はじめに
Introduction

子どもたちの人間的成長を促す KWN プログラム

KWN の映像制作を通して、
子どもたちのさまざまな
成長が期待できます

「KWN は映像制作のプロセスを通じて、子どもたちの創造力の伸長や人間的成長を
実現するプログラムです。2017 年度から実施しているプログラムの社会的インパ
クト評価では、映像制作のスキルだけではなく、制作のプロセスでの子どもたちの
議論と試行錯誤において、コミュニケーションやチームワーク、意思決定といった
スキル、ひいては将来設計や国際理解への意識への肯定的な影響がデータの裏付け
をもって確認されました。2021 年度は、さらに特別支援教育や NPO などでの成
果検証も実施。異なる特性の子どもたちのニーズに合わせ、
特定非営利活動法人
多様な学びの機会を提供できる KWN の特徴と活用可能性
ソーシャルバリュージャパン
代表理事 伊藤 健 氏
が示されました」
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作品を彩る言葉たちにも
気を使って
フリーアナウンサー
内閣府知財創造教育検討委員
公益社団法人東京学校支援機構評議員

例えばインタビューなら「その人ならではのひと言
香月よう子氏
をどうカメラにおさめるか？」
、また回す時間や撮影の
雰囲気も大事です。ナレーションなら、読む速度や間
の取り方、声の質や言葉遣いによっても印象は変わります。誰でも発信でき
る時代です。誰に何を伝えたいのかをよく考えた上で、しっくりくる言葉や
表現を探してみましょう。方言や若者言葉は時には大きな武器になります。
先生方へ。作品制作は探究活動にぴったりだと思います。時間を確保する
のがとても難しいと思いますが、カリキュラムマネジメントの醍醐味を味わ
えるいい機会となると思います。ぜひとも良き事例をご教示いただき、多く
の先生方にこの活動の良さを伝えていけたらと思います。

チームワーク・
役割分担意識

全体の中での自分の役割を認識
する。その役割を効果的に果た
すにはどのような行動が求められ
ているかを理解し、行動できるよ
うになる
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情報活用力

幅広く情報を調べ、それを将来
の 生き方 の 選 択 に活かす力を
持っている

コミュニケーション
能力
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一つの事業にチームでかかわる
経験を通じて、お互いの意見を
ぶつけ合い、調整するコミュニ
ケーション能力を高められる
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社会的意義

作品の背景となっている、
身の回りにある様々な社
会問題について、課題を
“自分事 ”としてとらえ、深
く考える機会を持つ（課題
設定ができる）
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人間関係形成力

自他を理解し、協力してものごと
に取組むことができる
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意思決定力

自分の意志や責任で自分のこと
を決め、自分にとっての課題に対
して積極的に取り組む力を持って
いる
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将来設計力

夢や希望を持って将来の生き方
を考え、前向きに自分の将来を
計画する力を持っている
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地域関心理解

自分の住んでいる地域に関心を
持ち、よりよくしたいと考えている

国際理解

異なる文化や価値観、習慣に触
れることで視野を広げ、多様な考
え方があることを理解する

過程を楽しめる作品を
今まで多くの子どもたちが制作をしてきましたが、一本の
熊本県・荒尾市立
桜山小学校
作品を作り上げるというのはとても大変な作業です。そんな
樫原泰史先生
時に子どもたちの原動力となるのは、やはり「楽しい」とい
うことだと思います。
「一期一会」という言葉があるように、全く同じ仲間で
再び作品を作るということはなく、当たり前ですが、同じ作品は二度とでき
ません。だからこそ納得いくまで話し合うことが必要ですし、時には大幅に
方向修正をしてでも、子どもたちが「楽しかった。
」と言える作品にすべきだ
と思います。本校の作品が日本一になった時も、子どものひと言で変更した
部分が作品に彩りを与えてくれました。その経験から、作品が完成するまで、
撮影したものは NG カットも含めて保存しておくようにしています。子どもた
ちの成長とともに作品がどんどん変わっていくのはとても面白いです。

作品が
「SDGs」
のどの項目に
該当するのか意識して
「今、つたえたいこと」の具体的なテーマが決まったら、その内容
が SDGs の 17 の項目のうち、どれに該当するのか考えてみましょ
う。とは言っても、最初から SDGs ありきで作品のテーマを決め
る必要はありません
（SDGs に囚われすぎると画一的な内容になり
がちです）
。まずは、子どもたち自身の自由な発想や意見を取り入
れて、作品作りを始めることが大切です。
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（特定非営利活動法人ソーシャルバリュージャパン
「KWN 導入による子どもたちの成長を測定するためのモデル構築」
より）

監督
映像制作の
責任者

映像制作の大まかな流れ

プロデューサー

1 テーマを決めよう

2

調べてみよう

企画・立案し、
作品にする総合責任者

カメラマン

シナリオ

監督からの指示で
映像を撮る人

全体の構成や
セリフを考える人

音声

編集

役者

音声を
録音する人

映像を脚本にそって
作品に仕上げる人

脚本に書かれている
役を行う人

テーマが決まったら、それについて図
書館や WEB などで調べてみよう。ま
た、目的の場所を実際に訪れたり、人
に会ってみて、どんな風に撮影するの
かを考えてみましょう。

3 シナリオを作ろう
「今、つたえたいこと」は何か？どんな
テーマで映像作品を作りたいか、みん
なで話し合いましょう。
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撮影しよう

撮る前にどういう流れに
するのか監督とみんなで
考えましょう。また撮影
したら、必ず自分たちで
その映像をチェックしま
しょう。

大切なのは、人の感情的な内面の様子
や感情の流れを描くこと。起きたこと
をそのまま伝えたり、調べたことを解
説したりするだけでは、個性も出ませ
んし、面白い映像にはなりません。
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編集しよう

市販の映像編集ソフトを使って、
撮影した映像を編集しましょう。
画面サイズは 1920 × 1080 を選
択し、フレームレートは 60i に設
定してください。
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スタッフ
（役割）
を 決めよう

映像制作は、みんなが協力しあって作るもの。みんなの力をうまく
合わせて一つの作品を作るためには、各自が役割をきちんと理解し、
行うことが大切です。
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上映しよう

出来た作品は、必ずみん
な で 観 て み ま し ょ う。
制作時には分からなかっ
た発見やドキドキ感があ
るはずです。
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学校のリクエストに合った
さまざまなワークショップを開催！

KWN では新規参加校はもちろん常連校まで、各校の映像制作スキルに応じて、第一線で活躍しているプロの講
師によるワークショップを実施。サポート体制が充実しているので安心して映像制作に取り組むことができます。

ワークショップ実施の流れ

子どもたちの映像制作レベルや
課題に応じてきめ細かく対応

事務局へ問い合わせ
KWN 映像講師がヒアリングし、
最適なワークショップを提案

新規校を対象におもに映像制作の基礎を教える内容から、ある程
度、映像制作スキルを持っている学校に向けたより実践的なものま
で、参加校は各学校のニーズに応じたワークショップを受けることが
できます。さらに昨年度には、佳作受賞校がさらなるスキルアップを
目指す「ミートアップワークショップ」も新たに開催。昨今の事情に
合わせ、オンラインか対面かを選べるなど柔軟に対応しています。

ワークショップ

ワークショップ実施
ワークショップ後も映像講師による
ケアが受けられる

プロの講師陣が映像制作の基礎を丁寧に指導

従来のワークショップでは、映像制作の第一線で活躍し
ている講師陣が、学校などを訪問して子どもたちに直接指
導します。しかし 2021 年度も、新型コロナウイルス感染
拡大などの影響もあり、一部を除き、Zoom などを使った
オンラインで行われました。対面の有無にかかわらずワー

クショップでは、テーマ決め、構成、撮影、編集と、映像
制作の基礎はもちろん、映像のプロならではの視点から、
考え方や心構え、具体的なテクニックを、子どもたちのス
キルに合わせて指導しています。2021 年度は新規校 10 校、
継続校 6 校で実施。その一部をご紹介します。

ミートアップ特別ワークショップ

佳作校を対象としたミートアップ特別ワークショップ

今年度は初めての試みとして、佳作校を対象とした
ミートアップ特別ワークショップを 2021 年 8 月 2 日
に開催しました。参加したのは、熊本県・荒尾市立桜
山小学校、沖縄県・昭和薬科大学附属高等学校・中学校、
岡山県・よりしま魅力化推進協議会の 3 校。前半は参
加校の作品を鑑賞し、参加者と講師がディスカッショ
ン。後半は審査員でもある香月よう子さんを特別講師
に招き、ラジオや朗読など、原稿を読むうえで大切な
ことや、インタビューの時に意識することなどを説明
してもらいました。参加者からは「内容の濃さに驚き
ました」
「刺激になりました」と大好評でした。

企業連携ワークショップ

テレビ局のスタッフが特別講師として登場！

フジテレビの西山喜久恵アナウンサーと濱潤プロ
デューサー、関西テレビの矢野数馬エディターと村西
利恵アナウンサーを特別講師に迎え、企業連携の特別
ワークショップを 2021 年 8 月 5 日と 6 日に開催。両
日あわせて延べ 34 校、約 250 名が参加しました。今
回は、オンラインの特性を活かし、企業が連携するこ
とにより「キャリア教育」＋「映像制作スキルアップ」
という新しい形態を実現。初日の西山アナウンサーは
発声や滑舌の練習、濱プロデューサーは自身が関わっ
た映画製作の話を交えながら映像制作についてアドバ
イス。2 日目の村西アナウンサーはナレーションの講
習を行い、矢野エディターは映像編集について解説し
ました。報道の現場で活躍する人たちの 伝える力
が子どもたちにも届いたことでしょう。

フジテレビ

関西テレビ

新潟県・十日町市立飛渡第一小学校
今回 KWN 初参加となる飛渡第一小学校は、子どもたち6 人がオ
ンラインによるワークショップに参加しました。この日は、映像講
師の今井雅彦氏が担当。最初に身近な話から始めて子どもたちの
興味をひき、映像制作の流れに沿ってテーマ決めの重要性やス
トーリーを構成するコツ、撮影テクニックや編集に関して、クイズ
を交えながら解説していきました。対話を心がけ、終始わかりやす
さを意識したという今井氏。実際にカメラを持っての実践授業では、
手取り足取り教えられない難しさはありましたが、気付いた部分は
その都度アドバイス。子どもたちからも真剣さが伝わってきました。

先生の声

1、3、4 年生という小さな子どもたちに対して、内容が
難しいところを工夫していただき、ありがたかったです。
オンラインは集中力の持続が難しく、解説の時間を短く
して活動の時間が増えるとさらにいいと感じました。

山梨県・山梨学院小学校

子どもたちの声

映像を制作するうえで意識す
べきことなどがわかり、とて
も楽しくためになる内容でし
た。今日学んだことを撮影時
に役立てたいと思いました。
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ワークショップは対面でも実施！〜群馬県・ぐんま国際アカデミー

東京都立南多摩中等教育学校

子ども
たちの声

川のテーマについてアドバイスが
もらえて嬉しかったし、テーマ決
めの大切さがわかり勉強になりま
した。話もわかりやすかったです。

岡山県・学校法人朝日学園 朝日塾小学校

子どもたちの声

子どもたちの声

講義内容はもちろん、質問に
も丁寧に答えていただけまし
た。教え方もわかりやすく、励
ましもあって、より一層頑張ろ
うという気持ちになれました。

楽しく、全体的にわかりやす
かったです。絵コンテを描い
たら役を演じやすくなること
や、きれいな映像の撮り方が
特に参考になりました。

群馬県・みなかみ町立古馬牧小学校

同校の小田先生は、自身の監督作品が
アメリカの映画祭で最高賞に輝くなどの
実績を持ち、学校のクラブで映像制作も
行っています。今回は、ワークショップ
の前に子どもたちの作品を何本か鑑賞。
映像制作に真摯に取り組む子どもたちに
対して、講師はいつも以上に細かくアド
バイスをするなど、指導に熱が入ってい
ました。実技では子どもたちに考えても
らうように矢継ぎ早に質問しながら指導。
短時間でしたが、子どもたちも手応えを
感じたようでした。

高校2年生

吉田 智貴 さん

ビデオカメラの使
い方を勉強したく
てクラブに入った
の で す が、今 回、
プロの機材を初め
て 持 っ て、
「こん
なに重たいんだ」
と感動しました。

カタチにとらわれ
ずに、自分たちが
表現したいことを
自由に表現すると
いう価値観を教え
てもらって、それ
を今後の映像制作
に活かしたいです。

高校2年生

川田 采加 さん

先生の声

専門的な話では内容の難しさ
も感じましたが、プロに習って
いる楽しさがありました。また、
子どもたちの役割分担に具体
的なイメージが持てました。

ぐんま国際アカデミー

小田 浩之 先生

プロの方と接することで、単に技術
だけでなく、“ 自分を出すことが大
事 ” など、表現する上での取り組み
方も学べてよかったです。
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前年度 SDGs 賞受賞校インタビュー

OB・OG 特別インタビュー

私たちも世界の一員。
できることからSDGsに取り組みたい

「障害があっても社会課題の解決に取り組めることを伝えたい」と作品づくりに挑戦。見事 SDGs 賞を受賞した
特別支援学校・東京都立青峰学園の皆さんに率直な気持ちをうかがいました。

KWN の映像制作を通して子どもたちが得られる経験は実にさまざま。今回ご紹介する
千葉あすかさんも、KWN への参加が将来の進路を考えるきっかけとなったと言います。

――KWN に参加しようと思ったきっか

――先生はどういう立ち位

――千葉さんが参加した 2011 年はま

刺激を受けたことを覚えています。

――現在、振り返ってみて KWN 参加

けは？

置だったのでしょうか？

さに東日本大震災の年でした。

――そこから新聞記者という現在の仕

にはどういう意義があると思いますか？

千葉さん
（以下略） まだ学校にもろく

事を目指すようになったのですか？

下村さん

授業で勉強していたSDGs

について元々興味がありました。パソコ

菱先生

私もチームの一員

であると生徒たちから見ら

に行けていない時期でした。そんな中、

中学生の頃は、人の話を聞くのを単

小中学生の子どもたちにとって「社
会＝学校」じゃないですか。普通に生

ンやアプリの使い方なども勉強していて、

れるような関わり方です。

放送部の友人から、KWNに参加しない

純に楽しく感じていたんですが、高校で

活しているとそれ以外、とくに大人のコ

先生からKWNの話を聞き、やってみた

しかし大事な部分は生徒た

かと声がかかったんです。でも最初は

放送部に入って何本も作品を制作して

ミュニティと関わることは滅多にありま

いと思ったんです。

ちが考えて進められるよう

まったく映像制作に興味がありませんで

いくうちに、次第に「人に伝える難しさ」

せん。でもKWNに参加すれば、インタ

――授業で勉強していたから、SDGs

に、考える時間を多く割き、

した
（笑）

という壁にぶち当たるようになったんで

ビューや取材などを通して学校以外の

の目標に沿ったテーマにしたんですね。

答えに気付けるような聞き

――そんな状況の中、初めての作品で

す。
「どうすれば人に上手く伝えられる

社会を垣間見ることができる。これは凄

増田さん はい。他の国がおかれてい

方を意識しました。編集は、

見事、最優秀賞を受賞しました。

んだろう」と、放送部以外の人に作品を

いことだと思います。あとはさまざまな

る状況についていろいろ勉強しました。

私は簡単な調整を行うぐら

客観的に見てもらうなど、とにかく試行

経験を積むことで、自分の考えを持てた

とくに原発の事故は初めての経験

私たちも世界の一員で、私たちにもでき

いで、構成や動画の並べ替

だったので、当時は皆、不安を抱えなが

錯誤を繰り返しました。でもやっぱり面

り、主体性が養えることですね。

ることがあると伝えたかったんです。

えなどは生徒が行っていま

ら生活していたと思います。そんな状況

白いんですよね。その後、大学の放送

――最後に映像制作に挑戦する子ども

――作品ではSDGsのアイコンをモチー

す。

もあって作品のテーマは大まかには決

部で活動していく中で、改めて「私は人

たちへメッセージをお願いします

フにしたイラストも描かれています。

――生徒を見ていてどうでしたか？

まっていたのですが、まずはクラスメイ

の話を聞いて、それを伝える仕事がした

増田さん SDGsのアイコンが私たちに

菱先生

トなどに話を聞いてみようと。すると、

い」んだと思えたんです。

さんには、少しでも「面白いな」と感じ

は難しくて、もっと誰にでもわかるよう

経験に基づいた自信を持てる機会があ

各自それぞれ違った大変さを抱えている

――ある意味、KWN の参加がいまの

たことには、失敗を恐れず、ぜひ挑戦し

職業を選んだきっかけになったと？

下村あんじさん（右：制作当時、中学 2 年生）と
増田若奈さん
（制作当時、高校 3 年生）

特別学校に通う子どもたちは、

に伝えたいと思ったんです。たとえ文字

まりありません。正直、作品を完成させ

ことが分かり、それをストレートに伝え

が読みづらくても、絵を見ただけでわか

られるかも半信半疑でした。でも今回、

られたらいいのではと考えました。

るように意識して描きました。

最後までやり通すことができましたし、

――制作過程で次第に映像制作に興味

いし、目の前のことに集中してしまいが

――撮影はどうでしたか？

プロっぽい経験ができたと喜んでくれて、

が湧いてきたのでしょうか？

ちです。
でもいろんな人へのインタビュー

下村さん カメラが重たくて大変でした。

自信も持てたようです。それが私も嬉し

私は関節が不自由なのでカメラを持てま
せん。首から下げて足で支えながら撮影

そうですね。中学生の頃って視野が狭

カメラで撮影することももちろんそう

を通して、多様な考えを持つ人がいるん

かったですね。

なのですが、私の場合、人の話を聞くこ

だということが分かりましたし、自分自

――SDGs 賞を受賞した感想は？

とがすごく面白いなと感じたんです。自

身も先入観にとらわれずに考えられるよ

しましたが、
「貴重なカメラをもし落とし

下村さん 目玉が飛び出るぐらい驚き

分が体験したことのないことを、ある意

うになったかなと思います。実はKWN

たら」と、すごくプレッシャーでした
（笑）

ました
（笑）

味、人の話を聞くことを通して、経験と

に参加する前は、先生になりたいと漠然

して教えてもらえるというか。多角的な

と思っていたんです。だからKWNと出

使っていますが、撮影中はイラストがど

ていただけたことが嬉しかったです。発

考えを持つことが大切だと思うきっかけ

会わなかったら、あるいは当時ご指導い

のあたりにあるのかわからないので、イ

信することの大切さを改めて感じました

になりました。また、表彰式などKWN

ただいた亀岡点先生がいなかったら、別

メージしながら撮るのに苦労しました。

し、生徒たちにとって、本当の意味での

のイベントで出会った人や作品に大いに

の道に進んでいたと思います。

増田さん

作品ではAR
（拡張現実）
を

菱先生

特別扱いなしに作品を評価し

菱先生 ARの部分は新たに撮影しまし

自信につながったこともよかったです。

たが、他の生徒たちのシーンは、これま

――KWN 参加校の皆さんへアドバイ

で授業で撮影した動画を一緒に見返し

スをお願いします。

て、SDGsの目標に合わせて映像を選び、

増田さん わかりやすさを意識してくだ

編集しています。

さい。そして楽しくやることも大切です。
自分たちが楽しみながら作らないと、観
ている人も楽しくありませんからね。
菱先生

個人情報の問題もあり、オー

プンなコンテストに参加するのは高い
ハードルがあります。でもインタビュー
など、生徒が外部の人たちと接する機
会が増えれば、多くのメリットがありま
す。特別支援学校が積極的に参加して
2 人は授業の一環として作品づくりに取り組んだ

6

KWN 映像制作への参加が
いまの仕事を選ぶきっかけになりました

くれたらお互いに刺激になると思います。

作品づくりを指導した菱 真衣先生

これはKWN参加に限らずですが、皆

てほしいです。そしてその面白いってい
う感覚やワクワクする感覚をいつまでも
なくさないでほしいと思います。

新聞記者という職業柄、ペンとノート、パソコン、
カメラは常に持ち歩いているそう

2020 年度 KWN 日本コンテスト
SDGs 賞受賞作品

『私たちも、
世界の一員なんだ。』

2011 年度 KWN 日本コンテスト
最優秀作品賞

『We are from・・・』

制作：東京都立青峰学園
グループ名：中学部・高等部
SDGs の目標を紐解き、誰もが世界の一員で
あり、障害を持った人でも社会課題に向き合
えることを伝える作品。身近なところからで
きることをする大切さに気付かされる。

制作：福島県・いわき市立磐崎中学校

中学 3 年生の時に KWN に初参加し、仲間とともに最優秀作品賞を受賞。
2020 年、福島民友新聞社に入社。報道部記者として多忙な毎日を送っている。

亀岡 点先生の指導のもと、さまざまな人々へ
のインタビューを通し、震災で苦しむ当時の
福島の姿を伝えようとした作品。グローバル
コンテストではベスト・インタビュー賞受賞。
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参加校には年間を通し、
さまざまな活動に参加できる
チャンスが！

KWN 日本ワークショップ実績表
新規校ワークショップ 10 校 237 名
福島県

只見町立只見中学校

継続校ワークショップ 6 校 207 名
岩手県

県立大船渡東高等学校

みなかみ町立古馬牧小学校
群馬県

明星小学校
東京都

ぐんま国際アカデミー高等部

コンテストに提出する映像作品制作以外にも、KWN では年間を通してさまざまな活動やイベントを開催。
これらに参加すれば、子どもたちにとって貴重な経験となるはずです。

2021 年度の年間活動実績
7/17

4/27

東京 2020 公認プログラム
「Sharing The Dream2020」
参加国応援メッセージ進呈セレモニー

「パナソニックオープンレディース
ゴルフトーナメント2021」
KWN キッズレポート
8/2
佳作校ミートアップワークショップ
8/5~6
企業連携ワークショップ

学校でのオリンピック・パラリンピック教育活動
を支援するため、2015 年にスタートした本プログ
ラムもついに完了。7 年間で実に計 57 校 1454 名
の子どもたちが、オリンピック・パラリンピックを
テーマとした映像や参加国への応援メッセージ映
像などを制作しました。完成した作品は東京オリ
ンピック・パラリンピック競技大会組織委員会へ
進呈。橋本聖子会長に受け取っていただきました。

9/22
「パナソニックオープンゴルフ
チャンピオンシップ 2021」
KWN キッズレポート

1/9
「きっと わらえる 2021」
タイムカプセル開封式

「大会を支える人々」をテーマに、KWN 参加校が
「パナソニックオープンゴルフチャンピオンシッ
プ」を毎年取材し、約 5 分のインタビュー動画を
制作する本活動。今年は大阪府・東海大学付属大
阪仰星高等学校のゴルフ部員・放送部員計 4 名が
オンラインで参加。こどもたちにとって貴重な現
場体験の場となりました。
被災地の子どもた
ちに笑顔と元気を取
り戻してもらうべく、
子 ど も た ち が「 今、
未来
ジ」
つたえたいこと」と「未来へのメッセージ」
の 2 つのテーマで映像制作にチャレンジする
本プログラム。2014 年に参加した、岩手県・
野田村立野田小学校の子どもたち 28 名の成
人式を機に、映像タイムカプセルの開封と上
映会が行われました。懐かしそうに映像を鑑
賞する新成人たちの表情が印象的でした。
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2/9
最終審査会
3/20

4月
5月
6月
7月
8月
9月
10 月
11 月

都立葛飾ろう学校

都立南多摩中等教育学校

山梨県

山梨学院小学校

聖学院中学校・高等学校

和歌山県

和歌山大学教育学部附属小学校

神奈川県

愛川町立中津第二小学校

沖縄県

昭和薬科大学附属高等学校・中学校

新潟県

十日町市立飛渡第一小学校

和歌山県

開智高等学校

岡山県

学校法人朝日学園 朝日塾小学校

広島県

福山市立駅家中学校

東京都

ミートアップ特別ワークショップ 7 名
2020 年度 佳作校 3 校
企業連携ワークショップ 250 名
小中高 19 校

12/4~5
グローバルサミット2021

4ヵ国 11 校をオンラインでつなぎ、国際交流を深める
年に 1 度のイベントが開催

「キッド・ウィットネス・ニュース グローバルサミット 2021」
が、2021
年 12 月 4 日、5 日に今年もオンラインで開催。参加校は日本、ブラジル、
マレーシア、ベトナムの 4 か国 11校で、日本からは、神奈川県・森村学
園初等部、福島県・いわき市立平第三中学校、福島県立いわき光洋高等
学校の 3 校が参加しました。
当日は学校や地域の紹介を経て、KWN 日本コンテストの審査員で

もある伊藤有壱氏によるワークショップを実施。各国ごとにリレー式
のアニメーションを制作しました。最後は各国代表の KWN 参加作品
の中から、子どもたちの投票による
「キッズアワード」
と、Facebookを
活用した選定による
「KWN Fans Award」が発表。プライマリー部門
で森村学園初等部がキッズアワードを受賞しました。

12 月
1月
2月
3月

KWNコンテスト2021 表彰式ライブ

※活動レポートは以下のサイトからご覧いただけます。https://holdings.panasonic/jp/corporate/sustainability/citizenship/kwn.html

神奈川県・森村学園

小学6年生

福島県・いわき市立平第三中学校

中学3年生

榎本 昇先生

藤井 菜々子さん

亀岡 点先生

新妻 瑚子さん

英語でのコミュニケーションで
したので、子どもたちがどのよ
うなリアクションをとるかが心
配でしたが、自分を成長させる
絶好の機会と捉えていたようで
頼もしく感じました。

アニメーション制作で、自分 1
人では絶対に思いつかなかった
ことも、みんなでやればいい作
品を作れるんだと学びました。
他の国の人たちと意見交換でき
たのもいい経験でした。

オンラインで遠隔地を結んでい
ることを逆手にとって、世界の
子どもたちが離れたところに暮
らしていても共同作業ができる
ということを実感し、生徒たち
は感動していました。

SDGs という課題について意見
を出し合ったり考えたりするこ
とで、国が遠くても同じ思いを
持っていることが実感できて、
地球を世界全体で守っていくの
だと改めて思いました。
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News

表現力や映像技術が
か
年々レベルアップするなか
最優秀作品賞が決定！

今年度もオンラインで最優秀作品賞ほか各賞を発 表！

例年通り「今、つたえたいこと」をテーマに、SDGs を意識した作品づくりに取り組んだ
に取り組んだ 2021 年度。
年度 制作環
境的な制約が多いコロナ禍のなか、107 校（135 チーム・約 1300 名）が参加し、100 作品が出品されました。
「人の内面に向き合った深みのある作品など、これまでより難しいテーマを表現しようする作品が多いと感
じました」
（谷口昌利氏）というように、年々レベルアップしてきていると実感できた審査会となりました。

2 月上旬に審査員による「最終審査会」を実施
昨年に続き今回もオンラインで実施された最終審査会。有識者 8
名により、小学生、中学生、高校生の部門ごとに、最優秀作品およ
び賞名が決定しました。審査員は事前にノミネート作品を観て採点
をしておくものの、とりわけ最優秀作品の決定では、審査員の意見
が割れることもあり難航。テーマや内容だけでなく、撮影技術など
さまざまな視点から議論が交わされました。とくに小学生部門は点
数が拮抗し、意見交換が白熱。オンラインゆえ、お互いの表情や温
度感を肌で感じられないといった難しさもありましたが、最後まで
じっくりと作品と向き合いながらの審査が進みました。

3月20日（日）、
「KWN日本コンテスト2021」の表彰式が、
都内のスタジオをキーステーションに YouTube ライブに
て開催されました。最優秀作品賞にノミネートされた 10
校
（小学生部門 3 校、中学生部門 3 校、高校生部門 4 校）は
オンラインで参加。パナソニック・福田里香氏のあいさつ、
審査員の紹介後、入賞校と中継でつながると、子どもたち
からは緊張した雰囲気が伝わってきました。
今年度は 100 作品の応募の中から、まず佳作と部門賞が
発表。子どもたちの一喜一憂する姿が、その都度画面に映
し出されました。受賞コメントや、MC の質問に照れなが
らも応える子どもたちの姿は実に微笑ましいものでした。
さらにパナソニックの社員が選ぶパナソニック社員賞の発
表を経て、いよいよクライマックスである最優秀作品賞が
発表。作品名が読まれると、受賞校からは驚きと喜びの歓
声が起こり、感動のあまり涙ぐむ子どもも。1 年の集大成
である表彰式は、感動に包まれながら幕を閉じました。

最優秀作品賞の栄誉に輝いたのはこの 3 作品！

8 名 の 最 終 審 査 員 が ノ ミ ネ ー ト 作 品 を チ ェッ ク！

谷口 昌利 氏
パナソニック コネクト株式会社
メディアエンターテインメント事業部
プロフェッショナルAV事業
上席主幹 事業総括

ただニュース映像を
撮るだけでなく、地
域や心の奥など多様
なテーマについて深
く掘り下げる中で生
まれたニュースに
なっていると感じま
した。素敵なニュー
スをありがとう。

今年もレベルの高さ
に驚きました。コロ
ナ禍で制約の多い中、
作品をつくり上げた
ことに敬意を表した
いです。そして、こ
の経験が夢を叶える
ための糧になること
を願っています。

香月 よう子 氏
フリーアナウンサー
内閣府知財創造教育検討委員
公益社団法人東京学校
支援機構評議員

NHK報道局
ニュースウォッチ9
編集責任者

若い感性で工夫をこ
らして制作をされて
いる姿に感動しまし
た。作品が完成した、
賞をとったなどでは
な く、
「やってみよ
う」と思った自分た
ちをほめてほしいと
思いました。

社会課題に対して自
分ができることを考
えようという姿勢が
素晴らしいです。ユー
モアを感じる作品も
多く、コロナ禍のよど
んだ雰囲気を吹き飛
ばす、子どもたちのパ
ワーを感じました。

福田 里香 氏
パナソニック
オペレーショナル
エクセレンス株式会社
企業市民活動推進部 部長

最優秀作品賞／
伝統発見賞

プレジデント社
プレジデントファミリー
編集部編集長

どの作品も身近なこ
とから課題をみつけ、
向き合い、鋭く投げ
かけ、どうするか自
分たちで考える。深
い作品ばかりでワク
ワクと同時に正直ま
たもや驚きました。
みなさんに拍手！

最優秀作品賞／
アイデンティティ賞
パナソニック社員賞

最優秀作品賞／
ユーモアエコロジー賞

『Present- 未来へ繋ぐ
芸術のリレー -』

傘に願いを

高校生
部門

『ボクのこと ワタシのこと』

神奈川県・森村学園初等部 Team2021

東京都・葛飾区立金町中学校
アナウンス部

宮崎県・宮崎日本大学高等学校
SUNNY STUDIO

地元、神奈川県の伝統工芸品・横浜スカーフを
題材に、歴史を紐解くとともに、子どもたち自
身による体験を通して、美しい映像を交えつ
つその技術を紹介。さらに社会課題にまで言
及し、伝統を守ることの大切さを伝えている。

忘れ物の大量なビニール傘に着目し、プラス
チック素材とどう向き合うかを考えぬいた過
程を示した作品。耐久テストや、ビニール傘
をペイントし大切に使う工夫を紹介するなど、
アイディアが凝縮された映像だ。

兄妹を主人公にドラマ仕立てでジェンダー問
題を扱った意欲作。
「女だから」
「男だから」と
いう固定観念に一石を投じている。架空の
YouTuber を登場させるなど一捻りある演出
もあり、作品に引き込まれてしまう。

廃れていく伝統をもう一度見直した
ところを評価されたのでしょうか。
諦めずに何度もトライし続けてよ
かったと思います。この頑張りを生
かしてまたチャレンジしたいです。 児童たち

他校の作品もすごくよかったので今
でも信じられません。テーマ決めや
リメイクのシーンはみんなで考えま
した。審査員の先生に演出について
ほめていただき嬉しかったです。

社員賞を取った時点で W 受賞はない
と諦めていたので、作品名を呼ばれ
た時は驚愕しました。最後のシーン
は 30 回以上撮り直すなど大変でした
が、みんなで頑張ってよかったです。

多くの素敵な作品の中で最優秀作品賞をいた
だけたことは、精一杯取材し、制作した子ど
もたちにとって大きな自信と励みになったと
思います。また制作を通じて私たちは多くの
温かな方と出会い、繋がりという大切な宝物
も得ました。

最優秀作品賞選出、誠にありがとうございま
す。
「まさか本校が」と驚愕でした。生徒が普
段考えていることや気にしていることの延長
上に、SDGs に対して私たちができることが
隠れていると気づきました。頑張った生徒た
ちに拍手したいです。

の声

中村 亮 氏

中学生
部門

榎本 昇先生

各賞 の
結果 発表

生徒たち
の声

大友 洋之先生

ベストフレンド賞

映像デザイン賞

神奈川県・小田原市立桜井小学校 チーム A

東京都・順天中学校 3 年 4 組 4 班

『砂時計〜あの日あの時あの決断〜』
ベストプロジェクト賞
パナソニック社員賞
新潟県・十日町市立飛渡第一小学校

『飛渡川の自然を守ろう』

『エネルギーの大切さ』
Global Communication 賞
パナソニック社員賞
広島県・尾道市立瀬戸田中学校

『Better future for the next
generations』

生徒たち
の声

子どもたちは常に前向きに、少しでも良い作
品を制作したいとこだわりを持ち、正月まで
返上して最後まで諦めずに取り組みました。
この栄誉は、先輩部員、出演者、先生方、保護
者の皆さん、すべての人がいたからこそいた
だけたと思います。

森 秀文先生

ジュブナイル賞
埼玉県立小川高等学校 グローカルメディア研究部
高校生部門
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関西大学
総合情報学部
教授

飯田 香織 氏

東京藝術大学大学院
教授

小学生
部門

中学生部門

株式会社ハット
企画演出部
ディレクター

黒上 晴夫 氏

今年もレベルアップ
を 実 感！ 地 域 や 環
境の問題、多様性を
めぐる課題などを
“自分ごと”ととら
えて、一生懸命に考
えて、取材して、制
作されたのがよくわ
かりました。

伊藤 有壱 氏

参加作品のテーマ群
を俯瞰したら、SDGs
は自然と見えてきま
した。制作を通して、
楽しみながら映像言
語をしっかり自分の
モノにしている子ど
もたちを実に頼もし
く感じます。

小学生部門

山口 香 氏

YouTube、TikTok など映像作品制作が身近なものになってきてい
るとはいえ、自分たちの思いをどう表現するか、初めての経験も
多く、難しい取り組みであったと思います。ですが、最終的に出
来上がったものは、何を伝えたいのかがストレートに感じられる
良い作品ばかりでした。今年は子どもたちが演技者になった作品
も多かったと思います。恥ずかしさを感じながらもそれを乗り越
えて作品を完成させていったことは成長にもつながっているはず。
コロナ禍で時間的、空間的制約が多い中、テーマ決め、シナリオ
作成、演技、映像撮影、編集、音入れなど多くのことをこなして作
品を作り上げてくれた皆さん全員に、
「よく頑張った、ありがと
う」と声をかけてあげたいです。

『COURAGE TO ADMIT』
SDGs 賞
京都府立城南菱創高等学校 城南クリエイターズ！

『身近なことから始めよう！SDGs』
ベストシナリオ賞
沖縄県・昭和薬科大学附属高等学校・中学校 アートぷ

『HAPPY TOY』
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