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子ども世界平和サミット🄬

Children‘s World Peace Summit
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要項
主催 一般社団法人ピースピースプロジェクト / 後援 外務省

衆議院議員会館の大臣席で、
世界を平和にするアイデアを発表する 子ども代表を募集します。

一般社団法人ピースピースプロジェクト
〒734-0001 広島市南区出汐 1 丁目 17 番 25 号
E-mail： info@peacepieceproject.com
Tel：
082-235-0693 ※平日 8 時～17 時
Fax：
HP:

082-253-0548
https://peacepieceproject.com

※子ども世界平和サミットは、
国連が推進する人間、地球及び繁栄のための行動計画
「持続可能な開発目標（SDGs）
」の達成に貢献します。

子ども世界平和サミット 子ども代表募集要項
一般社団法人 ピースピースプロジェクト

＜開催趣旨＞
私たちピースピースプロジェクトは、世界平和とは、子ども達が安心して暮らせる地球を創ることとし、
その実現のために平和を創る子ども達を育てています。
子ども世界平和サミットでは、世界各国を代表した 10 代の子ども達が、世界のリーダーが実際に使用して
いる衆議院議員会館の国際会議室に集い、世界平和に関心を持ち、意見交換することで、子ども達の視点から
平和提言し、世界平和を実現するアイデアを発表し、一人一人が行動計画を宣誓します。
現状の平和学習は、戦争の歴史を学ぶ機会はありますが、平和の創り方を学ぶ機会がほとんどありません。
心身ともに発達する 10 代の重要な時期に、多国籍の子ども達と平和について主体的に学び考える体験をする
ことで、子ども達が国際協力に興味を持ち、将来、国際社会で活躍する力を育てることが目的です。
皆さまからのたくさんのご応募をお待ちしております。

＜応募資格＞
応募時点で 10～18 歳の方が対象です。
応募者の中から特に優秀な作品を応募された方は、2021 年 8 月 10 日に衆議院議員会館での子ども世界平和
サミットにて、子ども代表として大臣席で作品をスピーチ頂きます。予め、下記日程の打ち合わせ及びイベン
トがある事をご理解頂き、ご応募頂きますようお願い致します。
＜子ども代表に選ばれた場合に参加が必要なイベント＞
➀ 2021 年 7 月中にオンラインまたは対面での顔合わせがあります。
② 2021 年 8 月 10 日に、衆議院議員会館での子ども世界平和サミットに現地またはオンライン参加してくだ
さい。
（※サミットの進行が日本語のため、本人または引率者が日本語の指示が分かることが必要です。
）

＜作品のテーマ＞
「平和ってなに？わたしが考える世界を平和にするアイデア」
～あなたの思う「平和」とは何でしょうか。世界を平和にするための、あなたのアイデアを教えてください～
一言で「平和」と言っても、その意味は抽象的です。まずは、あなたにとって「平和とは何か」を考えてみ
てください。
平和について考えるのが難しい方は、あなたの周りで幸せになってもらいたい人を思い浮かべてみて、
「その人はどんなことに幸せを感じているだろう」
「その人は、今どんなことで困っているだろう」という
質問から、世界平和について考えてみる方法があります。
そして、その世界平和を実現するためには、どうすればいいでしょうか。
「委員会活動や部活動でできる
ことはあるだろうか」
、
「将来の夢を通してできることはあるだろうか」など、あなた自身や、みんなでできる
こと、したいことを、自分の夢とつなげて学校の先生や家族と一緒に考えてみましょう。
是非、自由な発想で世界平和を創るアイデアを教えてください。
【参考資料】
「作品づくりのためのアイデアノート」をホームページよりダウンロードいただけます。

ダウンロード URL：https://peacepieceproject.com/cwps2021#ideanote

※保護者の方、先生方へのお願い
「戦争」や「核兵器」の自国等の戦争の歴史を学習するのではなく、
「平和の創り方」を学ぶ機会となるこ
とを願っています。
例えば、これまでの平和学習に見られるのが「このような歴史を繰り返さないように、戦争の悲劇を伝える
ことで世界平和を創りたい」というアイデアです。もちろんそれも大切ですが、もう一歩踏み込んで、
例えば、
「武器を使わないで話し合いで解決できるように、たくさんの国の言語や文化を学び、世界中の人と
友達になることで平和を創りたい」など、子ども達がワクワクしながら積極的に世界平和に貢献していける
アイデアを発表頂けることを期待しています。

＜応募期間＞
2021 年 4 月 30 日（金）～ 6 月 14 日（月）6 月 30 日（水）締切
※選考委員が、随時、応募作品を確認させていただき、すべての応募者の中から子ども世界平和サミットの
出場者 10 名を選考しご連絡致します。
※子ども代表が 10 名に達し次第、募集を終了する場合がございますので、お早目のご応募を推奨致します。

＜子ども代表について＞
◎ 人数： 10 名
◎ 子ども代表の方には、衆議院議員会館にて、
ご応募いただいた作品をスピーチ頂きます。
日時：2021 年 8 月 10 日（火）
会場：衆議院第一議員会館 国際会議室 (東京都千代田区永田町 2-2-1)

写真提供：衆議院

※交通費など旅費は各自の負担とします。
※当日は取材や弊社撮影スタッフが入るため、撮影や写真、動画の撮影と使用へのご同意が必須となります。

＜表彰＞
◎ 最優秀賞 (1 名)
◎ 優秀賞 (4 名）
◎ 協賛企業賞 (5 名）
※子ども代表 10 名以外も、優秀作品はホームページなどに掲載し、
表彰状を郵送（または学校に送付）させて頂きます。

＜審査員＞

山崎直子氏

宇宙飛行士の山崎直子氏（予定）や、国際博覧会担当大臣の井上信治氏（予定）など

＜応募規定＞
１．応募作品について
作品は、自分自身の考えや体験、調査した内容等に基づく考えを作文や動画作品としてまとめたも
ので、他のコンクール等で発表していないものとします。
（授業やクラブ活動のみで発表したものは応募可能です。
）

２．作品の形態、作成について
下記の「A)作文」
、または「B)動画」のどちらかを、応募用紙を添えて提出してください。
応募用紙は、ホームページからダウンロード頂くか、Word などのワープロソフトで必要事項を漏れ
なく打ち込むことで作成したものも受付可能です。
応募用紙のダウンロード URL： https://peacepieceproject.com/cwps2021#ideanote
A）作文 (英語または日本語で作成)
● 日本語の場合 300～800 字、英語の場合 250～600 words で作成してください。
（文字数の目安は、フォントサイズ 12pt で A4 用紙 1～2 枚ほどの文章量です。
）
● Word などのワープロソフトで作成することを原則とします。
● 盗作、盗用、剽窃とならないよう注意し、引用箇所には引用符（“ ”）をつけるなどするほか、
引用元の情報も明記すること。
（引用元の情報に関しては、Word 数に含めません。
）
※ ワープロソフトでの作成が困難な場合は、事前にご相談ください。
※ 手書きした原稿を写真などの画像を貼り付けることはおやめください。

B）動画 (動画内の言語は自由)
● ①1 分以上 3 分以内のスピーチ動画（動画内の言語は自由）と、
②スピーチ内容を英語または日本語でまとめた文章を Word などのワープロソフトで作成したものを提出
してください。
（文章は動画の字幕として使用）
※ ワープロソフトでの作成が困難な場合は、事前にご相談ください。
● 動画はスマートフォンやビデオカメラで撮影し、横長の画面となるように撮影する。
● 動画の初めに、5～20 秒程度の自己紹介を入れてください。
※動画撮影時の注意事項
・ 動画は YouTube 等で公開する場合がございますので、学校名や所属、本名等の個人情報をスピーチに含め
る場合は応募者の責任においてご応募ください。
・ 動画の編集や加工は許可しますが、画面の横が長くなるようにしてください。アプリなどで縦横比が正方
形や縦長にならないように留意してください。
・ 動画中に、第三者の著作物（写真、動画、音楽、美術品、振付け等を含みます。
）や商標（企業名・商品
名）等が含まれる場合、応募者の責任において予め権利者の承諾を得てください。
・ 撮影に当たっては、撮影が許可されている場所で、周囲の人に迷惑がかからないよう十分注意して撮影し
てください。
※スピーチ例
こんにちは、わたしは日本のヤマトです。
わたしは部活動で野球部に入っていて、毎日、朝と放課後に
この愛用のグローブやバッドで練習しています。
平和について考えた時、わたしは友達と一緒に野球ができる毎日を思
い浮かべました。（～体験談～）
わたしは将来、野球監督をしたいと思っていて、
その時に、野球の楽しさだけでなく、仲間と力を合わせることの素晴らし
さを教えていくことで、野球で世界を平和にしたいです。

＜応募方法＞
・学校の場合、学校応募申請書を提出いただき、生徒の作品をまとめてご提出ください。
学校応募申請書は、下記よりダウンロード後、事務局にメールにてお申し込みください。

◎ 学校応募申請書：https://peacepieceproject.com/cwps2021/school/
ご希望いただいた場合、完全オンラインで応募のできるシステムをご利用いただけます（無料）
※使用するシステム：ＵＭＵ（ユーム）… 双方向性のあるオンライン学習プログラム
生徒ひとりひとりに、専用のアカウントを付与し、オンラインで簡単に応募が可能です。
https://www.umu.co/home/
・一般の方は、公式ホームページから応募申請してください。
ホームページからのご応募後、自動で事務局からメールが届きます。
そのメールの指示に従い、作品を添付（または指定の URL にアップロード）してご応募ください。

◎ 応募ページ URL：https://peacepieceproject.com/cwps2021
※ ホームページからの応募が困難な場合は、事前にご相談ください。

＜選考結果のご連絡方法＞
➀学校の方は、2021 年 6 月 30 日までに、学校のご担当者様宛にご連絡致します。
②一般の方は、2021 年 6 月 30 日までに、ご応募頂きましたメールアドレスまたは電話番号に、子ども世界
平和サミット事務局からご連絡致します。
その際、8 月 10 日のサミットへの出席に関する同意書（撮影の許可など）を親権者（保護者）の方にご記
入いただく形となります。

＜著作権について＞
ご応募いただいた作品の著作権は応募者に帰属しますが、子ども世界平和サミットの実施やプロモーショ
ン（広報、報道発表、イベントの告知を含みます）等に活用する目的で、一般社団法人ピースピースプロジェ
クト及び当社が許可した第三者が、作品を、無償かつ無期限に使用、掲載、転載、公衆送信等することを承諾
するものとします。
【使用例】
・一般社団法人ピースピースプロジェクトのホームページや活動報告で使用
・一般社団法人ピースピースプロジェクトのツイッターなどの SNS で発信
・テレビや新聞、雑誌など、メディアでの報道など

＜免責事項＞
弊社は、弊社による応募作品の利用によって応募者および第三者に生じた一切の損害について責任を負い
かねます。

