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ROUND SQUARE

Round Square は世界 60 か国 180 校からなる厳選された私立学校連盟で、日本では 6校が参加しています (2019 年 11月現在 )。
”I.D.E.A.L.S.”という基本理念に基づき、様々な交流プログラム、交換留学プログラム、そして国際会議などを中心にグローバルな活動が展開されています。
学校同士はもとより生徒同士の交流の場がプログラムには設けられており、将来、世界で活躍するための貴重な体験をすることができます。
基本理念：Internationalism, Democracy, Environment, Adventure, Leadership, Service



SCHEDULE
日本　➡　デリー　

➡　インドール

開会式
基調講演：カイラシュ・サティーアーティ氏（ノー
ベル平和賞受賞者）、シャシ・タルール氏（国連事
務次長）
夜の文化交流で弓道と剣道を披露

基調講演：ＡＩ搭載ロボット「ソフィア」、キラン・
ガンディー（音楽家・活動家）
バラザ：小グループでの議論やモノづくりの活動
Multicultural Night

7000年前の王朝跡「Mandu」訪問
Multicultural Night

古い城下町「マヘシュワール」を訪問：孤児院・老
人ホームの併設施設、畑、聾唖施設などで社会貢
献活動

がん撲滅チャリティーマラソン、植樹、
義足の走者シン氏による講演、閉会式

帰国
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Round Square 
International Conference 2019

ラウンドスクエアでアジア地区
を統括するスチュアート氏が 11
月に本校を訪問。カンファレン
スに参加した生徒をたたえると
ともに、ラウンドスクエアの活
動内容について生徒たちに話し
てくださいました。

Sarvodaya - the world we wish to see -
世界中の仲間と学んだ多様性、そしてさらなる国際貢献を再認識した1週間

ラウンドスクエアには世界60ヵ国から180の私立学校が加盟。
日本では本校を含め６校が加盟している。

2019 年度ラウンドスクエア国際大会がインドで開催され、本校代表生徒
が参加しました。インド中北部インドールにある Emerald Heights 
International School に 1 週間滞在し、Sarvodaya - the world we wish to 
see -のスローガンの下、交流と社会貢献活動をしました。参加者は老人ホー
ムや孤児院訪問、労働体験、チャリティーマラソン、ノーベル平和賞受賞
者講演などを通して、多様性を受け入れること、よりよい世界に向け協働
することを確認し合いました。期間中は寮での共同生活と「バラザ」と呼
ばれる小グループでの会議を重ねることにより、世界中に仲間ができまし
た。相互理解と平和のために、自分の学びを生かし、世界に貢献する人材
が育っています。
インドで学んだことは「多様性」です。今回は世界 60 か国の 180 校から
総勢 1000 人が集まりましたが、インドの中にも様々な文化があることを学
びました。人、国、文化は違って当然であり、その違いを認め、理解し、
共通の目的に向かっていく術を、多くの人との出会いや協働する体験から
学びました。
今後は本格的にラウンドスクエアのメンバー校として活動する予定です。各
国との交換留学を実施し、学びを共有していきます。地域大会や世界大会
にも積極的に出席して行く予定です。国際社会での交流を通して自分自身
を再認識し、相互理解と親善への貢献に尽くします。



PSGFF in New York



SCHEDULE
羽田空港➡ジョン・Ｆ・ケネディ空港着
High Line（空中緑道公園）、Vessel（Hudson 
Yards）訪問

Nightingale-Bamford School（ニューヨーク・マ
ンハッタンにあるラウンドスクエア校）を訪問し、
授業参加・意見交換 
コロンビア大学を訪問

ニューヨーク国際連合本部1階メインロビー
Sputnik LoungeにてPeace in the Streets 
Global Film Festival 2019 授賞式

iHeart Media（協賛企業）訪問、
グラウンドゼロ訪問

ジョン・ Ｆ・ケネディ空港 ➡

➡ 羽田空港 着
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Peace in the Streets Global Film Festival  
United Nations, New York

11 月 6 日㊌、アメリカ合衆国ニューヨーク国連本部で開催された映像祭
「Peace in the Streets Global Film Festival」 で、高校ハイブリッドインター
ナショナルコース 1 年生 6 名が「14 歳から 18 歳部門」で 3 位に入賞し、
表彰を受けました。同映像祭は、Peace Maker Corps がニューヨークで 20
年に渡り続けているもので、iHeart Media, Adobe, Tube filter, STREAMY 
AWARDS などが協賛しています。生徒たちの作品 “Where Does Peace 
Come From?” は、日中関係を通して平和について考える内容です。中国出
身の生徒と日本出身の生徒が平和について率直に議論するところから始ま
り、平和は一人ひとりの心から来る、と結んでいます。国家間の関係が危
惧される状況でも、個人間の繋がりを拡大し、平和の使徒になろうとする
生徒の思いが伝わりました。国際連合本部 1 階メインロビー Sputnik 
Lounge で生徒たちはメディアによる取材を受け、授賞式のスピーチでは会
場から大きな拍手を受けました。本作品は、横浜 JICA で 9 月に開催され
た 2019 国際平和映像祭 UFPFF（United For Peace Film Festival）におい
てもファイナリスト入りしました。
映像制作は附属中学から始め、平和についての思いを深めています。毎年
様々な大会に入賞し、映像を通して世界を変え、平和に貢献しています。

「僕らの教室のように偏見を捨て、お互いを分かち合える世界へ！」
映像制作に込めたメッセージが伝わり、国連本部で行ったスピーチには大きな拍手　

９月 15 日㊐にＪＩＣＡ横浜で開催された「国際平和映像祭」
（UFPFF）でもファイナリストに選出されました。UFPFF は平和をテー
マにした映像祭であり、違いや共通点を知ることで繋がることと平
和実現のために行動することを願い、国連が定めた 9月21日のピー
スデーに合わせて開催されています。

国際平和映像祭２０１９ （United For Peace Film Festival）

Where Does Peace Come From?
【監督：飛川 優（高校１年）】

級友である中国人の生徒と日本人の生徒がお

互いの国の印象について語り合い、平和はど

こから始まるのかを考えています。日中関係は

微妙でも、生徒同士は仲良く友情を育んでい

る自身の経験から、個人同士から始まる等身

大の平和を表現しました。

僕は高校に入学するまで、中国という国に対しあまり

よい印象を持っていませんでした。しかし、高校で中

国からの留学生と出会い、今では日本人と中国人の

間に壁はありません。お互いを分かち合い、同じクラ

スでみんな仲良く勉強しています。

この映像は、「この世界も、僕らの教室のように偏見

を捨て、分かち合えるようになったらいいのに」という

思いから生まれました。

そして、この映像のおかげで、横浜での国際平和映

像祭や、ニューヨークのPSGFFといった映像祭で賞を

いただき、さまざまな思想を持つ人たちと出会い意見

を交換させていただくことができ、平和について考え

る素晴らしい機会になりました。

中国人と日本人の絆もいっそう深まったと思います！

飛川 優 (高校１年)

作品の視聴は

こちらから

国連本部で行われた表彰式

グラウンドゼロを訪問 ラウンドスクエア校を訪問

国連本部でメディアの取材 iHeart Mediaを訪問



高校１年生の３人が、School Maker Faire に作品を出展しました。
Maker Faire とは、オープンな学びを提供しているイベントで、世界各地
で開催されています。その中で開催された School Maker Faire は今回が
初めての開催で、８校が参加しました。会場内に設置されたブースには、
大勢の方が訪れてくださり、そのお一人お一人に丁寧に説明しました。
自作のパンフレットやポスターも用意して、ブースを訪れた方に配布し、
普段の活動や学校のことを紹介しました。
会場内では参加校によるプレゼンも行われ、清水大輔君が代表でプレゼ
ンを行い、スポンサー企業のソニー・インタラクティブエンタテインメン
ト様から、「創意工夫賞」をいただきました。
ブースを訪れた人からはそれぞれにコメントをいただいていましたが、２
日目が終わる頃には、いただいたコメントは模造紙２枚いっぱいになりま
した！

Maker Faire とは？（公式サイトより引用）
好奇心があり、ものを作ることが好きなあらゆる年齢の人々を、刺
激し、学ばせ、楽しませる場所です。アート、クラフト、工学、食、
環境、音楽、科学、そしてテクノロジーを賞賛し、さまざまな分野
のDIY 精神を持つ人々を結びつけています。

東京工業大学名誉教授の赤堀侃司先生からも
ご好評をいただきました。

フロッピーディスクドライブの開
閉音を利用したサウンドマシー
ン。「懐かしい！」とお父さん世
代に大好評でした。

reborn は３D プリンタで作った
スライドをリコーダーと組み合わ
せた楽器。Fab3D コンテストの
優秀賞を受賞しました。

オリジナルのリーフレットを制作
し、Fab3D コンテストや日頃の
活動について紹介しました。

ソニーインタラクティブエンタテインメント様か
らは「創意工夫賞」をいただきました。

寝坊を防ぐ IoT カーテンのアイデアを、ユーモ
アを交えながら堂々と発表

■School Maker Faire「若きMaker たちの制作発表会」

2019 年 8月 3日㊏・4日㊐
東京国際展示場ビックサイト



2019 年 9月14日㊏
日本マイクロソフト品川本社

９月14日㊏に日本マイクロソフト株式会社品川本社の会場をお借りして「e-Sports×Minecraft」
イベントを行いました。イベントは小学生・中学生を対象にしたものでしたが、大人の方も思っ
た以上にゲームを楽しんでいたのが印象的でした。
この日のために「トライアスロン」「エリトラレース」「建築攻防戦」「Minecraft.IO」「OHOL」
「Minecraft」の MakeCode やコマンドを使った６つのゲームが企画されました。高度なゲーム
を完成することだけを求めるわけではなく、イベントとして使い参加者が満足するゲームを作る
にはどうすればよいかみんなで話し合いました。
参加者からは「クリアできず悔しいからワールドがほしい」との要望もあり、なかには、「お兄
さん達がつくったように自分でもゲーム作る！」とワールドを持ち帰り、さっそく「作ったよ！」
とのメッセージも届きました。企業と一緒に取り組み、自分達が好きなものを形を変えて表現し
て多くの人を喜ばせる。こんな体験やイベントができたのは、自ら情報を得てチャンスを捕まえ
継続してきた彼らの実力だと思います。

スタンプラリー用のスタンプやＰＯＰも自分たちで作りました。

マインクラフトの活動は 1 年前にスタート。はじめは「学校建築

プロジェクト」として、チームでそれぞれ学校を作り、その中に

学校にあったらいいなと思うものをオプションで加えて作るという

ものでした。2018 年 12 月には、マインクラフト公認のマインクラ

フター「タツナミシュウイチ」さんや Minecraftで教育を研究され

ている先生たちをお呼びして、完成作品の発表会とワークショッ

プを行いました。また学校説明会でも受験生を対象としたマインク

ラフトのイベントを行ってきました。

その後、メンバーから「Minecraft で e-Sports を作ったらどうか

な！」との発案があり、新たに発足したのが「e-Sports × 

Minecraft」プロジェクトです。

高校からこの工学院に入学して、 初めて Minecraft を始め

ましたが、工学院の校舎を再現する 「学校建築プロジェクト」

や Minecraft で e-Sports を作る 「e-Sports×Minecraft」

というプロジェクトなど多くの活動に参加させていただき、

無事成功させることができました。 多くのことをアドバイスし

合ったほかのメンバーや、 指導して下さり、 発表の場を設

けてくださった先生方、 アイディアを実現させるために意見を

くださった外部の専門家の方々には感謝してもしきれませ

ん。 どの活動もこの工学院でしか体験できないであろう貴

重なものでした。今後もこの経験を生かせるようにメンバー

一同協力して頑張っていきたいと思います。

松本 大輝 （高校２年）



10 月５日㊏に、ミャンマーのインターナショナルス
クール Dulwich College Yangon の小・中学生のみ
なさん 28 名が来校し、中学校ハイブリッドインター
ナショナルクラス１～３年生の生徒と、タッチラグ
ビーを通しての交流を行いました。
日本で開催されたラグビーワールドカップを観戦す
るために来日した Dulwich College が、日本での交
流先を探していた中で、ご縁があり実現となりまし
た。
本校の生徒の多くはラグビー初体験です。ラグビー
ボールに触れることすら初めてでしたが、Dulwich 
College の先生方がコーチングをしてくださり、パス
& ランや基本的なルールなどを教えていただいたあ
と、ミニゲームも行いました。
短時間の滞在ではありましたが、スポーツを通じて、
お互いにとても楽しい時間を過ごせたようです。

９月12日㊍から16日㊊までオーストラリア・アデレー
ドの Gleeson College の学生（男子3名・女子 9 名）
が本校で学びました。期間中は連休と重なったため、
ホームステイでゆっくりと家族との時間を過ごすこと
ができました。なかには中学３年生の時にオースト
ラリアでお世話になった生徒のホームステイ先とな
り、見事再会を果たしたというケースもあります。
Gleeson College の生徒たちは自国で日本語を習っ
ており、日本語学習も目的の一つです。訪日前から
メールやスカイプで連絡を取り合い、帰国した後も
関係はずっと続いていきます。数年後にオーストラ
リアで再会しているケースも多く聞きます。数日間
寝食を共にするという貴重な体験は、生徒達の異文
化理解を深め、自らを発見する機会となりました。

ラグビー交流ラグビー交流

ホストファミリーホストファミリー

写真

ラグビーでの交流のあと、
食堂でカレーライスを楽しんでいただき、そして、茶道部からお茶を振る舞いました。時間とスペースが限られていたため、ごく簡易的な振る舞いではありましたが、とても喜んでくれたようです。
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私はオーストラリアに２度留学したことがあり、 ホームステイをして、 日常

会話が学べることや、 文化に触れることができるなどの良さを知ることが

できました。 その良さを日本に来る留学生にも感じて欲しいと思い、今回

留学生を受け入れることにしました。

日本に留学して良かったと思ってもらえるように、 駅ビルや商店街、 観光

地や水族館、 博物館などへ行きました。 また、 家に友達を招いてウェル

カムパーティーもしました。 さらに、「和の風情」 を体験してもらうために、

浴衣を着て和風の店にも行きました。

私たちも留学生から色々と学ぶことができとても良い機会になりました。

留学生を受け入れて良かったです。

新保 陽菜 （高校２年）


