
　皆さんは大分県の高等学校におけるユネスコクラブの始まりをご存じでしょうか。「県内高等学
校に創設されたユネスコクラブの第１号は大分県立三重高等学校（以下、三重高校）であり、1956
年５月14日に開催されたユネスコクラブ結成大会にはクラブ員61名が参加した」と当時の新聞記事
（大分合同新聞1956年５月14日号（朝刊）及び大分合同新聞1956年５月17日号（朝刊））に書かれ
ており、盛大なスタートが切られたことが感じ取れます。その新聞記事には、事業計画として、月
１回以上の集会開催、講演会や展示会の開催、国際文通を行うことも記載されています。
　三重高校ユネスコクラブ初代会長の松島如戒（幼名：剛）氏は、当時の三重高校校長からユネス
コクラブ結成について相談を受け、ユネスコ憲章を読んだところ、その前文に感銘を受け、ユネスコ活動を開始され
ました。先日、松島氏から頂いたお手紙には、「近時ユネスコと言えば世界遺産認定機関といったことだけしか世間
では知られていないご時世になりましたが、今こそ、先の大戦後にユネスコを創設した理想をユネスコ活動の原点に
して下さることを心から願っています」とのメッセージがありました。往時を偲びつつ、今日までユネスコ活動を継
続して下さった関係各位のご尽力に感謝し、今後もこの明かりを皆様と共に灯し続けていきたいと改めて誓った次第
です。
　さて、今年度は例年の活動（高等学校ユネスコクラブ等交流研修会、街頭募金活動、書きそんじはがき回収運動・
集計作業等）に加え、世界寺子屋運動の支援先であるカンボジアからの表敬訪問がありましたが、どの行事も皆様に
ご尽力いただき、無事終了することができました。また、会員数が若年層を中心に増加しているのも、更なる活動活
性化に向けての良い気運です。今後もチームユネスコとして手をとりつつ友好の輪を広げていきましょう。

4月22日 監事会
4月24日 役員会
5月22日 通常総会
 第１回 高等学校ユネスコクラブ等顧問会議
6月14日 第２回 高等学校ユネスコクラブ等顧問会議
6月15日 第70回 定時総会（東京都千代田区）
7月  5日 第３回 高等学校ユネスコクラブ等顧問会議
8月  5日 令和元年度大分県高等学校ユネスコクラブ等
 交流研修会
9月  7日 第75回 日本ユネスコ運動全国大会
　～  8日 （東京都豊島区）

令和元年度 活動実績
9月11日 日本ユネスコ協会連盟カンボジア事務所長・
　～12日 寺子屋卒業生ら来県
11月  9日 2019年度 九州ブロック・ユネスコ活動研究会
  　～10日 （福岡県久留米市）
11月16日 「令和元年台風第19号災害義援金・
 首里城復興ユネスコ募金」街頭募金活動
12～2月 書きそんじハガキ回収運動
2月22日 書きそんじハガキ集計作業
3月 『大分ユネスコ新聞』第56号発行

大分県ユネスコ協会連盟　会長　丸尾  直彦大分県ユネスコ協会連盟　会長　丸尾  直彦
会 長 あ い さ つ会 長 あ い さ つ

令和元年度大分県高等学校ユネスコクラブ等交流研修会　集合写真
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令和元年度大分県高等学校ユネスコクラブ等交流研修会

◎ユネスコクイズ
・ユネスコの歴史を楽しく知ることができた。
・初めて知ることばかりで、いろんなことが知れて嬉しかった。
◎講演「アフリカから考える学ぶことの大切さ～未来を創る私たち～」
・アフリカの国々の様子を実際に目で見て体験した方の話を聞け
て、アフリカについてもっと興味が湧いた。
・アフリカにはまだたくさんの難民がいると知り、心が痛んだ。
◎APU留学生との国際交流
・最初は英語で話せるか不安だったけれど、自分の知っている単
語で話せば完璧でなくても楽しく会話ができた。
・留学生の皆さんが優しく分かりやすく出身国の紹介をしてくれ
て、その国についてより興味を持った。私も母国である日本を
もっと好きになって、世界へ発信していきたい。
◎世界情勢が分かるゲーム
・ゲームを通して、世界の状況を身近に感じることができ、考え
るきっかけとなった。
・他国（他班）との交渉は難しく、とても頭を使った。

参加生徒の感想

ユネスコクイズに挑戦してみよう！
Q1.ユネスコのロゴマークは何をかたどったものでしょうか？

　①ユネスコ本部ビルの正面玄関をかたどったもの

　②ギリシャのパルテノン神殿をかたどったもの

　③自由・友愛・平等を表す3本の平行線をデザイ

ンしたもの

Q2.ユネスコの正式名称（日本語）は何でしょうか？

（解答は4ページ）

　県内高校ユネスコクラブ等に所属する生徒やボランティア活動・国際交流に興味のある生徒を対象に研修会を行い
ました。
　この研修会は、ユネスコ精神や国際交流の意義について学ぶとともに、学校の枠を超えて参加者同士の交流を深め
ることで、ユネスコ活動を活性化させる契機とすることを目的としています。
　今年度は、県内７校から30名の生徒が参加し、活動を楽しみながら、互いに意見交換する姿が見られました。

●開催日　令和元年8月5日（月）
●会　場　ホルトホール大分
●参加者　県内高校ユネスコクラブ等生徒30名、教員5名、連盟会員等10名
●参加校　臼杵高校、大分鶴崎高校、大分東高校、大分豊府高校、
　　　　　爽風館高校、別府鶴見丘高校、三重総合高校

9:40～  9:50

9:50～11:40

12:30～14:00

14:10～16:20
16:20～16:30

開会行事

　

世界情勢が分かるゲーム
　
　
閉会行事

《  日  程  》

ユネスコクイズ
講演「アフリカから考える学ぶことの大切さ～

未来を創る私たち～」
　熊本県立大学4年　戸田 千晴 氏
　　　　　　　　　（学生ジャーナリスト）

APU留学生との国際交流
（出身国：インドネシア、スリランカ、

ニュージーランド、ベトナム）
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公益社団法人日本ユネスコ協会連盟カンボジア事務所長・寺子屋卒業生ら来県

「令和元年台風第19号災害義援金・首里城復興ユネスコ募金」街頭募金活動

左から宍戸氏、フゥオト・ヴィッチ
ニー氏、アン・サムナン氏、後藤教
育次長、ノン・ブッタ氏、丸尾会
長、末松顧問

フゥオト・ヴィッチニー氏による
「カンボジアを知ろう」をテーマと
した講演の様子

臼杵高校ユネスコ部が文化祭で販売
したチャリティクッキーの収益をノ
ン・ブッタ氏にお渡ししました。

大分合同新聞社で取材を受けている
様子

　台風第19号により被害を受けられた方々への支援及び火災により正殿等が全焼した首里城の復興支援を目的として街
頭募金活動を実施しました。
【開 催 日】令和元年11月16日（土）
【実施場所】大分市中心市街地
【参 加 者】県内高校ユネスコクラブ等生徒30名、
 　　　　　教員4名、連盟会員5名
【参 加 校】臼杵高校、大分上野丘高校、
 　　　　　大分鶴崎高校、大分舞鶴高校、
 　　　　　爽風館高校
【募 金 額】150,042円

※募金の送付について
社会福祉法人中央共同募金会（赤い羽根共同募金）が実施する令和元年
台風第19号災害義援金、公益社団法人日本ユネスコ協会連盟が実施する
首里城復興ユネスコ募金に、
75,021円（上記募金額の半
額）ずつ送金し、募金の全
額を被災地の支援に役立て
ていただきます。

チラシを配布しながら、
募金活動のご協力をお願
いする呼びかけを行いま
した。ご支援をありがと
うございました。

　令和元年9月11日（水）、12日（木）に公益社
団法人日本ユネスコ協会連盟のカンボジア事務
所長及び寺子屋卒業生ら4名が来県しました。
大分県教育委員会、大分県立臼杵高等学校ユネ
スコ部及び大分合同新聞社を訪問し、「ユネス
コ世界寺子屋運動」への募金や書きそんじハガ
キ回収運動への協力に対するお礼を述べられる
とともに、現地での活動報告をしていただきま
した。
　大分県立臼杵高等学校では、フゥオト・
ヴィッチニー氏からユネスコ部生徒へ「カンボ
ジアを知ろう」をテーマとして講演をしていた
だき、講演終了後、ユネスコ部が文化祭で販売
した「チャリティクッキー」の収益をノン・
ブッタ氏へお渡ししました。

【来県者】
・日本ユネスコ協会連盟カンボジア事務所長
　ノン・ブッタ　氏
・日本ユネスコ協会連盟カンボジア事務所教育
担当職員　フゥオト・ヴィッチニー　氏

・カンボジア　タヤック寺子屋卒業生
　アン・サムナン　氏
・日本ユネスコ協会連盟事業部職員
　宍戸　亮子　氏
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ユネスコクイズの答え
Q1：②ギリシャのパルテノン神殿をかた

どったもの
　　　（英知のシンボルであるパルテノン

神殿の正面の姿に、UNESCOの六
文字を配したマークのデザイン）

Q2：国際連合教育科学文化機関

ユネスコ世界寺子屋運動「書きそんじハガキ回収運動」

©Dentsu

集計作業
の様子

通常総会報告

●維持会員（個人）…年会費　1,000円
・当連盟からのお知らせや広報誌「大分ユネスコ新聞
（年1～2回発行）」をお送りします。
●個人会員…年会費　3,000円
　維持会員（団体）…年会費　5,000円
・公益社団法人日本ユネスコ協会連盟から、
　機関誌「ユネスコ（季刊発行）」が届けられます。
・当連盟からのお知らせや広報誌「大分ユネスコ新聞
（年1～2回発行）をお送りします。

＜連盟について、もっと知りたい！＞
◎大分県教育委員会HP「大分県ユネスコ協会連盟活動」
　https://www.pref.oita.jp/site/bunka/list21501-25172.html
　　→　当連盟の活動についてお知らせしています。
　　　　また、大分ユネスコ新聞のバックナンバー閲覧や
　　　　入会申込書等をダウンロードできます。
◎大分ユネスコユース（大分ユネスコ青年部）Facebook
　　→　大分県のユネスコ活動に関する情報を
　　　　タイムリーに提供していきます。
※入会や活動についてのご質問は、お気軽に連盟事務局（大分県
教育庁文化課内：097-506-5499）までお問い合わせください。

大分県ユネスコ協会連盟会員募集のご案内
　令和元年5月22日（水）大分県庁舎別館教育委員室におい
て、通常総会が開催されました。
　総会では、議案として平成30年度の事業報告及び収支決算報
告、令和元年度の事業計画案及び収支予算案が審議され、それ
ぞれ原案通りに承認されました。
　また、役員改選が行われ、下記のとおり承認されましたので
お知らせします。
　
～新役員体制～
　会　長　丸尾　直彦　再　　　監事　森山眞須美　再
　副会長　福田　洋平　再　　　　　　後藤　杏子　再
　　　　　佐藤　隆士　再　　　理事　吉野　卿子　再
　　　　　髙見　大介　再　　　　　　安部　哲也　再
　顧　問　末松　延崇　再　　　　　　春藤　茂伸　新
　　　　　岩尾　康晴　再　

　大分県ユネスコ協会連盟では、ユネスコ憲章の精神に基づ
き、大分県におけるユネスコ活動を推進し、次世代に活動を継
承していくための各種事業を行っています。
　活動をさらに充実・発展させていくために、多くの方のご協
力を必要としています。当連盟の目的や事業の趣旨にご賛同い
ただける方は、ぜひ会員として活動してみませんか？

　大分県ユネスコ協会連盟では、書き間違えた、汚してしまった等の書き損じによる未投函のハガキや未使用切手、
テレフォンカードや図書カードなどの未使用商品券等の回収を実施しました。
　回収した書きそんじハガキ等は、公益社団法人日本ユネスコ協会連盟を通じて、アフガ
ニスタン・カンボジア・ネパール・ミャンマーの教育支援に活用されます。
　回収運動にご協力いただいた各学校や企業、個人の皆様方に厚く感謝申し上げます。

【実施期間】　令和元年12月16日（月）　～　令和２年２月７日（金）
【協 力 者】　学校65校ほか行政機関、連盟会員（団体・個人）、企業・個人の皆様　
【寄付総額】　ハガキ　約16,600枚、切手　約3,900枚など
　　　　　　　およそ120万円
※（公社）日本ユネスコ協会連盟で再度集計されるため、金額が変わる可能性があります。

　書きそんじハガキの集計作業を行う
前に、福田副会長から書きそんじハガ
キ回収運動を通じて支援を行っている
「世界寺子屋運動」について説明をし
ていただきました。世界寺子屋運動と
はどういった活動なのか、支援先の
国々での実際の活動の様子等について
説明していただきました。

【日　時】　令和2年2月22日（土）
【場　所】　コンパルホール300会議室
【協力者】　県内高校生徒20名
　　　　　（臼杵高校、大分工業高校、爽風館高校、
　　　　　　別府溝部学園高校、三重総合高校）、
　　　　　　大学生2名（大分大学）、連盟会員7名
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