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　2011 年 3 月 11 日、東北地方一帯を巨大地震が襲い、
海から巨大津波が押し寄せ、沿岸部を中心に死者 ･ 行方不
明者約 1 万 8 千人という甚大な被害をもたらした。さら
に翌日には東京電力第一原子力発電所が水素爆発を起こ
し、全世界に衝撃を与えた。
　同年 4 月、OECD（経済協力開発機構）グリア事務総長
が来日し、東日本大震災の復興に協力することを表明し
た。そして文部科学省、福島大学と協議を重ね、教育復興
プロジェクト「OECD 東北スクール」が生まれた。
　OECD 東北スクールは、震災に襲われた福島、宮城、
岩手の中学生 ･ 高校生約 100 人が集まり、2 年半にわた
る様々な経験、学びを経て、「2014 年、パリから世界へ
東北の魅力をアピールする」ことで、東北の未来を取り戻
すプロジェクトである。
　プロジェクトを支えるのは、政府を中心としたハイレベ
ル円卓会議、学校や地方行政機関、NPO、企業、地域の
支援団体などで、福島大学に設置された運営事務局がプロ
ジェクトを運営する。OECD 教育局は、諸外国の教育先
進事例や復興事例をとり入れながら、復興教育の中身を構
築していく。
　プロジェクトの目的は、復旧に留まらず「新しい東北・
日本の未来」を考え、東北地方の経済活性化に必要な産業
やイノベーションを生み出すための人材育成だ。そのため
に、生徒たちが主体性を発揮し、地域の復興を考え、イノ
ベーションを生み出す力を育むようさまざまにしかけて
いく。OECD キーコンピテンシー、例えば生徒のリーダー
シップ、企画力、創造力、建設的批判思考力、実行力、交
渉力、協調性、国際性など、これらは、21 世紀のグロー
バルな、多様性に富む、知識基盤型社会を生きていく上で、
極めて重要な力である。

　OECD 東北スクールの活動は､ 主として以下の 4 つよ
り構成されている。
●集中スクール……5 回の集中ワークショップ（４〜５

日間）を開催し、多彩な講師による体験活動や熟議を
行う。参加者全員による全体会となり、参加者は、各
地域や学校ごとにチームとして参加し、引率者も主要
なメンバーとなる。
●地域スクール……各地域ごとに各地の状況に応じて、

生徒からの地域復興を企画・実行する地域スクールを
行う。週末の活動や総合学習の一環として、また放課
後の活動として月 2 回程度行われる。
●テーマ別活動……パリでのイベントを成功させるため

に「シナリオ担当」「産官学連携担当」「コミュニケー
ション・PR 担当」「セルフドキュメンタリー担当」の
各活動を行う。地域をまたいで役割分担を行う。
●東北復幸祭〈環WA〉……東北スクールの復興を世界

にアピールする最終ゴール。自分たちで内容を企画し、
実施するための資金を調達したり、そのための広報活
動を行ったり、自分たちの活動を記録したりと、様々
な人々と協力しながらゴールをめざす。
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■ＯＥＣＤ東北スクールとは

※本文中の肩書きや所属は、すべて当時のものを使用しており
ます。
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■第１回集中スクール
　（2012 年 3 月 25 日〜 30 日、福島県いわき市）

　イッシンガー教育スキル局長から「2014 年パリから世
界に東北の魅力をアピールせよ」というミッションが下さ
れ、OECD 東北スクールが始まった。生徒達によるチー
ム環も誕生した。「復興とは何か」「批判的な考え方とは」

「戦略とは何か」などのインプットの後、生徒達による地
域復興のプレゼンテーションが行われた。

■第２回集中スクール
　（2012 年７月 31 日〜８月４日、福島県いわき市）

　未来を表現する巨大アートや大人熟議、テーマ別のプロ
フェッショナルによるワークショップ、パリで活躍する
方々へのインタビューなどが行われた。最大の目的はパリ
でのイベントの基本線を決めること。生徒達の努力にもか
かわらず、決定にまでは至らなかった。「東北のこと、世
界のこと、僕たちはあまりにも知らなさすぎた」という言
葉が印象的だった。

■資金調達活動（2012 年 12 月 25･26 日、東京）

　チャリティイベント Cheer! NIPPON! に招待され、ア
スリートとの懇談を行い、チャリティグッズの提供を受け
た。また、ユニクロ ･ ファーストリテイリング社で、生徒
が行ったプレゼンテーションが高く評価され、その後の資
金調達の基礎を築いた。

■第３回集中スクール
　（2013 年３月 26 日〜 29 日、宮城県気仙沼市）

　新たな参加者も加わり、イベントのコンセプトやチーム
環のロゴマークなどが決まった。イベントの基本的な枠組
みや各チームのアトラクションも決まってきた。広域にわ
たるコミュニケーションを活発にするために iPad が全員
に貸与された。下村文部科学大臣との懇談会ももたれた。

■パリ事前視察（2013 年 5 月 1 日〜 6 日、パリ市）

　生徒代表 16 名と大人 15 名で、協力依頼も兼ねたパリ
への事前視察を行った。OECD 本部で関係者会議を開催
し、生徒によってプロジェクトが紹介された。また日系企
業のレセプションで、生徒が協力を呼びかけた。パリ日本
人学校や図書館の生徒、OECD 日本政府代表部や日本大
使館、他の機関との協力関係を築いた。

■第４回集中スクール
　（2013 年 8 月４日〜７日、東京オリンピック記念センター）

　イベントをさらに具体化し、テーマ別活動の今後の展開
について話し合った。また、皇太子ご夫妻をお招きしての

「取組発表会」、および企業 60 社を招いての「関係者交流
パーティー」が開催され、生徒達が積極的に協力を呼びか
けた。OECD 教育スキル局の A・シュライヒャー次長、H・
ガボー氏、ガビー・H 氏らを招いての大人熟議も開催し、
スクール外からも参加者があった。生徒達は都内のいくつ
かの企業でプレゼンテーションを行った。

■公開リハーサル
　（2013 年 12 月 25 日〜 28 日、福島県いわき市）

　いわき市内の小学校とリゾート施設の 2 会場で公開リ
ハーサルを行った。イベント会社にも協力を得て、ドミノ
やバルーン、鹿子躍、各チームのブースなどが披露された。
また夜には、調達した資金とイベントのすりあわせをする
厳しい会議も行い、一定の方向性を出すことができた。

■第５回集中スクール
　（2014 年 3 月 22 日〜 25 日、岩手県滝沢市）
　最後の集中スクールとなり、これまで課題としてきたこ
とをふり返りながらワークショップを組み立てた。原発事
故に関する討論、世界へのメッセージの議論を前日に行
い、イベントのさらなる具体化をめざして、話し合いが進
められた。未来を考えるワークショップや東北のブラン
ディング、100 の物語などの課題もこなした。

■ OECD フォーラムとラフォル ･ ジュルネ ･ オ ･ ジャポン
　5 月５日〜６日、OECD フォーラムに二人の生徒が招
待され、参加した。フォーラムへの高校生の参加は初で、
東北スクールへの世界中の関心が集まった。「レジリエン
ス（粘り強さ）」をテーマとした二人の発表は、すべての
参加者から拍手をいただいた。安倍首相は基調講演の中で
OECD 東北スクールを紹介した。
　また、５月３日から５日にかけて、フランスのアーティ
ストによる音楽祭ラフォル ･ ジュルネ ･ オ ･ ジャポンが開
催され、その中で東北スクールのブースを出すことができ
た。伊達のゼリーや南三陸のわかめなどが売り切れ、注目
を集めた。

■ＯＥＣＤ東北スクールのあゆみ
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■はじめに

　「2014 年、パリから世界に向けて東北の魅力をアピー
ルする」という、OECD 東北スクールプロジェクトの最
終ゴールが間近に迫った 8 月。この 2 年半、生徒達を中
心にローカルリーダー（LL）、エンパワーメントパートナー

（EP）、賛同企業や同プロボノ支援契約、NPO、県や市町村、
福島大学内の運営事務局や大学当局、イノバティブ・ラー
ニング・ラボラトリ（ILLab）教員、アドバイザリーボー
ド、さらには運営事務局パリ支局、パリ側 EP、パリ側ア
ドバイザリーボード、Gad チームなどの組織をつないで
きた。しかし、最終的な形にまとめるにはまだまだ工数が
足りず、いくつかの企業と業務委託契約を結び、連日打ち
合わせを重ね、ラストスパートを駆け抜けてきた。
　イベント本番まで２週間となる８月 12 〜 14 日、東京
国際フォーラムを会場に、プレイベントを開催した。国内
最後であるにもかかわらず、資金調達の遅れで、思うよう
な数の生徒 ･LL を動かすことができず、その宣伝効果に
も不安が残った。一方で、これまで大きな懸念材料であっ
た巨大ドミノに見通しが見え始め、もう後がない生徒たち
もこれまでにない必死さが感じられるようにはなった。
　14 日に開催した「第 2 期東北スクール意見交換会」に
は、お盆にもかかわらず 20 人近くの企業関係者の参加を
得、次期プロジェクトへの関心の高さを確信することがで
きた。会場を訪れた小泉進次郎復興庁政務官からも「エッ
フェル塔下に広がる甲子園で戦ってこい！」と激励を受け
た。
　お盆明け、福島大学の一室では、パリに手荷物として持
ち込む膨大な荷物が集まり、その腑分け作業が連日深夜ま

で続いた。復幸祭で配布する印刷物や冊子も次々と届い
た。もう東北復幸祭は始まっていたといえる。

■１．東北復幸祭直前

　事務局スタッフを中心とする先発隊は 24 日夜にパリに
到着し、翌朝より Gad チームとの打ち合わせが始まる。
パリで生徒の足並みがそろうのが 29 日朝となるので、こ
のときまでにブースやステージの準備を全て整えておく
必要がある。テント、ステージ、バルーン、ドミノステー
ジの施工日時の確認をしていくうちに、公園中央部を横断
するステージの目の前の幹線道の通行止めが往復ではな
く一方向のみであることが初めて判明し、ドミノステージ
の位置を変更せざるを得ないというイレギュラーが生じ
た。さらには 100 の物語のトーテムの台が板材のない角
柱のみの骨格であることがわかり、強度面での不安が残る
こととなる。国際プロジェクトの難しさを痛感した。
　その後も、ボランティアを提供いただくユニクロ・マレ
店での広報活動をはじめとして、オープニング ･ エンディ
ング、KPI 評価アンケート、生徒大人合同熟議、桜の植樹、
第 2 期スクールなどの各種打ち合わせが連日深夜まで続
き、その合間を縫って買い出しや荷物の整理、会場確認を
行った。今年のパリは異常気象で、夏場にもかかわらず最
高気温が 20 度程度の日が 1 ヶ月以上続き、雨と旅の疲れ
も加わり体調不良を起こす者も複数出た。何より本番当日
の天気が心配された。

8 月 12 日から 14 日にかけて、キッズジャ
ンボリー（東京国際フォーラム）の中で、
東北復幸祭〈環 WA〉のプレイベントが
開催された。国内最後のイベントだった。

8 月 20 日、東北復幸祭〈環 WA〉の
ための各地の荷物が福島大学に集まっ
てくる。膨大な荷物の腑分け作業と
チェックが深夜まで続いた。

8 月 27 日夜のパリ。ようや
く生徒の第一陣がパリのホテ
ルに到着した。
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　27 日夕刻にようやく生徒の第 1 陣がパリに到着して先
発隊と合流し、28 日朝から作業が始まった。同日夜に最
後のグループが無事到着し、29 日早朝、やっと全メンバー
そろってのブース設置の作業が始まった。この日の午後
までオープニング ･ エンディングのリハーサルすら一切
なく、時間的にも内容的にも危機的な状況であった。「絶
望的な状態、しかしチーム環はいつも不可能と闘ってき
た！」というと、生徒達から余裕の笑みがこぼれた。
　この日、イメージソングの制作を依頼したシンガーソン
グライター miwa さんとの初練習があり、生徒達は興奮
していた。曲は、苦しさ・悲しさに負けず未来を目指す若
者たちのひたむきな姿が共感的に描かれており、切なく美
しいメロディがすべての生徒の心に深く響いた。東北復幸
祭〈環 WA〉in PARIS の、まさに魂となる曲であった。
　夕方、OECD 日本政府代表部の大使公邸のキックオフ
ミーティングに全生徒・関係者が招待された。兒玉大使、
OECD 玉木事務次長から歓迎と激励のお言葉をいただき、
生徒代表の佐藤陸（福島県・いわき）も「施工に当たって
いる人たちに至るまで、全ての人々に本当にお世話になっ
た」と感謝の言葉を述べた。
　キックオフミーティング終了後、オープニングメンバー
はシャン・ド・マルス公園の真っ暗なステージに再び集合

し、夜の 10 時過ぎまでリハーサルを続けた。あとは本番
にかけるしかなかった。
 

■２．東北復幸祭〈環ＷＡ〉開幕！

　早朝のシャン・ド・マルス公園、８個の青と赤のバルー
ンが蒼穹に浮かんでいた。まるで CG のように幻想的で美
しい風景であった。ここまで続いてきたぐずついた天気
は，奇跡的に快晴に転じた。通りすがりの市民が熱心に
100 の物語のトーテムを読み込む姿も見られた。ドミノ
チームは 1612 個のドミノに重りの水を入れ、本番に臨ん
だ。
　ステージ前の VIP 席にはシュライヒャー教育スキル局
長ファミリー、デビッドソン政策課長ご夫妻をはじめとし
て、続々関係者が詰めかけた。
　10 時半、予定通りジャン ･ フランソワ ･ マルタン・パ
リ市副市長が到着し、いくつかのブースを内覧された。
　 そ し て、 い よ い よ 11 時、 東 北 復 幸 祭〈 環 WA〉in 
PARIS の開幕となる。福島大学 ･ 中井学長の挨拶と進行
により、マルタン副市長、OECD 玉木事務次長、OECD
日本政府代表部兒玉大使、文部科学省山中事務次官らの

8 月29 日（復幸祭前日）朝、
東北スクールのメンバーの
全員がシャン・ド・マルス
公園に結集した。たった 1
日で全ての準備を完了させ
なければならない。

RATP の協力を得て、パリの地下鉄駅に 600 枚
の復幸祭のポスターが貼られた。

8 月 29 日夕刻。OECD 日本政府代表部大使公邸でキッ
クオフミーティングが開催され、生徒全員が招待された。
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挨拶をいただき、マイクは生徒達の手に手渡される。オー
プニングの司会は荒優香と小泉結佳の二人の福島県・相馬
チーム生徒が担当した。フランス語の通訳は、オランド大
統領と安倍首相の会談の通訳もこなすベテランの武定氏
がつとめた。
　勇壮な祭のかけ声がシャン・ド・マルス公園に鳴り響き、
開幕を高らかに告げるホラ貝の音とともに、大漁旗を持っ
た生徒達が勇ましくステージに駆け上がる。巨大スクリー
ンには震災前の東北が映し出され、東日本大震災と原発事
故の悲劇、OECD 東北スクールとの出会い、復興に向け
て突き進んできた東北スクールの歩みが語られる。佐藤陸
リーダーと小山結有サブリーダー（宮城県・気仙沼）によ
り、東北復幸祭〈環 WA〉in PARIS の開幕がフランス語

で高らかに宣言された。
　続いて、震災で途切れ生徒達の努力で奇跡的に復活した
鹿子躍（宮城県 ･ 戸倉）の舞が披露された。エッフェル塔
をバックにした舞は感動的ですらあった。次に遠藤涼香

（いわき）の津波から生還した感動的なストーリーが語ら
れ、多くの人々から共感を呼び、ステージ前にぎっしり集
まった来客者から大きな拍手がわき上がった。
　各地域からの趣向を凝らしたアトラクションの紹介が
続く。福島・大熊─岩手・大槌合同チームでは津波と原発
事故の悲劇を披露、気仙沼チームは天旗と地元の海産物の
紹介、南三陸戸倉チームは鹿子躍と絹や紙工芸などを紹
介、宮城 ･ 女川チームはふるさとのディスプレイとみんな
で踊るさんま de サンバ、勇ましい武将の装束の相馬チー

開催日朝。前日までのぐずついていた天気がうそのように晴れ渡り、
シャン・ド・マルス公園は多くの来場者であふれた。イベントのシン
ボルとなるバルーンの高さは東日本大震災時の津波の最大水位と同
じ 26.7m に設定された。

東北復幸祭〈環 WA〉in PARIS が開幕し、福島大学
中井学長の挨拶に続き、マルタン・パリ副市長、文科
省山中事務次官、OECD 日本政府代表部兒玉大使、
OECD 玉木事務次長らから挨拶をいただいた。
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ムは相馬野馬追と高校生の演劇のビデオの上演、福島県 ･
伊達市チームは自分たちで開発したゼリーを中心に震災
からの歩み、白衣で登場した福島県 ･ 安達チームは再生可
能エネルギーと科学実験で福島の風評被害を払拭したい、
浴衣姿のいわきチームは ｢語り｣ と桜のメッセージ、バルー
ンにドミノなどを紹介、最後に奈良 ･ 東京の EP チームか
らは英語で東北スクールの関わりと自分たちで制作した
オブジェが説明された。各チームとも、世界の文化の中心
地から世界に向けて発信しているのが信じられないほど、
堂々としたものであった。
　続く女川チームのさんま de サンバの踊りでは、会場に
詰めかけた多くの方々が心一つにして踊る姿が感動を呼
んだ。冒頭挨拶された VIP の率先して踊る姿がとても印
象的に残る。聴衆の心をしっかりとつかんだことが実感で
きたひとときとなった。
　ここで、真っ赤なステージ衣装に身を包んだ miwa さ
んが登場し、東北スクールのメンバーが名付け親となっ
た「希望の環 WA」の合唱となる。メロディに全ての生徒
達の想いが重なり合い、奇跡的な感動の共有の場となっ

て、miwa さんをはじめ多くの人々の目から涙がこぼれた。
「アーティストとして私を選んでくれてありがとう」とい
う miwa さんのメッセージも伝えられた。
　ドミノの披露の前にドミノにかけた思いが須田拓之（い
わき）から語られた。大きさ、規模、屋外、予算など多く
の課題を抱えたドミノが，完全な形で初めて披露される。
カウントダウンとともに 26 人の手によって倒され、ドミ
ノから現れた絵はチーム環のマークだった。会場は拍手に
包まれた。
　佐藤優里奈（福島 ･ 伊達）、中井李乃葵（岩手 ･ 大槌）
の二人から、世界へのメッセージが読み上げられた。イベ
ント全体のコアメッセージとして全員で練り上げたもの
だった。

世界へのメッセージ（part1）
　2011 年 3 月 11 日 、日本は 1000 年に一度の大災害に
見舞われました。
　大災害に襲われたのは、人口減少が激しく、農業や漁業
が主たる産業の、海外からはほとんど知られていない東北

1612 個のドミノが倒れて出てきた絵はチーム環のシンボルマークだった。

自身が津波に巻き込まれ、命の大切
さを語る姿に、誰もが深く感動した。

リーダー・サブリーダーによるフラン
ス語の開会宣言。

シンガーソングライター miwa さん制作による「希望の環 WA」の合唱。オープニング最大の盛り上がりを見せる。

ホラ貝の音とともに大漁旗を抱えた生
徒達が一斉にステージに駆け上がる。
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地方の沿岸部でした。
　40 年前に福島の地元経済を豊かにしようと建設された
東京電力福島第一原子力発電所。東日本大震災で想定を超
える巨大津波が押し寄せ、全電源を喪失して水素爆発を起
こし、地域一帯を放射能で汚染しました。
津波によって 18000 人を超す多くの命が一度に奪われ、
私たちがなじんだ美しいふるさとは一瞬にして破壊され
尽くしました。
　東北の人々は絶望し、深く悲しみ、大きく傷つきました。

私たちの未来は、完全に断ち切られたかのように思われま
した。
　そのような私たちが、再び未来へとつながることができ
たのは、全世界からのたくさんの支援でした。取り残され
た人々を救出し、泥をかき分け、がれきを撤去し、温かい
食べ物を差し出し、言葉も通じないのに励ましの言葉を
かけ、一緒に泣いて下さいました。絶望に周りが見えなく
なっていたときに差し伸べられた援助は、世界は幾重もの
絆で繋がっていることを教えてくれました。

ステージ基本構成

6

8月30日(土) 8月31日(日)

時間 項目 Lap 内容 時間 項目 Lap 内容

8:00 現地集合 全体打合せ 8:00

ボランティア打合せ

8:30 準備開始 8:30

9:00 9:00 集合 全体打合せ

ボランティア打合せ

9:30 9:30 準備開始

10:00 10:00

10:10 地域ブースオープン 50分 メディア対応

10:30 副市長視察

11:00 パリ市セレモニー 20分 ①パリ市、②OECD事務総長 11:00 鹿子踊り 30分 映像紹介、語り（5分）

③日本政府代表、④OECD日本大使 25分

オープニング 70分 記念品贈呈、法螺貝、オープニング映像

11:30 生徒挨拶、開会宣言、 11:30 ドミノステージ 舞台上転換

地域紹介ステージ さんまdeサンバ 25分 映像＋ダンス（20分++) 

(鹿子躍り、語り、全地域順次登壇、さんまdeサン
バ）

12:00 miwa新曲（生徒と一緒に） 12:00 映画 60分 舞台上転換

ドミノステージ セルフドキュメンタリー

世界へのメッセージパリ宣言～全員でWA! Ａ or B

12:30 miwaミニライブ 20分 12:30

舞台上転換

13:00 映画 60分 舞台上転換 13:00 ジャンガラー

セルフドキュメンタリー 13:15 語り 45分 （MC松本）

Ａ or B ①遠藤（いわき）

13:30 13:30 ②宮田（安達）

③橘（いわきLL)

舞台上転換 ④伊達チーム

14:00 ジャンガラー 14:00 学長挨拶

14:15 語り 45分 （MC橘） 14:10 県のコーナー② 70分 福島 30～40分（きびたんダンス）

①松本 政務官贈呈式(上記内 10～20分)

14:30 ②薗部 14:30 宮城10分（すずめダンス）

③遠藤

④伊達チーム 地域紹介(安達)15分

15:00 学長挨拶 転換 15:00

15:15 県のコーナー① 50分 福島 20分(きびたんダンス)

復興大使10分 15:20 転換10分

15:30 宮城 10分（すずめダンス） 15:30 さんまdeサンバ 25分 映像＋ダンス（20分++) 

転換5分

16:00 舞台上転換 16:00 語り 45分 (MC遠藤)

16:10 映画 60分 ①松本（いわき）

セルフドキュメンタリー ②芳賀（いわき）

16:30 Ａ or B 16:30 ③中井（大槌）

④薗部（いわき）

16:45 映画 60分 舞台上転換

17:00 舞台上転換 17:00 セルフドキュメンタリー

17:10 鹿子踊り 30分 映像紹介、語り（5分） Ａ or B

25分

17:30 17:30

舞台上転換

17:45 鹿子踊り 30分 映像紹介、語り（5分）

18:00 さんまdeサンバ 25分 映像＋ダンス（20分++) 18:00 25分

18:15

転換15分

18:30 その他イベント 30分 18:30 ドミノステージ

エンディング 30分 イベント二日間のまとめのビデオ上映

中締め 生徒挨拶、WA コアメッセージ ～全員でWA!

19:00 片づけ 19:00 片づけ

翌日への調整・リハーサル

19:30 19:30

20:00 20:00

20:30

21:00

東北復幸祭〈環 WA〉in PARIS プログラム
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　私たちは、いただいたご恩は決して忘れることなく、私
たちが OECD 東北スクールで身につけた力は、地域や日
本のみならず、世界の未来のために活かしていくというこ
とをお誓いいたします。
　皆さんのおかげで、私たちはこんなに元気になりまし
た。
　心 か ら、( 仏 ) メ ル シ ー　Merci、（ 英 ) サ ン キ ュ ー　
Thank you、（ 独 ) ダ ン ケ　Danke、（ 伊 ) グ ラ ツ ィ エ　
Grazie、（西 ) グラシアス　Gracias、（露 ) スパスィーバ、

（アラビア語 ) シュックランジャジーラン、（中 ) シエシエ　
謝謝、（韓 ) カムサハムニダ、ありがとうございました。

　オープニングの最後を締めくくって、生徒統括リーダー
のかけ声により、会場に詰めかけた全ての人々が肩を組ん
で一つの環になり、「WA 〜！」を叫んだ。チーム環お決
まりのパフォーマンスだ。
　これらの模様は、富士通の協力を得て、遠く離れたいわ
き市文化センターにライブ配信された。同会場には 150
人もの保護者や賛同者で賑わっていた。
　東北復幸祭〈環 WA〉in PARIS の成功を、プロジェク
ト全体の成功を確信させてくれる 1 時間となった。

■３．会場を取り囲むブース群

　会場のシャン・ド・マルス公園の両袖を生徒や地域、賛
同企業などのブースが並んだ。
　９つの生徒地域ブースは、2 日間を通して客足が途絶え
ることなく、常に来場者の興味をひきつけた。気仙沼から
は「ホヤぼーや」、いわきからは「ジャンガラー」、福島県
の「キビタン」も駆けつけ、シャン・ドマルス公園の人気
者となった。加えて、チームと親交のあるパリ 19 区図書
館の EP ブースでは「カラオケ」やお菓子を使った「囲碁
教室」、日本に関するクイズなどで、地元の人気を集めた。
　岩手、宮城、福島の 3 県も出展し、それぞれの県の被
災の様子や復興の様子、また特産品などが関心を引きつけ
た。岩手県は地元の南部鉄器や箪笥などの工芸品を展示し
た。宮城県は震災を伝えるビデオの他、14 人の地元高校
生も参加し雀踊りをステージで披露した。高校生たちは
チーム環とも親密となり、一緒に汗を流してイベントを支
えてくれた。福島県は風評被害の払拭に力を入れ、地元
キャラクターやダンス、試食試飲コーナーを準備し注目を
集めた。とりわけ試飲コーナーは常に人だかりができてい
た。
　賛同企業ブースでは、生徒や物品の輸送で支援をいただ
いた ANA や、資金面で援助いただいた日仏笹川財団、東

アンヌ・イダルゴ市長と東北スクールのメンバーの記念写真。「この公園をあなた方に貸した
ことは、パリ市としても意義のあること」というお言葉をいただいた。
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洋システムによる企業出展ブース、楽天移動図書館などが
並んだ。福島民報社ブースでは震災の報道写真が展示さ
れ、3 人の中高生の復興大使が説明に当たった。3 人はス
テージでも地元福島を感動的に紹介し関心を集めた。
　その他にも、OECD ブースでは各国の幸福度指数が説
明され、日本政府観光局ブースでは日本の魅力が伝えられ
た。東北大学、関西大学、大阪大学では留学生を募るブー
ス活動が展開された。福島大学では日本の伝統遊びが紹介
され、子どもたちが集まった。地元レストランの「アツア
ツ」では、たこ焼きなどの日本食が振る舞われ、常に行列
ができていた。インフォメーションを兼ねる福島大学ブー
スの一角には「寿司市場」が間借りし、手巻き寿司で人気
を集めた。
　会場には、ルーマニアの青年スポーツ省のミハイ ･ セベ

氏や本プロジェクトの生みの親の一人でもある前文科副
大臣の鈴木寬氏、シャン・ド・マルス公園をわれわれに
直接貸与いただいたパリ市国際課のジェローム氏、モレッ
ティ氏らも訪れた。パリ寿月堂の丸山氏や元全日空のエグ
ゼクティブ・プロデューサーの飯田氏も会場でお目にか
かった。2 年半の歩みと広がりを、しみじみ感じることと
なった。
　初日の最後に、オールスターキャストがステージ周辺に
集まり、さんま de サンバを踊った。ステージ上では、パ
リ EP から「500 羽の千羽鶴」が贈られた。
　パリではまだ十分に明るい 19 時、初日はクローズとな
り、miwa さんと一緒に記念撮影をした。期待の何倍もの
手応えを感じた一日となった。

女川町のさんま de サンバのダンス。ステージの上には各
地のご当地キャラクターや、復興大使の姿も見える。回を
重ねるごとにダンスの輪は広がり、ステージ前は来場者の
踊る姿でいっぱいになった。

チーム環のお決まりのパフォーマンス。全ての参加者で肩
を組んで環を作り、「WA 〜！」と叫ぶ。オープニングの
最後に、会場に詰めかけていた全ての人で円陣を作ったと
ころ、途方もない大きな環となった。ステージの手前には
miwa さんも見える。
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再生可能エネルギーの安達ブース

気仙沼の天旗をあげる子どもたち

繭細工を披露する戸倉ブース

ご当地キャラクターも登場。いわきブース

生徒の発表に耳を傾ける大槌 - 大熊ブース

天旗や海の幸の紙芝居、気仙沼ブース

ゼリーをプレゼント、伊達ブース

相馬野馬追いを紹介する相馬ブース

東日本大震災を忘れない、東京 - 奈良ブース

■４．２日目〜エンディング
　２日目は、ほぼ前日と同じ演目でステージは開催された
が、前日の勢いに乗ってか、いずれのアトラクションも、
前日以上に輝いて見えた。来場者への配布物も協力者がど
んどん増えた結果、シャン・ド・マルス公園にはチーム環
のチームＴシャツとトートバックがずいぶん目につくよ
うになった。いずれのブースも、前日を超える人だかりが
できた。
　10 時に、地元パリ 7 区の区長代理が来場され、開場前
のブースを視察された。そして 12 時に、パリ市長のアン
ヌ ･ イダルゴ氏が国際担当のパトリック副市長とともに会
場を訪れた。市長は副市長時代の前年の 5 月に OECD 東
北スクールへの支援を表明しており、三浦統括より「シャ
ン・ド・マルス公園を貸してよかったと思われるよう、努
力をしてきた」と伝えると、市長より「皆さんにこの公園
を貸したことは、パリ市としてとても大きな意味がある。」
とお言葉をいただいた。市長は一つ一つのブースをていね
いにご覧になり、生徒達に声をかけた。予定していた 30
分を大幅に上回る時間を公園で過ごされ、最後は全生徒と

記念撮影をした。
　エンディングに近づく午後から風が強くなり、予定を早
めてバルーンを下ろした。予定時にブースも閉じ、関係者
がステージ周りに集まり、最後の鹿子躍の舞があげられ、
さんま de サンバのダンスで賑わった。
　一方で最後のドミノ倒しは、強風のために立てては倒
れ、準備が間に合わない、もはや無理かと思ったときに、
数十人の生徒と大人がステージに上がり、風に倒れたドミ
ノを起こした。遅れること 5 分、最後のドミノ倒しも成
功し観衆から大きな拍手をもらって、ドミノチームのメン
バーは号泣した。「不可能なことを、みんなで力を合わせ
て突破したのは、チーム環の象徴」とリーダーは述べた。
　エンディングのステージでは、各チームの代表が饒舌に
感想を述べ、続く生徒達の「希望の環 WA」の合唱では、
お互いに見つめ合い、肩を組む姿もあちこちに見られた。
ラストの世界へのメッセージは、二人のリーダーは用意し
ていた原稿を床に置き、自分の言葉で感慨深く述べた。2
年半、スクールに関わったあらゆる階層の人々の思いがこ
の 20 分のメッセージに収れんした。
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世界へのメッセージ（part2）要旨
　私たちは OECD 東北スクールに集まり、２年半にわたっ
てこのイベントを成功させるために、様々な活動に取り組
んできました。学校では体験することのなかった、現実社
会の中で考えて、数多くの失敗を繰り返してきました。自
分の力不足に涙を流したことも一度や二度ではありませ
ん。
　OECD 東北スクールの中で学んだこと。それは、

○被災者が被災者のままでいてはいけない、自立しな
ければならないということ。

○じっと机に向かって考えていないで、動いて考える
こと。

○現実社会には答えのない問題ばかりで、それにチャ
レンジしなければならないこと。

○境界線を超えて、大人や世界の人たちと共同して物
事に取り組むこと。

○一人ひとりではなく、集団で物事を考え、集団で解
決すること。

　私たちは今、OECD 東北スクール、2 年半の旅を終えよ
うとしています。
　被災地は復興に向かっているとは言え、私たちの向かう
先には急激な人口減少やエネルギー問題や経済危機など
が待っていて、決して明るいだけものではありません。し
かし、私たちは東北スクールでピンチをチャンスに変える
ことを学びました。
　どんな状況でも支えあいながら、前を向いていく東北の
人々の粘り強さを世界に示しました。震災がきっかけと
なって、たくさんの人が手を取り合い、みんなで希望を共
有しました。 ある場所では震災で途絶えそうになったも
のを復活させようと奮闘し、ある場所では、震災を機に漁
業のやり方を変え、震災以前の問題を解決したところもあ
ります。
　震災を乗り越えてきた私たちだからこそできることが、
やらなければならないことがたくさんあると、世界は教え
てくれました。
　震災からもう 3 年半が経ちます。この間に、世界の人々
は大きな台風や大地震、内戦などに苦しみ、社会不安や貧

奇跡的に復活した戸倉地区の鹿子躍

女川チームのさんま de サンバ

宮城県高校生による雀踊り

伊達チームのアピール

ステージ前は盛り上がる

戸倉ブースを訪問するアンヌ・イダルゴパリ市長

大槌チーム中井さんの「語り」

福島県による「キビタンダンス」

日本文化を伝えるパリ19 区図書館生徒ブース
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困にあえいできました。私たちの体験も、世界中の無数の
悲劇の一つに過ぎないのかもしれません。でも、過去のし
がらみにとらわれることなく、常識にとらわれることなく
斬新なやり方を見つけ、国境を越えて手をつなげば、未
来は変えることができるのです。未来は大人たちがつくる
だけのものではありません。「私たちは、過去を超えます。
常識を超えます。国境を超えます。」それがチーム環に集
う私たちの誓いであり、未来への道しるべです。
　私たちが経験したつらい過去と、私たちが踏みだそうと
している将来の課題は、世界共通の課題です。そのために、
今、ここに参加している人で手をつなぎましょう！　環に
なりましょう！

　ステージの周りに集う数百人の全ての人々が巨大な一
つの環になって、全てのイベントは閉幕した。
　生徒達は感傷に浸る間もなく、坦々と撤収作業を始め
た。さらに「清掃員が掃除するからいい」というにもかか
わらず、シャン・ド・マルス公園のゴミ拾いも始めた。ド
ミノステージには大人と生徒が入り乱れてドミノの処理
を行った。これに用いた水と余ったＴシャツは OECD 東

北スクールとして寄附されることになった。
　震災を乗り越えた東北の生徒が、その底力を世界に披露
することのできた二日間が終わった。

　翌朝、これまでの取り組みの振り返りを短時間で行い、
三浦統括より生徒達に修了証書が手渡された。修了の挨拶
では「予想をはるかに超えた成功を勝ち取った。来場者の
数は統計上 149,664 人で、無謀とも思われた目標 15 万人
がほぼ達成された。東北スクールを美しい思い出にするこ
となく、東北スクールすらをも乗り越えるイノベーターに
なってもらいたい」と述べた。
　ホテルを出た一行は、セーヌ川の岸に集まった。日仏
経済交流協会のガイー会長からバドー ･ パリジャン（セー
ヌ川クルーズ）を贈られ、全ての生徒はパリ市内の観光を
楽しんだ。この日の午後から半分のグループは帰国が始ま
る。残りのグループは桜の植樹と、生徒大人合同熟議のリ
ハーサルと打ち合わせを行うために、もう 1 日パリに残
ることになる。

エンディング「希望の環 WA」の合唱 「環になりましょう！」の呼びかけでできた、カメラ
のフレームに収まらない巨大な環

リーダーによる感動的な世界へのメッセージ

二日間の全てのイベントを終えて、東北スクール関係者だけで「WA 〜！」
を叫ぶ。充実感に満ちた生徒達の笑顔がはじける。
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■５．桜の植樹

　9 月 2 日もパリ市は快晴だった。関係者はセキュリティ
の厳しい OECD 本部に集合し、桜の植樹の準備に取りか
かった。植樹する桜の苗木は、当初計画していた被災地の
震災を乗り越えた桜ではない。検疫などの多くの制度上の
ハードルを乗り越え、接ぎ木などの技術的な問題をクリア
したものの最終的な段階で雑菌に冒されてしまった。パリ
側のアルベールカーン庭園美術館のイレーヌ氏と古田氏
らのグループはフランス中探し回って東北の桜を見つけ
出し、今日の日を迎えることとなった。この 1 本の桜は、
様々な階層の様々な人をリレーし、この中庭に植樹される
というのもまた極めて象徴的である。
　セレモニーでは、グリア事務総長が東北と福島の状況を
紹介しこの植樹の意味を述べ、兒玉大使はここに至るまで
の生徒達の努力をたたえ、感謝を伝えた。三浦統括はいつ
の日か「原発事故の福島」ではなく「教育イノベーション
の福島」と呼ばれるようにしたい、と述べた。植樹の中心
として活躍したいわきの松本莉奈は、1 本の桜をめぐる物
語を語り「これで終わりではなく、震災を乗り越えた本当
の桜をここに植樹するプロジェクトまだは続く。決して諦

めることはない。」と述べ、OECD 本部の中庭に大きな拍
手が響き渡った。セレモニーにはミッションを放ったイッ
シンガー前教育スキル局長の姿も見られた。ラミュレット
城の前で記念撮影をした後、レセプションが続いた。

■６．生徒大人合同熟議

　いよいよプロジェクト最後のプログラムである生徒大
人合同熟議が始まった。このプログラムは「私たちの学
校、私たちの未来、2030 年の学校」というテーマの通り、
OECD 統計による 2030 年代の社会課題に対応する学校を
5 チームに分かれて構想し、海外からの批評も加味して報
告し合い、コンペで1位を決めるというものである。各チー
ムから出されたプランは以下の通りである。

■グループ 1：Society in School（学校の中に疑似社
会をつくり、学校間で交流を行う）

■グループ 2：グローバル・アントレプレナーシップ・
アカデミー東北（校内で会社を立ち上げ、企業活動
を行う）

生徒大人合同熟議のグループディスカッション ローズベアール氏のファシリテーションによるプレゼン シュライヒャー氏によるまとめのコメント

桜の植樹後のレセプショ
ン。出席者と積極的にコミュ
ニケーションを取っている。

桜の植樹のセレモニー　グリア事務総
長の生徒へのねぎらいのスピーチ

歴史あるラミュミレット城前で、桜の植樹に参加した方々の記念撮影。中央
のグリア事務総長の左側に佐藤陸生徒リーダー、OECD 日本政府代表部兒
玉大使、三浦統括責任者、右側にスピーチをした松本莉奈、シュライヒャー
OECD 教育スキル局長、司会の草野みらい、イッシンガー前教育スキル局長、
アルベールカーン庭園美術館・イレーヌ氏らの姿が見える。
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■グループ３：TOMODACHI（校内に多様な世界の縮
図を作り、グローバルネットワークを構築）

■グループ４：地域に新しい価値を創出する「地域ス
クール」（地域の課題解決の中核機関）

■グループ５：Orbis（世界規模の学校ネットワーク。
どこにいても世界中を学ぶことができる）

　チームごとにプレゼンテーションを行い、ローズベアー
ル課長のファシリテーションによる公開投票の結果、グ
ループ２のプランが１位となった。講評では「これまで専
門家がやっていたが公教育のデザインを、生徒達が行うと
いう点で大きな意義があった。」とされ、今後このプラン
に他のプランも加味し、実現に向けてブラッシュアップを
重ねていく。

■おわりに
　　─プロジェクトが残したもの

　帰国直後、多くの生徒達は時差ぼけも治らないうちに、
Facebook に感謝の気持ちを綴った。その行間からは、出

発前からは考えられないような大人びた姿が感じられた。
東北スクール外からもたくさんのコメントが加えられた。
　イベントから一夜明けた早朝、自己評価アンケートとと
もに書いてもらった以下のコメントを読むと、冷静に自分
自身と対話していることがよくわかるだろう。

▶２年前の自分を考えると、復幸祭に参加してステージで
自分の思いを伝えるなんて信じられなかった。でも、何と
か自分の言葉で伝え、聴いてくれた人たちから「すごく良
かった！」「素晴らしい！」「話してくれてありがとう」と
声をかけてもらったときは、もう OECD 東北スクールに
参加して本当によかったと思いました。

▶ 2 年半活動してきて、2 年半前の自分がこのスクール・
復幸祭を見たらとても驚くだろうと思います。このスクー
ル・復幸祭の 2 日間、とても忙しくつらいことも多くあ
りましたが、それ以上に楽しく達成感でいっぱいでした！　
この 2 日間、「自分から」という行動が前よりも増えたよ
うに思います。「自分から」これができなくてもどかしく、
そんな自分が嫌で嫌でしょうがなかったので、今回、でき
る自分を知ることができて良かったです。

イベント2日目。エンディングに近づくにつれ風が強くなり、屋外のドミノが風に倒れてしまう。数十人がステー
ジに上がって風から守り、最後のドミノも成功した。イベント全体を通してもっとも象徴的な場面となった。
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　またチーム環として、東北復幸祭を行うことができた、
そのために活動してきた 2 年半が、とても楽しくて、自
分が関われたことをうれしく思います。2 日間なんて長そ
うであっという間で、終わってほしくないと思っていまし
た。またこのチーム環で何か誰もやったことのないことに
チャレンジしていきたいです。

▶今回この OECD 東北スクールを 2 年半活動してきた中
で、いろいろな辛いこともあり、それを仲間とともに乗り
越えてきたからこそ最後には大成功で終わらせることが
できたのだと思うから、今はとてもスッキリした気持ちで
す。たくさんの人と出会い、そしてチーム環のみんなと出
会えたこと、そして生徒の一番近い存在でいてくださった
福大の皆さん、大人の方々、本当にありがとうございまし
た。

▶東北復幸祭〈環 WA〉を行って、一番感じたことは言葉
はわからなくても「伝えたい」と思う思いがあれば、身振
り手振りで相手に伝えることができるということです。私
たちのブースに来てくれたお客さんが笑顔で帰っていく
姿を見て、本当にうれしかったです。また、私たちの地域
の伝統芸能である鹿子躍にも、たくさんの方が興味を持っ
てくれました。さらにエンディングで合唱をしていると
き、全く知らないような方々も涙を流してくれました。そ
のときは、私も 2 年半頑張ってきて、パリで伝えたかっ
た私たちの思いを伝えることができたのだと思い、とて
も感動し涙が止まりませんでした。本当に最高のイベント
だったと思います。ありがとうございました。

▶今、終わってしまったことが信じられない気持ちと、「よ
うやくここまで来たんだ」という気持ちがあります。エン
ディングセレモニーで周りを見渡したときに、2 年半前に

多くの来場者で賑わうシャン・ド・マルス公園。
二日間で推計 15 万人の来場者が訪れた。
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は普通の学生だった皆の顔が別人のようにりりしくなっ
ているのを見て、何とも言えない喜びがわき上がりまし
た。この本当に苦しかった 2 年半を乗り越え、ここまで
成し遂げた皆が、これからどんな道を歩んで、どんな新し
い未来を想像しているのか、一人ひとりに聞けるならば聞
きたいです。また自分自身が福島との関わり方をどうすれ
ばいいのか今悩んでいる時期だったのですが、今回のイベ
ントに関わることができてヒントを得た気がします。ここ
で足を止めず、また一歩ずつ新しいことにチャレンジしよ
うと決意できました。

▶ 2 年半ずっとこのイベントに向けて活動してきて、た
いへんなときもあったけど実際に終えてやってきてよ
かったなと思いました。1 日目はカードだけしか書いても
らえなかったけど、2 日目はその問題点を改善できたこと
がチーム全体でよかったと思いました。2600 人と交流で
きてとても満足しています。この OECD 東北スクールで
学んだことを活かしてこれからいろいろな場面で活かし
て少しでも自分の力を伸ばしたい。そして誰かの力になり
たいです。参加できたことをとても誇りに思いました。

▶もっとこの活動をしていきたい。／このメンバーでまた
イベントをしていきたい。／東北の良さを改めて知った。
／高校生でも「やればできる！」と思った。／このチーム
環、このメンバーをここで終わらせたくない。

▶諦めなくて良かった。このメンバーとまた新しいチャレ
ンジができると思った。東北はまだまだこれから。昨日
の一歩は東北の未来を、世界の見方を大きく変えると思っ

た !!

▶少しの安心感と、たくさんの達成感で満ちあふれていま
す。ドミノをやるのも準備も含めた 4 日間でたくさんの
課題に直面しました。それでもチームみんなで乗り越える
ために、試行錯誤を繰り返してきました。エンディング前
も風で立てることができず、諦めそうになってもそれにめ
げずに向きあい、だからこそきれいにドミノ倒しをするこ
とができました。エンディングでの世界へのメッセージを
聞いて、観客の方々もうなずきながら「環」と叫ぶときに
も、観客の方々から引き寄せてくれました。私たちの強い
想いが理解され、世界の人々に伝えることができたことが
とても嬉しく、自信になり、今後の活力になった。

　OECD 東北スクール 2 年半のあゆみは、不可能へのチャ
レンジの毎日であり、社会に引かれた既存の境界線を越え
る冒険だった。境界線を飛び越えた先から見えた自分たち
の｢居場所｣の姿は、否応なしに私たちの「精神的鎖国状態」
を揺さぶった。上記したような生徒達の大きな成長と、そ
れを支える根のように複雑に絡み合ったネットワークは、
この「鎖国状態」を打ち破る強力な武器になるのではない
かと期待される。これらは , プロジェクトの第 2 期に引き
継がれる。
　感動的なイベントを終えて生徒達が帰っていく場所、そ
れは住み慣れた昔ながらのふるさとではなく、いまや大き
な世界の一部となった自分の町、新たな発見と驚きを与え
てくれる新天地であってほしい。学びは世界を開く。イノ
ベーションは、ものごとを突き放し客観的に見ることから
始まる。

パリ日本人学校の生徒さんたちもボランティア参加
してくれた。

イベント翌日は、日仏経済交流委員会か
らセーヌ川クルーズがプレゼントされた。

屋外での巨大ドミノはたいへんな冒険であった。 東京でつくったビニリアンは、パリでも大
人気であった。

イベントの翌朝、生徒全員に修了証書が手渡された。ユニクロとコラボで作ったチームＴシャツ
はたいへんな人気であった。
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NIPPON、笹川日仏財団、富士通、日本 IBM、アクサ生
命保険、ユニクロ、ソフトバンク、福島大学同窓会、ダイ
ユーエイト、福島商工会議所、ふくしま未来研究会、JA
グループ福島、日本ミシュランタイヤ、髙木株式会社、サ
ンゴバン、東邦銀行、東洋システム、東京倶楽部、武田
薬品工業、楽天、日本エアリキード、RATP、SANOFI、
IRSN、Nikon フランス、福島大学元理事永倉様、皆様方
のご支援があってこその大成功でした。またこのほかにも
180 を超える個人・団体・企業様のご支援をいただきまし
た。
　そして、多くの自己犠牲を払ってプロジェクトの柱と
なってくださいましたローカルリーダーの先生方、原山
様、黒瀬様をはじめとした日仏のアドバイザリーボードの
皆様、福島大学事務局の皆様、ILLab の先生方、学生・院
生スタッフの皆さん、運営事務局の皆様方、集中スクール
のファシリテーターの方々、本当にお世話になりました。
2 年半の長きにわたって支えて下さいましたすべての皆様
方に感謝申し上げます。
　最後に、死の直前まで本プロジェクトを気にかけ、アド
バイスをくださいました仏文学者の故中井多津夫氏の御
霊に、本プロジェクトの成功をご報告いたします。

（文責 ･ 三浦浩喜）

戸倉地区に伝わる鹿子躍の舞。津波の後、奇跡的に装束が
見つかり復活した。震災復興の象徴として感動を呼んだ。

大成功に湧くステージ前の生徒。リーダーの
胴上げも始まった。
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【考察２】	 成長要因の分析  
Ø 生徒の成長をもたらした本スクールの教育的要素（成長要因）について、生徒の自己申告デー

タをもとに分析した。 
² 教育的要素は、①スクールを通じた人的交流、②プロジェクト設計において重視した活動

項目の二つのカテゴリで、計 15項目から選択（複数回答可）。 
Ø 成長レベルの高い生徒ほど、より多く経験し、成長に役立てている。 

² 全 9指標の平均値（総合指標）を見ると、成長レベルと経験した教育的要素には相関関係
が見られた。Lv2以下の生徒は、①②ともに平均 2.5個の要素の経験に対し、Lv4以上の
生徒は、同 4個の要素を経験している。 

² 全生徒共通での成長要因のトップ 3は、他地域の生徒との交流（平均 71％）、異学年の
生徒との交流（56%）、地域の将来・未来に対する議論・活動（54%）であった。こ
れらは、プロジェクトの骨格だったといえる。 

 
図．総合指標（全 9指標の平均）の Lv別にみた、成長要因の分布（n=84） 
  

71％ 
56％ 

54％ 

スクールを
通じた交流流  

プロジェク
ト活動項⽬目  
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 チームごとにプレゼンテーションを行い、デボラ前政策課長のファシリテーションによる公開投票の結果、グループ２のプラ

ンが１位となった。講評では「これまで専門家がやっていたが公教育のデザインを、生徒達が行うという点で意義があった。」

とされ、今後、このプランに他のプランも加味し、ブラッシュアップを重ねていく。 

 

 

７．	 プロジェクトが残したもの 

 帰国後、生徒達は時差ぼけも治らないうちに、Facebook に感謝の気持ちを綴った。その行間からは,出発前からは考えられな

いような大人びた姿が感じられた。東北スクール外からもたくさんのコメントが加えられた。 

 KPI 評価でも前頁のような、期待以上の結果がもたらされた。1 年半から現在まで、自己評価の平均が 1.5→2.0→3.0→4.0 へ

と向上しているのがわかる。主観的ではあるが、イベント直後の自己評価を一人ひとりよく見ると、かなり抑制的であることを、

あえて記しておきたい。 

 

 自己評価アンケートとともに書いてもらった以下コメントを読むと、イベント終了の翌朝であるにもかかわらず、冷静に、自

分自身と対話していることがよくわかる。 

 

 

・	 ２年前の自分を考えると、復幸祭に参加してステージで

自分の思いを伝えるなんて信じられなかった。でも、何

とか自分の言葉で伝え、聴いてくれた人たちから「すご

く良かった！」「素晴らしい！」「話してくれてありが

とう」と声をかけてもらったときは、もう OECD 東北

スクールに参加して本当によかったと思いました。 
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■ＫＰＩ評価から見る生徒達の成長

　OECD 東北スクールは、プロジェクト
学習を通して生徒達の成長を促す教育プ
ロジェクトである。地域復興の担い手に必
要 な KPI（Key Performance Indicator）
を設定し、その変化をモニタリングして
きた。このレーダーチャートに示すよう
に、生徒達の自己評価はプロジェクトの
進行とともに向上している。

成長要因の分析
　生徒の成長をもたらした本スクールの教育的要素（成
長要因）について、生徒の自己申告データをもとに分
析した。
全生徒共通での成長要因のトップ 3 は、他地域の生徒
との交流（平均 71％）、異学年の生徒との交流（56%）、
地域の将来・未来に対する議論・活動（54%）であった。
これらは、プロジェクトの骨格だったといえる。

※本調査は9月時点のものであり、
10 月から 11 月にわたって行われ
る最終アンケートで最終分析を行
うことになっている。
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　　　プロジェクト運営協力

後　　援

　　　協　　力

協　　賛

福島大学同窓会　　　　　　　　　  　　　　　　　　ふくしま未来研究会

JA グループ福島　　　　　　　　　　　　髙木株式会社

      

     　

 

※紫ロゴは原則使用しないでください。

す べ て を 地 域 の た め に
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