐇ㊶を㏻して～

ᑠ ᐑᇛ┴ Ẽᕷ❧㝵ୖᑠᏛᰯ
༴㝤をண▱し、≧ἣにᛂじて෭㟼にุ᩿し、యⓗに⾜ືできるඣ❺の⫱
ᡂ

ᑠ Ⲉᇛ┴ ⚄ᰨᕷ❧ἼᓮᑠᏛᰯ ⮬ら⪃え、ุ᩿し、༴㝤に㐺ษにᑐᛂするຊを⫱む㜵⅏ᩍ⫱のあり᪉

ᑠ ᐩᒣ┴ 㧗ᒸᕷ❧ᡂ⨾ᑠᏛᰯ
ክ　㧗ᒸᮍ᮶㆟
～の⮬ศにできること～

ᑠ 㜰ᗓ ᓊ⏣ᕷ❧ᇛᑠᏛᰯ ༡ᾏトラフᕧᆅ㟈をᑗ᮶ⓗにぢᤣえたᏳ㑊㞴のあり᪉

ᑠ ឡ┴ す᮲ᕷ❧ཎᑠᏛᰯ Ᏻに、ⴠち╔いて、᪩く㏨げる「㑊㞴マニュアル」をᥦする。

ᑠ ឡ┴ す᮲ᕷ❧▼᰿ᑠᏛᰯ ⮬ศをᏲり、ᆅᇦをᏲる　ᆅᇦ㜵⅏のᢸいᡭの⫱ᡂ

୰ ᐑᇛ┴ ྎᕷ❧༡ྜྷᡂ୰Ꮫᰯ
୰Ꮫ⏕とᆅᇦが༠ാする㜵⅏ᩍ⫱
～ከᵝなῶ⅏・㜵⅏のయ㦂ⓗάືを㏻じて～

୰ ᐑᇛ┴ Ẽᕷ❧㝵ୖ୰Ꮫᰯ ⚾たちはᮍ᮶の㜵⅏ᡓኈ

୰ ᮾி㒔 ⏣༊❧᳃➨භ୰Ꮫᰯ
ᆅᇦとともに㐍める㜵⅏ᩍ⫱
～つながりをษに　できることを⾜ືに～

୰ ᮾி㒔 ከᦶᕷ❧ᮾឡ୰Ꮫᰯ ユネスコスクールとしての⅏ᐖᏳᩍ⫱のᐇにむけて

୰ ឡ▱┴ ᒸᓮᕷ❧❳༡୰Ꮫᰯ ᆅᇦとともにいのちをᏲる「❳༡いのちᏲり㝲」

୰ ḷᒣ┴ ᭷⏣ᕷ❧ึᓥ୰Ꮫᰯ ᆅᇦ・ᆅඖᴗ➼と㐃ᦠしたᐇ㊶ⓗな㜵⅏・ῶ⅏ᩍ⫱

୰ ᗈᓥ┴ ᗈᓥᕷ❧ᡞᒣ୰Ꮫᰯ ᏛᰯにおけるᏳ・Ᏻᚰづくりのためにయⓗに⾜ືする⏕ᚐの⫱ᡂ

㧗 ᒾᡭ┴ ┴❧┒ᒸ༡㧗➼Ꮫᰯ つづける　つなげる　つたえる

㧗 ༓ⴥ┴ ┴❧ᕷᕝ㧗➼Ꮫᰯ Ἑᕝのỏ℃によるỈᐖの㜵⅏・ῶ⅏

㧗 ⚄ዉᕝ┴ ᶓᕷ❧ᶓ⥲ྜ㧗➼Ꮫᰯ
つᶍ⅏ᐖ⿕⅏┤ᚋからのᆅᇦにおける㧗ᰯ⏕のᙺを᳨ウᐇする。そのた
めに㟈⅏から3ᖺをᶵにボランティアからインターンシップにษり᭰えたヨみをᐇ
する。

㧗 㜰ᗓ ⩚⾰Ꮫᅬ㧗➼Ꮫᰯ ⅏ᐖにᑐするᅜ㝿ẚ㍑から㌟㏆な㜵⅏へ

㧗 ᒸᒣ┴ ┴❧┿ᗞ㧗➼Ꮫᰯ
ᆅᇦ㜵⅏をテーマにした⥲ྜᏛ⩦
ᆅᇦの᪉やᑠᏛ⏕にఏえる

㧗 㧗▱┴ ┴❧㧗▱༡㧗➼Ꮫᰯ
「ᆅᇦ㜵⅏」をテーマにした⥲ྜⓗᏛ⩦と、⏕ᚐᐇ⾜ጤဨのάືを⥅⥆しなが
ら、これまでの㜵⅏ᩍ⫱άືでᚓた㜵⅏スキルを、ᆅᇦの᪉やᑠᏛ⏕に「ఏえる
こと」を㏻して、㜵⅏άືで㧗ᰯ⏕のできることをㄆ㆑し⮬ぬを㧗める。
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