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2021年度「関西学院世界市民明石塾」塾生募集要項 
１．目的 
関西学院のミッション「“Mastery for Service”を体現する世界市民の育成」の下、将来グローバルリーダーとなること
を目指す高校生に対し、国際的視野と主体的な課題解決力、コミュニケーション力等を涵養するための契機として
「関西学院世界市民明石塾」を開講します。塾長には元国連事務次長の明石康氏を迎えます。 
 
2. 対象 
旧SGH校・SGHアソシエイト校、WWL連携校を初めとする全国の高校1～3年生 
※過去の明石塾修了者も改めて応募可能です。ただし、選考の際には新規の応募者を優先します。 
 
3．募集人数 ３０名程度 
 
4．概要 
(1) 主催 
主催：関西学院大学  後援：文部科学省 
 
(2) 塾長・講師 
国連・外交の第一線で活躍した実務家教員が高校生を直接指導します。 
塾長：明石 康・元 国連事務次長 
講師：神余 隆博・関西学院大学 国連・外交統括センター長（元ドイツ大使、元国連大使） 

  久木田 純・関西学院大学SGU招聘客員教授（元国連児童基金<UNICEF>駐カザフスタン代表） 
  マッケンジー クラグストン・関西学院大学特別任期制教授（前駐日カナダ大使） 

三輪 敦子・関西学院大学SGU招聘客員教授 
(アジア・太平洋人権情報センター所長、SDGs市民社会ネットワーク共同代表理事)                  他 

 

(3) 実施期間 
プレセッション 2021年7月31日（土）（半日予定） 
本セッション  2021年8月4日（水）（終日予定）・8月5日（木）（終日予定） 

 

(4) 実施形態 
プレセッション・本セッションともにオンライン開催（オンライン会議アプリケーション「Zoom」を使用） 
 
(5) オンライン参加にあたって 
① PCでの参加が望ましいが、タブレットでの参加も可とします。 
② スピーカー、マイク、Webカメラ （ 内蔵、外付け、ワイヤレス接続等）を準備ください。 
③ プログラム受講に十分な通信容量、または無制限で使用可能なインターネット接続 環境を整えてください。 
ご参考：Zoomに1時間接続した際の目安通信量は500MB～1GB程度です。 

④ Zoomのシステム要件はリンク先を参照ください。https://support.zoom.us/hc/ja/articles/201179966 
https://support.zoom.us/hc/ja/articles/201362023-PC-Mac-システム要件 

 
(6) 参加費（参加者自己負担額） 
12,000円 
※参加費支払後の自己都合による参加取止めについては、取止め時に発生している実費相当分をキャンセル費とし
て頂きます。ただし、不測の事態等により本学が開催を中止した場合、参加費は全額返金します。 
※オンライン参加にあたり、機器の準備やインターネット通信に係る費用は参加者負担とします。  

https://support.zoom.us/hc/ja/articles/201179966
https://support.zoom.us/hc/ja/articles/201362023-PC-Mac-%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E8%A6%81%E4%BB%B6
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5．日程・内容 
主題：「地球の未来」／「Future of Our Planet」 
(SDGs Goal 13：気候変動に具体的な対策を、Goal 14：海の豊かさを守ろう、Goal 15：陸の豊かさも守ろう、を中心に) 

プレ 
セッション 

7月31日（土）＜半日＞ 
■ウェルカムオリエンテーション 
■SDGsワークショップ 
概要：対話を通して、SDGsを自分事としてとらえ、自分がどのように関わっていくか等、SDGsを

身近に考える場とすると同時に、SDGsを実現するプロセスを体感する。 

本セッション 
1日目 

8月4日（水）＜１日＞ 
■明石康塾長による基調講演：テーマ「SDGsと国連―これからの民主主義は？」 
■明石康塾長との対話セッション 
■セッション1：「地球と私たちの未来：21世紀のライフデザインとSDGs（仮）」 
概要：人生100年時代に生まれた今の高校生は21世紀を通して生きていくことになる。地球温暖化

や貧富の格差、技術革新などで大きく変化する世界、地球と私たちの未来はどうなるのか、
どう生きればいいのか、どんな力が必要なのかを2030年までのSDGsを手掛かりに考え議論
する。 

■セッション2：現役国連職員との対話セッション「気候変動と災害・人道支援」 
概要：地球温暖化が原因のスーパー台風、海面上昇、洪水や干ばつ、農作物の凶作、食料や水不足、

新たなパンデミックの発生などの地球規模のリスクにどう備え、対応すればよいのか。現役 
国連職員との対話セッションを通して学び考えていく。 

■セッション3：「地球の未来に関する青年の声明 」の作成 
トピック：テーマに沿った声明作成・グループワーク 

本セッション 
2日目 

8月5日（木）＜１日＞ 
■セッション4："Environmental Action taken in Canada"（英語による講義） 
■セッション5：日本語と英語によるディベート 
テーマ：「産業は地球温暖化の原因か／ Is industry cause of global warming？」 
■セッション6：「地球の未来に関する青年の声明」の採択作業および講師による講評 
■修了式 

※ 開始・終了時刻およびセッションの内容は変更する場合があります。 
※ 各セッションでは見学者を受け入れる可能性があります。 
※ 本プログラムではセッションによって英語または日本語を用います。 
※ 本プログラムに参加するにあたり、参考文献や資料・Webサイトを読むことや自分の考えをまとめておく等の

事前課題が与えられます。事前課題については、参加者の決定後別途お知らせします。 
 
6．応募資格要件  
(1) ネイティブレベルの日本語力を有すること。 
(2) 英語でディスカッションができること。英検2級相当以上で応募可とするが、英検準1級相当以上のスコアを満
たしていることが望ましい。なお英検以外の以下のテストスコアでも応募可。 

 
＜英検2級／準1級相当以上のテストスコア＞ ※該当スコアを2級、準1級の順に記載する 
TOEIC ® L&R 666／785点以上、TOEFL ITP ® 481／527点以上、TOEFL iBT ® 56／72点以上、 
IELTSオーバーオール4.0／5.5点以上、GTEC  for STUDENTS または3技能版スコア649／730点以上、 
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GTEC 4技能版 スコア1074／1190点以上、GTEC  CBT スコア1019／1160点以上 
（スコアを持たない場合でも、選考において同等の英語力を有すると認められる場合には参加を許可されることが
あります。詳細は下段の「7．応募方法（1）提出書類 」の項を参照してください）。 

 
(3) 全日程に参加できること（なお、特段の理由がある場合は別途事務局まで相談してください）。 
(4) 親権者または保証人の同意が得られること。 
(5) 将来グローバルリーダーをめざす強い意志、および本プログラム中のワークやディスカッションに積極的に参加
し、自ら学びを深める強い意欲があること。 

(6) オンライン（Zoom）で参加できる環境（インターネット接続回線、PC、カメラ、マイク等の機器を含む）を参
加者にて準備し、使用できること。 

 
７．応募方法 
(1) 提出書類 
本学所定の様式については、本学Webサイトhttp://www.kwansei.ac.jp/unfa「関西学院世界市民明石塾」ページから
様式をダウンロードし作成してください。 

出願書類 備考 

①参加申込書 本学所定の様式です。なお、所属高校の教員による推薦欄および保証人の同意欄には、必ず署名、
捺印が必要です。 

②志望理由書 本学所定の様式です（タイピング入力、ボールペン書きいずれも可。消せるペンの使用は不可）。 

③英語検定スコア 
 または動画※ 

「６．応募資格要件 (2)」のために、AまたはBのどちらか1つを提出してください。 

A. 次の英語検定試験のスコアのコピー 

英検、TOEIC ® 、TOEFL ITP ®、TOEFL iBT ®、IELTS、GTEC  for STUDENTS 、GTEC 4技能版、GTEC  
CBT  

B．自身で撮影した英語による動画のリンク 

i) 「なぜ明石塾に応募したのか」について、ご自身が英語で説明した動画を 2 分以内で撮影し、
YouTube に限定公開(URL を知る者のみ閲覧可能な公開方法)してください。限定公開については、次
のURLを確認ください。 

(限定公開 : https://support.google.com/youtube/answer/157177?hl=ja ) 

ⅱ) アップロードした英語による動画のリンクURLをウェブ出願登録ページに入力ください。URL
から動画の確認ができない場合は選考対象となりません。 

④課題リポート 以下のテーマについて、リポートを提出してください。リポート用紙は本学所定の様式です（タイ
ピング入力、ボールペン書きいずれも可。消せるペンの使用は不可）。 
【リポートテーマ】 
2015 年9 月に国連総会で採択された2030 年までの持続可能な開発目標Sustainable Development Goals 
(SDGs)の 17目標の中から、あなたが解決に取り組みたい目標をひとつ選び、なぜそれに取り組みた
いのか、その目標の達成にどのように貢献したいのかについて、日本語800字または英語300 語以内
で説明してください。 

http://www.unic.or.jp/activities/economic_social_development/sustainable_development/2030agenda/ 

 
(2)ウェブ出願登録 
右のURLより出願者情報をウェブ登録期間内に登録してください。https://forms.office.com/r/drb4NCE1JP 
なお、ネットワークエラー等を理由とした後日提出は一切認められませんので余裕を持って登録をしてください。 

http://www.kwansei.ac.jp/unfa
https://support.google.com/youtube/answer/157177?hl=ja
http://www.unic.or.jp/activities/economic_social_development/sustainable_development/2030agenda/
https://forms.office.com/r/drb4NCE1JP
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 (3) 提出方法・受付期間 
上記(1)および(2)の双方を次の期間内に提出することで受付完了となります。書類提出物については、郵送にて次の
提出先に受付期間内（消印有効）に送付してください。なお、所定の宛名フォームに記入の上、封筒の表面に貼付
してください。 
【書類受付期間】 2021年 5月31日（月） ～  2021年６月9日（水）【消印有効】 
【郵送先】  〒６６２－８５０１ 兵庫県西宮市上ケ原一番町１－１５５ 
     関西学院大学 国連・外交統括センター内 世界市民明石塾事務局 宛 
【ウェブ登録期間】2021年 5月31日（月）9：00   ～ 2021年６月９日（水）23：59迄 
 
8．選考 
(1) 選考方法 
書類選考（志望理由書、英語検定スコアまたは動画および課題リポートを総合的に評価します。） 
(2) 選考結果の通知 
選考結果は2021年7月上旬頃に応募者本人と応募者が所属する高校の学校長宛に郵送にてお知らせします（推薦教
員への結果通知は行いませんので、ご了承ください）。なお、選考結果に関するご質問にはお答えできません。 
 
9．修了証書 
(1) 修了時には修了証書が授与されます。 
(2) 明石塾の修了は 2022 年度本学入学試験では「グローバル入学試験Ⅰ国際的な活躍を志す者を対象とした入学試
験」 出願要件の一つです。なお、2023年度入学試験要件は未定です。 
 
10．個人情報の取扱い 
提出された書類、動画に関する個人情報については、本プログラム実施の目的以外には使用しません。その他の取
扱い詳細については、別紙「関西学院世界市民明石塾参加にあたっての留意事項」に記載のとおりです。 
なお、英語による動画の著作権は本学に移転します。また、動画の管理については厳重を期し、不正アクセス・紛
失・破壊・改ざん・漏洩等に対する予防措置および安全措置を講じます。 
 
11．問い合わせ先 
関西学院大学  「関西学院世界市民明石塾」係 
TEL. ０７９８－５４－６４３６ (国連・外交統括センター)  e-mail: akashijuku@kwansei.ac.jp 
 

以上 

 
（ご参考）関西学院のミッションステートメントとスクールモットー  

【 関西学院のミッションステートメント 】 
関西学院は、キリスト教主義に基づく「学びと探究の共同体」として、ここに集うすべての者が生涯をかけて取り組む
人生の目標を見出せるよう導き、思いやりと高潔さをもって社会を変革することにより、スクールモットー “Mastery for 
Service ” を体現する、創造的かつ有能な世界市民を育むことを使命とします。 
 

【 関西学院のスクールモットー 】 
関西学院のスクールモットー“Mastery for Service”は、「奉仕のための練達」と訳され、隣人・社会・世界に仕えるため、自
らを鍛えるという関学人のあり方を示しています。   

mailto:akashijuku@kwansei.ac.jp

