
事 務 連 絡 

令和３年７月14日 

 

各 都 道 府 県 教 育 委 員 会 指 導 事 務 担 当 課 

各 指 定 都 市 教 育 委 員 会 指 導 事 務 担 当 課 

各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 課   御中 

附 属 学 校 を 置 く 各 国 公 立 大 学 法 人 担 当 課 

構造改革特別区域法第12条第１項の認定を受けた各地方公共団体の学校設置会社担当課 

 
 

文部科学省総合教育政策局国際教育課 
 

 
 

「2021青少年東アジア平和キャンプ」プログラム参加の御希望について（周知依頼） 

 
 

平素より高校生の国際交流の推進に御理解・御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

このたび、大韓民国仁川広域市教育庁東アジア国際教育院より、「2021青少年東アジア平和キ

ャンプ」プログラムに関する協力依頼が、別添のとおり、在大韓民国日本国大使館を通してござ

いましたので、お知らせいたします。 

具体的には、本年度若しくは来年度、上記プログラムの実施において、国際交流活動を希望す

る日本の中学校・高等学校を募集する内容です。 

別添の資料には、５月以降の国際交流活動の内容や交流希望内容などの記載がございますが、

具体的なスケジュール及び国際交流活動に係る内容は、御参加いただける中学校・高等学校との

相談により今後柔軟に対応したいとのことです（例えば、具体的な国際交流活動について来年度

からの実施も可）。 

ついては、本プログラムへの参加の御希望につきまして、各都道府県教育委員会におかれては

所管の中学校、高等学校等及び域内の指定都市を除く市区町村教育委員会に対して、各指定都市

教育委員会におかれては所管の中学校、高等学校等に対して、各都道府県私立学校主管課におか

れては所轄の中学校、高等学校等及び学校法人に対して、各国公立大学法人におかれては管下の

中学校、高等学校等に対して、高等学校を設置する学校設置会社を所轄する構造改革特別区域法

第12条第１項の認定を受けた各地方公共団体におかれては所轄の学校法人等に対して、周知に御

協力をいただきますようお願い申し上げます。 

なお本事務連絡は、高等学校所管課宛てに送付をしておりますので、中学校を担当していない

場合、中学校所管課まで御転送をいただきますよう、よろしくお願いいたします。 

参加の御希望がある場合、令和３年８月６日（金）までに下記、お問合せ先まで御連絡下さい。 

 

 ＜本事務連絡に関するお問合せ先＞ 

文部科学省総合教育政策局国際教育課国際理解教育係 

電話：03-5253-4111（内線3487） 

E-mail：kouryu@mext.go.jp 



인천광역시교육청동아시아국제교육원

수신 주대한민국일본국대사관

(경유)

제목 [협조 요청]「2021 청소년 동아시아 평화캠프」프로그램 관련 협조 요청

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 인천광역시교육청동아시아국제교육원의「2021 청소년 동아시아 평화캠프」프로그램 운영과      

   관련하여 다음과 같이 요청드리니, 적극 검토하시고 협조하여 주시기 바랍니다.

 가. 요청사항:「2021 청소년 동아시아 평화캠프」행사 관련, 국제교류 활동을 희망하는 일본   

                중·고등학교 매칭

 나. 교류 기간: 2021. 6월 ~ 11월 (평화포럼은 11월 초 예정)

 다. 교류 대상: 일본 중·고등학교 5~6개교 (60여 명)

 라. 교류 내용: 첨부파일 참고

 마. 교류 방법: 쌍방향 온라인

붙임 1. 2021 동아시아 청소년 평화캠프 관련 국제교류 희망학교 매칭 요청서 1부.

     2. 2021 동아시아 청소년 평화캠프-교류활동 개요(한국어) 1부.

     3. 2021 동아시아 청소년 평화캠프-교류활동 개요(일본어) 1부.  끝.

인천광역시교육청동아시아국제교육원장

★교사(중등) 조수양 교육연구사 노윤오
동아시아교육협

력과장
김화연 원장

2021.06.10.

유충열

협조자

시행 동아시아교육협력과-761 ( 2021. 6. 10. ) 접수 ( )

우 22361
인천광역시 중구 영종대로277번길 118, 동아시아교육협

력과
/ http://

전화 032-745-0205 /전송 032-745-0233 /coolsuyang@ice.go.kr /부분공개(7)
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「2021 청소년 동아시아 평화캠프」프로그램 관련 협조 요청 사항

1. 요청사항:『2021 청소년 동아시아 평화캠프』행사 관련, 국제교류 활동을       

          희망하는 일본 중･고등학교 매칭 건

2. 목적 

  m 동아시아 청소년들의 평화･공존에 대한 구체적 이해 도모 및 실천적 대안 모색

  m 다국어 프로그램 기반 공동의 프로젝트 진행을 통해 상대국에 대한 이해 

및 포용력 제고

  m 동아시아 청소년들의 평화 토론의 장을 통하여 평화･공존의 동아시아 기반 조성

3. 교류 기간: 2021.6월 ~ 11월 (평화포럼은 11월 초 예정)

4. 교류 대상: 중･고등학교 5~6개교

5. 교류 내용: 첨부파일 참고

6. 교류 방법: 쌍방향 온라인

7. 문의(담당자 연락처)

 - 동아시아교육협력과 팀장 노윤오

   (전화) 032-745-0202, 010-2760-4145

   (이메일) anet21@ice.go.kr

 - 청소년 동아시아 평화캠프 담당자 조수양

   (전화) 032-745-0205, 010-9127-8495

   (이메일) coolsuyang@ice.go.kr

2021. 6. 9.

인천광역시교육청동아시아국제교육원장  
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인천광역시교육청 『2021 동아시아 청소년 평화캠프(포럼)』 

 

1. 국제교류(일본)희망 학교 개요 

국 가 교류 희망 대상 비 고(한국 측 참여 학생 수) 

일본 
중학교 및 고등학교 

5~6개 학교 

중학교 2개 학교(16명), 

고등학교 4개 학교(41명) / (총 6개 학교) 

 

2. 인천교육청 국제교류 활동 내용 

1) Global PRO 관련 

기 간 문화교류 내용 평화 프로젝트 내용 

5월 
- 물건을 통한 자기소개 

- 자기 지역 소개 영상 제작 

- 물건을 통한 자기소개 

- 자기 지역 소개 영상 제작 

6~7월 - 명절 소개 및 비교하기 - (특강) 난민 이야기 

7월 중순 - 수업 활동 발표(중간 점검) - 수업 활동 발표(중간 점검) 

8~11월 

- 생태 관광(도시/지역)여행 

브로슈어 제작하기 

- 학교 이야기 

- 전통 음식 알아보기 

- 건전한 문화교류 방법 모색하기 

(신문형식, 로고 만들기, 인포그래픽 등) 

- 인권 문제(지역/우리 주변) 

- 청소년 평화 캠프 활동 주제 선정 

- 평화로운 동아시아 구축을 위한  

공동 선언문 

- 포스터 디자인 만들기 

10월 말 - 활동 내용 결과 공유/발표 - 청소년 평화 캠프 주제 준비 및 발표 

 

3. 교류 희망내용 

1) 한국 – 일본 학교 간 국제교류 매칭 및 Global PRO(2-1 참조) 교류 

2) 한-중-일 평화캠프/포럼(11월 초 예정) 등 

주제 방법 시기 

“지금 여기, 우리는 평화를 심는다” 

(Here and now, we plant the seed of peace) 

평화 프로젝트 결과 

나눔의 장(국제교류) 
11월 초(예정) 

※ 각 국의 민감한 정치적 사안은 배제하고 청소년들이 넓은 의미에서 평화교류(예: 공정무역, 

공정여행 등)를 진행하는 것을 목표로 함. 
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仁川広域市教育庁東アジア国際教育院 

 

受信 在大韓民国日本国大使館 

(経由) 

タイトル[協力要請]「2021 青少年東アジア平和キャンプ」プログラムに関する協力要請 

 

1. 貴機関の限りない発展を祈ります。 

 

2. 仁川広域市教育庁東アジア国際教育院の「2021 青少年東アジア平和キャンプ」プログラ

ムの運営に関して、次のように要請いたしますので、積極的にご検討の上、ご協力くだ

さい。 

 

 要請事項：「2021 青少年東アジア平和キャンプ」行事に関連し、国際交流活動を希望す

る日本の中学·高校マッチング 

 交流期間：2021. 6 月～11 月(平和フォーラムは 11 月初め予定) 

 交流対象：日本の中学・高等学校 5～6校（約 60人） 

 交流内容：添付ファイル参考 

 交流方法：双方向オンライン 

 

添付 1.2021 東アジア青少年平和キャンプ関連国際交流希望学校マッチング要請書 1部.  

2. 2021 東アジア青少年平和キャンプ-交流活動概要(韓国語)1 部. 

3. 2021 東アジア青少年平和キャンプ-交流活動概要(日本語)1 部.       

  

 

仁川広域市教育庁東アジア国際教育院長 
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「２０２１ 青少年東アジア平和キャンプ」プログラムに関する協力要請事項 

 

１．リクエスト：『2021 青少年東アジア平和キャンプ』イベントに関連し、国際交流活動を

希望する日本の中学・高等学校マッチングの件 

 

２．目的 

 東アジアの青少年の平和と共存に対する具体的な理解を図り、実践的な代案を模索 

 多言語プログラムを基盤とした共同プロジェクトを進めることによる相手国に対す

る理解と包容力の向上 

 東アジアの青少年たちの平和討論の場を通じて平和・共存の東アジア基盤を造成 

 

３．交流期間：2021.6 月～11月(平和フォーラムは 11月初めの予定) 

 

４．交流対象：中学・高等学校 5～6校 

５．交流内容：添付ファイル参考 

６．交流方法：双方向オンライン 

７．お問い合わせ(担当者の連絡先) 

- 東アジア教育協力課チーム長 ノ·ユンオ 

（電話）032-745-0202、010-2760-4145（電子メール）anet21@ice.go.kr 

- 青少年東アジア平和キャンプ担当者 チョ·スヤン 

（電話）032-745-0205、010-9127-8495（電子メール）coolsuyang@ice.go.kr 

 

2021. 6. 9. 

 

仁川広域市教育庁東アジア国際教育院長 
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仁川教育庁 東アジア 青少年 平和キャンプ（フォーラム） 
 

1. 国際交流（日本）希望学校概要 

国家 交流希望対象 備考（韓国側参加学生数） 

日本 
中学生および高校生 

5～6校 

中学校2校（16名）, 

高等学校4校（41名） / （計6校） 

 

2. 仁川教育庁国際交流活動内容 

1) Global PRO 関連 

期間 文化交流内容 平和プロジェクト内容 

5月 
- ものを用いた自己紹介 

- 出身地域の紹介映像制作 

- ものを用いた自己紹介 

-出身地域の紹介映像制作 

6~7月 - 名節紹介および比較 - （特講）難民について 

7月中旬 - 授業活動発表（中間点検） -授業活動発表（中間点検） 

8~11月 

- 生態観光（都市/地域）旅行 
パンフレット制作 

- 学校の話 

- 伝統食品調べ 

- 健全な文化交流の方法模索 
（新聞形式、ロゴ作成、インフォグラフ

ィック など） 

- 人権問題（地域/周辺） 

- 青少年平和キャンプ活動主題選定 

- 平和な東アジア構築のための共同宣

言文 

- ポスターデザイン作成 

11月上旬

予定 
- 活動内容結果共有/発表 - 青少年平和キャンプ主題準備及び発表 

 

3. 交流希望内容 

1) 韓国－日本の学校間国際交流マッチングおよびGlobal PRO(2-1 参照) 交流 

2) 日－中－韓平和キャンプ/フォーラム（11月上旬予定）など 

主題 方法 時期 

“今ここで、私たちは平和を植える” 

(Here and now, we plant the seed of peace) 

平和プロジェクト結果 

分かち合いの場（国際交流） 

11月上旬（予

定） 

※ 各国の敏感な政治的な話題よりも広い意味での平和交流（例：公正貿易、公正旅行など）を

目標として進行する 
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