第１回 U-TED 募集要項
U-TED（
（ユーテッド）
ユーテッド）の意味は
意味は？

「UNESCO Technology Entertainment Design」の頭文字を並べています。これには、色んな知識や技術を楽しく

刺激的に学んだり、自分の生活や生き方をデザインしたりしていくという意味を込めています。
U-TED（
（ユーテッド）
ユーテッド）ってどんなことするの？
ってどんなことするの？
自分の選んだ分科会で仲間と一緒に議論を通して学び合ったり、仲間と語り合い、考えを交流したりします。
地域や年齢を越えた仲間と出会い、色んな価値観にふれることができます。一緒に U-TED を創っていきましょう。

主催：第 1 回 U-TED 実行委員会

後援：奈良ユネスコ協会青年部

対象：ユネスコ協会・ユネスコクラブに所属している青年・ユネスコに興味のある方
会場：大阪国際ユースホステル［大阪府高石市羽衣公園丁（浜寺公園南端）］
日時：３月９日(土)１１：３０

～ １０日(日)１２：００ １泊２日

※３月９日は１１：００より上記会場にて受付を開始します。開始時間の１１：３０までに受
付をお済ませ下さい（昼食も済ませてお集まり下さい）。
参加費：学生…6500 円

社会人…8000 円

（参加費に含まれるもの 宿泊代、夕食・朝食代）
申し込み方法：
方法：①氏名
②所属協会（
所属協会（協会に
協会に所属していな
所属していな方
していな方は学校・
学校・会社名）
会社名）
③年齢
④属性（
属性（学生/
学生/社会人）
社会人）
③希望の
希望の分科会と
分科会と、その分科会
その分科会を
分科会を選んだ理由
んだ理由（
理由（分科会の
分科会の項目は
項目は２・３ページ参照
ページ参照）
参照）
第一希望 （分科会○
分科会○）

※第二希望まで
第二希望まで書
まで書いてください

第二希望 （分科会○
分科会○）
④連絡の
連絡の取れる電話番号
れる電話番号
⑤連絡の
連絡の取れるメールアドレス
⑥住所

…を記載のうえ
記載のうえ、
のうえ、下記のアドレスへ
下記のアドレスへ送
のアドレスへ送ってください。
ってください。
参加申し
参加申し込み・問い合わせ先
わせ先アドレス：
アドレス：uted2013@yahoo.co.jp

〆切り ２０１３年２月１日まで

申し込みをいただいた方には、U-TED 実行委員会から申し込み完了メールをお送りいたします。

タイムスケジュール（
タイムスケジュール（予定）
予定）
★プログラムサポーター大募集
プログラムサポーター大募集★
大募集★
※予定は変更になる場合もありますのでご了承ください。

オープニング

準備や、企画、進行などの「プログラム

13：00～19：00

分科会

サポーター」を大募集しています。

21：00～23：00

交流会

興味のある方は、申し込みのメールに希

１日目

11：30

望すると書いてください。

２日目

7：00

起床
詳細はメール受付後、ご連絡いたしま

8：30～11：00

分科会
す。皆様のご協力お待ちしております。

11:00 ～12：00

全体共有・さよならの集い・解散

☆当日開催される
当日開催される分科会
される分科会①
分科会①～⑤☆

テーマ： “ハッシン”
”
日常生活にはない、正直に自分の意見
意見を主張する場や、仲間と本気で交流する場を
を創りたい。そんな思いで僕
たち実行委員は U-TED 開催に向けて「
「発進」しました。この思いは、みなさんも普段
普段の生活の中で、感じてい
るかもしれません。自分の意見を仲間
仲間に「発信」し、学びあう。そして「発信」しあった
しあった仲間とともに、今ま
での自分より一歩前へ「発進」する。今回
今回の U-TED ではこんな場をみなさんと共に創
創りたいと思っています。

分科会①
分科会① 「ミニーマウスの発揮
ミニーマウスの発揮するフォロワーシップ
発揮するフォロワーシップ」
するフォロワーシップ」

ミッキーマウスは有能なリーダーとして
なリーダーとして世界的に有名です。彼の発揮するリ
ーダーシップは目を見張るものがあります
るものがあります。しかし、彼は 1 人で困難に立ち向
かい、乗り越えられたのでしょうか。
。答えはノー、彼の周りには多くの有能なフ
ォロワーがいました。
リーダーシップに対する注目は近年増
近年増え続け、興味を持っている人も多いでし
ょう。しかし、私たちは生活の中で常
常にリーダーであり続ける訳ではありません。
寧ろリーダーとして活躍する機会の方が
が少ないのが普通です。
そこで、リーダー以外の存在であるフォロワーに
であるフォロワーに焦点を当て、組織自体や、私
たちが日常属する社会や組織で、どのように
どのように振る舞うべきか一緒に考えていきた
いと思います。

分科会②
分科会 ②

「これから親
これから 親 になるかもしれないあなたに for you」
you」

近頃よく
よく耳にする出生前診断。３５歳以上の高齢出産
高齢出産になると、先天異常のリ
スクが増加
増加します。そのために、超音波や羊水検査、血液検査等
血液検査等を行い、胎児につ
いて障害や
や異常の有無を診断します。検査を受けるか受
受けないかは妊婦とその家族
の自由です
です。では、一体どんな人が受けるの？産まれてくる
まれてくる前の赤ちゃんを診断す
る理由は？
？異常があると分かった母親や、その家族の運命
運命は？決して他人事ではあ
りません。
。お腹の中にいる赤ちゃんも人間であり大切な
な命の一つです。母体である
女性はもちろん
はもちろん、お父さんになる男性も、将来親になるかもしれないあなたに
になるかもしれないあなたに考え
てほしい分科会
分科会です。

分科会③
どうなる？どうする？
分科会③「どうなる？
どうする？原子力」
原子力」

東日本大震災から２年が経とうとしています
とうとしています。あの日以
来、東北をはじめ日本全国で原子力発電
原子力発電に関するさまざまな
議論が行われてきました。良くも悪くも
くも「原発」は私たちの
生活に何らかの影響を与えています。
。現在日本には 54 基
(世界第 3 位)の原発があり、決して私たちの
たちの生活と無関係と
は言えません。原発が私たちの生活に与
与えてきた影響を今一
度知り、これからの暮らしについて一緒
一緒に考えてみません
か？

分科会④「いじめは
いじめは止められるか？☆熱アツ
アツ語り部屋☆」

昨年、滋賀県で起きたいじめによる自殺は、社会
社会に衝撃を与えました。
被害児童
被害児童がＳＯＳを出しており、周りの児童もいじめの
もいじめの存在を認識していた
にも
にも関わらず、止められなかったいじめ。
あなたの
あなたの周りで、もしいじめがあったら。
。あなたはそのいじめを
あなたはそのいじめを止める
ことができますか
ことができますか？
昨年
昨年４月から１０月までの約半年間だけでも、
、全国の小中高校などが把握
したいじめの
したいじめの件数は１４万４０５４件とされています
とされています。今こそ、いじめの問
題から
から目を背けず、議論する必要があると思います
います。
この
この分科会では、現代のいじめの特徴や原因等
原因等について理解を深めるとと
もに
もに、いじめをどうしたら止められるのか、真剣
真剣に議論し、「いじめは止め
られるか
られるか？」という問いに対し、みんなで「イエス
イエス！！」の答えを導き出し
たいと
たいと思います。

分科会⑤「ユネスコ平和
平和の砦の裏側」
「

母さん！赴任先が決まったよ！明日
明日から戦場に行ってきます」というのが、

日常会話に。世界で戦争をする国、日本
日本。そんな未来が近付いて来た、って、
あなたは気付いていますか？戦争ってなんだろう
ってなんだろう？私達はどんな世界に生きて
いる？子ども達にどんな未来を渡すのか
すのか、共に考えましょう！

Join
Us!
U-TED
Staffs

開催地 大阪国際ユースホステル
大阪国際ユースホステル
〒592-0002 大阪府高石市羽衣公園
Tel: 072-265-8539

http://www.osaka-yha.or.jp/osakakokusai/shisetsu/index.html
yha.or.jp/osakakokusai/shisetsu/index.html

アクセス
ＪＲ線東羽衣駅、南海線羽衣駅より徒歩約
徒歩約 15 分
Ｊ Ｒ 線 の ご 利 用 は 、 鳳 駅 か ら 東 羽 衣 ま で の 東 羽 衣 線 は 本 数 が 少 な く 、
乗り換えも多
しをおすすめいたします。
えも多いため、
いため、南海電車でのお
南海電車でのお越
でのお越しをおすすめいたします。

