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協力・実行委員
編集後記

シンボルマークの由来
Facebook 上のユースの話合いで、2011 年 5 月 16 日に 5 色が決ま
り、8 月 16 日にデザインが決まりました。青（youth）
、緑（環境や
エコ）
、オレンジ（生命や活力）、そして東日本大震災を受けた日本
の国旗から白と赤（逆境にめげず、立ち向かっていくという意志）
を表す５つの色を組み合わせたものです。
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Meaning of the conference symbol mark.
In the discussion on Facebook, five colors were determined on May 15, 2011
and the design was decided on August 16 2011. The five colors on the
symbol have specific meaning. The Blue color symbolizes youth, green
symbolizes environment or ecology, orange symbolizes vigor and life and red
and white are the colors from Japanese flag which always encourage to
move forward even in the time of difficulty.
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Editor's note
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はじめに
こどもエコクラブは、日本中で 15 万人以上が登録し活動しています。しかし、中学
校、高校になると部活動や受験等で、せっかく関心をもった環境からユースが遠ざか
る傾向にあります。あらゆる面での成長期であるユースが活動しにくい状態は、環境
活動を地域に根付かせるうえでの大きな課題となっています。また、人間関係の希薄
になりつつある現代社会において、世代を超えてつながっていくことは、ユース（中
高大学生）のみならず全ての世代に大切なことになっています。
こどもエコクラブの活動で、国連環境計画（ＵＮＥＰ）会議（名古屋、ノルウェー）
や生物多様性ユース国際会議（カナダ）、ボルボ・アドベンチャー（スウェーデン）
などにこどもたちを参加させてきた体験から、こうした国際的な体験がこどもたちの
意識や、考え方を大きく成長させていることがわかりました。にもかかわらず、最近
の傾向として国内志向が高まり、留学などで国外に行く学生の減少が報道でも取り上
げられています。
これらの問題意識から、国際環境ユース会議の開催を企画しました。この会議にユ
ースがメンバーとして参加することで、ユース自身による活動の輪が作られることが
期待できます。現在は、通信手段も発展しているため、Skype 等の手段を使うことに
より、世界中をつなぐことも可能になりました。こうした手段によって海外からのユ
ースと交流することで、国際的なネットワークを築くことも可能になります。長野に
留学、就職等されている海外の方にもご協力、ご参加いただき国際交流の輪を広げる
こともできます。
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今回の会議のテーマは“地産地消”としました。これは、開催地の小田切地区が、
経済的発展の過程で日本が失ってきた伝統的価値観を大切にしながらも、地産地消の
普及促進に積極的に取り組んでいる地域であるためです。参加者に長野市内および県
内、国内の環境の多様性、日本の歴史等と新エネルギーの融合を認識してもらうこと
もできました。また、開催地の鬼無里で、伝統的生活を楽しんでいる方たちにも、協
力していただくことができ、無事に終了いたしました。多くの協力者の皆さまに感謝
申し上げます。
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今回の第５回に続き、この会議をさらに大きく発展させていけたらと考えています。
今後ともご参加、ご協力のほどよろしくお願いします。

2016 年 9 月
国際ユース環境会議実行委員会

Introduction
There are over 150,000 children registered and taking part in "children eco-clubs" all
over Japan. However, the trend for middle and high school students to become overly
busy with school club activities and entrance examination makes them unable to
continue their environmental activities. Such a difficult situation of youth, who are
growing in every facet of their lives, involves problems on propagation of environmental
activities into local communities. Also, in this increasingly disconnected modern society,
it's not only important for youth but also for local communities to make a connection
across all generations.
Through "eco-club" activities, we have supported participation of youth to international
conferences such as the United Nations Environment Programs (Nagoya, Norway),
Biodiversity Youth International Conference (Canada), and Volvo Adventure (Sweden).
We found that such experiences enhance their environmental awareness and change
their way of thinking. On the other hand, recent trends see a decline in studying abroad
and a preference for remaining in familiar, domestic surroundings.
It is from the awareness of these issues that we decided to hold this Conference. Using
Skype technology allowed participation of youth living abroad. We expect youth will
make a ring of collaboration through this experience and expand their networks with

The theme of this conference <<local production for local consumption>>, was
chosen to make participants realize possibility of a fusion between the value of
traditional life and the new technology. For this conference, we could get support from
Otagiri a residents spending life in traditional style. Also, participants were able to
become cognizant of the diversity of environment and history of Japan in the mountains
of Otagiri and travelling through Nagano region.
Although this is the 4th meeting of its kind, we hope that it develops into something
much bigger. Please participate and cooperate with us toward that end.
September 2016
The International Youth Conference on the Environment committee
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youth invited form all over the world.
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国際ユース環境会議
in 小田切(長野市)
International Youth Conference on the Environment
in Otagiri (Nagano City)
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1 日目

6 月 24 日

開会式
実行委員長の渡辺先生からこの活動についての
お話しをいただきました。一緒に活動する先生方の
紹介もありました。これから始まるワクワクで胸が
いっぱいでした。

1st day

Opening ceremony
Professor Watanabe, chairman of the committee,
explained purpose and target of this activity. The
teachers who worked with us were introduced.
Everyone was thrilled thinking about what was coming
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future.

3回

5

24th June

アイスブレイク
グループに分かれて、東京農工大の大学生の考えた
クイズに答えました。豆知識もあり驚きの連続でした。
初めてあった人とも楽しく活動でき、和やかな雰囲気
でした。

Ice breaking
Participants were divided into groups to talk together
and think of the answers to quiz questions presented
by Tokyo University of Agriculture and Technology
students. We were surprised at many of the answers.
Participants were able to get to know each other in the
relaxed atmosphere of this first activity.

ポスターセッション
事前に各自が作ってきた“地産地消”をテーマ
にしたポスターを一人ずつ英語で発表しました。
同じテーマであっても人によって様々な視点から
発表していました。それによって、新たな発見が
できると共に、とても良い経験となりました。英
語で話すという普段慣れないことにも恐れること
なく、みんな堂々と発表していました。

Poster Session
Pre-made posters on the theme of "local production
for local consumption" were presented in English by
each participant. Various points of view on the same
theme

were

presented.

We

discovered

that

presenting in English without the usual fear that we

未来への手紙

very good experience. Everyone proudly presented.

～信州から世界へ～

are accustomed to when speaking English could be a
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2 日目 2ndday

６月２５日 25th June

高地キャベツ畑や高地菜園の見学

(NPO 法人オアシス)

2 日目の朝、厳しい山道をみんなで登り、小田切で活動している方々からお話をいただきました。晴れ
ているときは富士山が見えるほどの高地で主にキャベツを栽培しています。地域の人々に貸し出している
畑もあり、よく見かける野菜が土で育っている様子を見学することが出来ました。

Tour of cabbage fields and vegetable garden（NPO corporation Oasis）
On the morning of the second day everyone hiked a tough mountain road together. Representatives of NPO
Oasis explained agriculture in Otagiri. The cabbage is cultivated in the highland fields from where Mt. Fuji is
visible when the weather is clear. We were able to tour the fields and observe how various vegetables are
produced.

おやき作り
長野で昔から食べられている伝統的
食の“おやき”
。皆で生地からこねて、
かぼちゃやニンジン、玉ねぎのあんを
具材に作りました。うまく包むのは難

国際ユース環境会議
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しかったですが、自分達で作ったおや

3回
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きは格別の味でした。

Oyaki making experience
Oyaki dumplings are a famous traditional Nagano
food. Participants experienced oyaki making from
dough kneading to filling it with carrot, ognion, and
pumpkin. Shaping Oyaki was so difficult, but the
taste of self-made Oyaki was delicious.

大学生によるワークショップ
大学生が考えた地産地消についてのクイズをグルー
プに分けて行いました。簡単な問題から難しい問題もあ
り、とても盛り上がりました。また、一番正解の多かっ
たチームに長野市で採れたあんずをプレゼントして、美
味しく食べました。

Work shop by university students
Divided into groups, Participants talked about the
answers to

various

questions

concerning

“Local

production for local consumption”. The most successful
group received apricots grown in Nagano city as a prize.
They were very delicious.

エネルギーの地産地消ということで、色素
増感太陽電池を制作しました。まず準備と
してろ紙に色素を染み込ませて、ガラス板
に黒鉛を塗り付けました。どんな電池にな
るのかドキドキでした。

For the theme of local production of energy
for

local

consumption,

we

made

dye-sensitized solar cells. This day’s
activity was preparation of solar plate. We
painted several color of dyes onto glass
plate by using filter papers. We were filled
with expectation.

Skype 会議
全体で skype を使って地産地消をテーマにアメリカの
人と繋いでお話をしました。ニューヨークの地産地消に
～信州から世界へ～

ついて聞くことができました。日本とアメリカの地産地
消についての考え方の違いを知ることができ、とても良
ったですが楽しかったです。

Skype conference
Participants talked with a gentleman from New York
about the theme of local production for local
consumption. We were able to hear about projects

未来への手紙

い経験となりました。また英語での問答ができ、難しか

being done in New York. We could also learn about
differences between Japan and the United States.
This discussion was in English. It was very difficult,
but it was also very fun.
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鹿・猪・穴熊の解体
夕食のバーベキューで食べるため鹿、猪、穴熊

animals, participants cut deer and wild boar meat to be

後、みんなで交代しながら解体をしました。私た

cooked and eaten at the evening's barbecue. We

ちが命のあるものを食べて生きている、というこ

realized that we are living by eating life. Most of the

とを改めて感じました。

meat was already cut in parts; however the badger was

ので初めての体験に興味津々でした。

バーベキュー
いろんな人と話をしながら、ゆっくりと
バーベキューを楽しみました。また自分た
ちで解体したジビエを、食べることができ
て感動しました。みんなと食べるバーベキ
ューは、最高です。
帰り道は電灯のほとんどない夜道で、肝

国際ユース環境会議
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試しで盛り上がりました。

3回

After studying the bone and muscle structure of the

の解体をしました。骨や筋肉の形や構造を学んだ

穴熊は生きた状態そのままからの解体だった
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Preparation of deer and wild boar for consumption.

not prepared. This first experience of full dismantling
was very interesting.

Barbecue
Participants enjoyed the barbecue and talking with
each other. We were impressed at eating the Gibier
meat we had prepared.

Doing barbecue with

colleagues was excellent. On the way back to the
hotel, we enjoyed a test of courage in the dark road
without lightings.

3 日目
3rd day

６月２６日
26th June

Skype 会議Ⅱ

Skype conferenceⅡ

4 つのグループに分かれて skype を繋ぎ、アメリ

Divided into 4 groups, participants talked with people

カ、ネパール、モンゴル、マレーシアの方と地産

from the United States, Nepal, Mongolia and Malaysia on

地消をテーマにお話をしました。地域によって考

the theme of local production for local consumption. The

え方が異なり、地産地消について深く考えまし

way of thinking is different in different regions, so we had

た。その国についての質問も多く出て、外国の方

to think about the issue more deeply. We enjoyed

との英語でのお話を楽しみました。

conversation in English.

講演会：クリスさん

それに対して私たちがどうしていくべきなのかにつ
いての講演をしていただきました。日本で当てはま
ることが世界では当てはまらないことを実感しまし
た。

Lecture by Chris Clancy

未来への手紙

ら、地産地消について国際的な視点から、問題点や、

～信州から世界へ～

長野市内の高校で ALT をされていたクリスさんか

Mr. Clancy has been a longtime educator at schools in
Nagano. His lecture was about local production for Local
consumption from an international perspective.
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Participants were encouraged to think about what we
can do and talk about it in groups

未来への手紙
この 3 日間で感じたことや体験したことを思い出しながら、自分の未来や世界の未来へ向けての手紙
を書きました。普段の生活の中では、目の前の事に一生懸命で未来を考える機会はあまりないように感
じます。様々な世代の人と一緒に生活する中で何を学んだのか、それをどのように今後に活かしていけ
るのかなど、考えをまとめるのは大変でしたが、それも含めてたいへん有意義な時間となりました。来
年に自分の書いた手紙が届くのが楽しみです。

Letter to the future
Participants were asked to write a letter to themselves to be read in the future about what they had
experienced during the three days of this program. Many said that they rarely had time to think seriously
about the future. Others wrote about living with people from different backgrounds and generations and
how they could take advantages of the experience in the future.

フェアウェル

Participants were invited to have a taste of

いただきました。たくさん体験してたくさん考え

delicious cake and some tea from a local bakery.

て少し疲れ気味の体にも心にも、甘いケーキはと

The taste of sweets made us happy and

てもおいしく幸せな気持ちになりました。

refreshed after three days of hard work.

国際ユース環境会議

REPORT 2016

みなさん、3 日間お疲れ様でした！

3回
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Farewell

みんなで地元のケーキ屋さんのケーキとお茶を

～信州から世界へ～

Poster Session

未来への手紙
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小口泰誠

地産地消

Local production for local consumption.
地産地消とは？
The local production for local consumption?
地元で作った食べ物をその地元で消費すること。
The consumption of food made with local in the local

経費削減出来る

環境汚染

Cost reduction

Environmental
pollution

輸送コストがかかる
It takes
transportation costs

・運搬コストがかからない。
・運搬をしないので、二酸化炭を
排出しない。
・新鮮な物が食べられる。

Advantage
・It is not less transportation.
・We don`t transportation .so we
discharge co2.
・We can eat fresh food.

～信州から世界へ～

メリット

Eco friendly

未来への手紙

環境に良い
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秋山怜美
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参加者の声
Ｑ．参加してみてどうでしたか？

普段の学校の授業や生活では、味わうことができ

自然について考える良い機会

ない体験ができたこと。例えば、年代の超えた交

だった。英語を使うことがで

流、グループでのディスカッションなど。

き、勉強できた。

同世代の人と沢山話し、活動した全て楽
しかった。話すことはもちろん取材し
同じ学年の人や違う学年の人

て、司会したり、わからなくても英語で

などと、2 泊 3 日の楽しさを味

活動したり、そういった挑戦的な活動も

わえた。また、その人たちと、

楽しかった。まさにアクティブラーニン

BBQ や free 時間を楽しく過ご

グだと思った。

せた。

知らない人とふれあい、知識を増やすことができた！
BBQ、農業体験、フリータイ
身近なものを使って、生活に役立

ムで、友達とより仲良くなれ

てられることが分かった。

た。

国際ユース環境会議
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Ｑ．参加後やってみたいと思ったことは？

3回
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ぜひ留学したいです。
（今回

外国に行って、日本と外国の仲を

の経験を生かして）

よくする仕事につくための努力。

英検準 2 級、2 級とる‼

来年もユースに参加したい。
（ボランティアなども）

会議終了後のアンケートで、約 78%の参加者がまた参加したいと回答してくれました。

・取材記事等
ラジオ FM 善光寺で 6 月 15 日に国際ユース環境会議を取り上げていただき、PR できました。
信濃毎日新聞社が取材に、27 日に海外とのスカイプ会議が主に記事が掲載されました。
SBC テレビが取材に訪れ、7 月 9 日エコロジー最前線で国際ユース環境会議の様子が放映されました。

・参加者一覧

国際ユース環境会議の沿革

小口 泰誠

田名部 匠

草間 由紀子

塩澤 奈那子

常盤 二千華

石原 真子

小林 保稀

秋山 怜美

岡本 大矢

市河 拓海

遠藤 俊

浅野 孝紘

古川 颯聖

東出 尚也

前島 俊

吉田 衣織

成田 悠理

熊倉 諒

山田 萌生

根元 和音

佐藤 李花

小林 千瑶

久保 光希

北島 由菜

山田 佳奈

橋本 郁也

庄村 優香

吉田 凌

中塚 雄士

工藤 愛奈

黒栁 るん

澤田 崚作

宮島 和雄

清野 一紗

塚原 誠

小口 滉誠

小林 真璃衣

島崎 翔

新宅 遥

2010.11.13：

設立準備として、環境 X 国際交流のチラシを
こどもサミット交流会で配布

12.18：
2011.03.11：
12.08：
2012.05.24：

国際ユース環境会議実行委員会設立
東日本大震災
国際ユース環境会議ホームページ開設
市内中学/高校にチラシ 2 万枚を配布

2012.06.15-17：

第 1 回国際ユース環境会議を鬼無里で開催

2013.08.09-11：

第 2 回国際ユース環境会議を大岡で開催

2014.09.5－7：

第 3 回国際ユース環境会議を戸隠で開催

09.27：
2015.03.07：

信州大学工学部にて報告
ESD ユネスコ世界会議報告会にて報告

06.27-28：

第 4 回国際ユース環境会議を鬼無里で開催

2016.06.24-26 ：

第 5 回国際ユース環境会議を小田切で開催

・Skype 会議参加者
James M. Kass (ｱﾒﾘｶ) 遠藤愛実（ｱﾒﾘｶ）

Muhammad Aiman（ﾏﾚｰｼｱ）
Otgonbayar Soyolmaa（ﾓﾝｺﾞﾙ）
Santosh Yonjan（ﾈﾊﾟｰﾙ）



後援・協賛
長野県教育委員会、長野市教育委員会、
（一社)長野県環境保全協会、信州大学教育学部
長野市国際室、ながの環境パートナーシップ会議、NPO 法人みどりの市民、



協

力

NPO 法人オアシス、長野市青少年錬成センター

実行委員

渡辺隆一（信州大学教育学部特任教授）小山勝宏（NPO 法人みどりの市民）草間理恵子（環境カウンセラー）
西澤和雄（長野市地球温暖化防止活動推進員）浜中満男（元教諭）クリス・クランシー（M.S.Ed）
山口利幸

編集後記 ●運営を手伝っていた大学生が、自分で考え、課題をこなすという次元を越えて行動する瞬間に、
今年は何度か立ち会うことができました。君たちの未来に幸多かれ！

草間理恵子

Editor`s note ●Some university students who helped with administration were marvelous. They

未来への手紙



～信州から世界へ～

クリス・スミディー / 李妮（長野県国際交流員）、酒井昌之（NPO 法人オアシス）、後藤光章（BSCN）、

handled their work by themselves and done their best. Their thoughtful behavior moved us. I wish you
every happiness!
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REPORT 2016
国際ユース環境会議
3回
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国際ユース環境会議実行委員会

