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shoes in business?

全国高校生フォーラム

Some articles have mentioned the #KuToo

He For Sheジェンダー平等に向けたプロジェクトで

movement. They say many Japanese companies

校内代表になった＃Ku Tooが新たにポスターを作成し

require women to wear high heels to work even if they

て、プレゼンテーションを行った。

are suffering from the pain. On the other hand, even if

１．日時

they wear flat shoes, people still find it hard to work
because of the cold stares they receive from their

2019年12月22日（日） 10:00 ～ 16:30
２．会場

colleagues.
We conducted a questionnaire to find out how many

東京国際フォーラム

people wear high heels or pumps at their workplace,

東京都千代田区丸の内３丁目５-１
３．プログラム

asking “Do you or women in your office wear high

開会式・ポスターセッション・生徒交流会（テーマ

heels or pumps?” We did this with 168 people in

別分科会/全体会）表彰式

Nagoya city. In an additional questionnaire for those

４．本校の概要

who answered YES, we then asked “why do they wear

#KuToo

them?”, and gave three answers;

Make our society more equal and comfortable 2720:

①because it is a

company rule ②because they think it is good manners

Affiliated Upper and Lower Secondary Schools, School

for them to wear high heels or pumps at work

of Education, Nagoya University Key words: high heels,

because the women themselves want to wear high

experiment, inefficient, in business, cold stares, gap in

heels or pumps at work. The results were 36% YES, or

awareness, equal and comfortable

about 60 people. Interestingly, nearly 22% of male

1. Introduction

respondents chose ③,compared to only 14% of female

Going to work with high heels is very common in
Japan. Many women tend to wear them at work, and

③

respondents, showing a gap in awareness between men
and women on these issues.

over time this has caused companies to pressure

In our SGH oversea studies programs, we asked our

women to wear only one type of shoe. This is

foreign friends who are the students in NC, the USA

completely unfair. There is a world-wide movement

about the situation. Also we analyzed the witness of a

which is called #KuToo. It criticizes this situation in a

student who experienced the Tobitate Program by the

way inspired by the #MeToo movement, combining

Ministry of Education. The situation is sometimes the

#MeToo with the Japanese words ”Kutsu” which

same but sometimes is not the same as in Japan.
The idea that women who don' t wear high heels at

means “Shoes” and “Kutsuu” which means “Pain”.

work are rude is now being changed little by little, but

2. Methods and Results
We did an experiment at school where 4 students,

it is still not perfect. Similarly, being forced to wear

including 3 boys, walked on the same route, using high

sneakers would not be good either. Being able to

heels and then regular shoes. It took a longer time for

choose the shoes we wear freely is the best solution,

all of them to walk with high heels than their usual

except for special occasions.

shoes. In addition, some felt pain in their feet and got

3. Conclusion

blisters. All of them felt nervous when they were using

These days, there is an activist who teaches people

stairs. This experiment shows that by wearing high

the right way to wear high heels, and her suggestions

heels, we may harm our health and waste time doing

have helped people who have to wear high heels

everyday activities. Why, then, do so many companies

without pain. In addition, #KuToo carried out a

force their female employees to wear such inefficient

signature campaign and submitted it to the Ministry of

－ 186 －

名古屋大学教育学部附属中・高等学校紀要

Health, Labor and Welfare. Following our research, as

第65集（2020）

発表要旨

high school students, we are spreading this movement

誰もが持つべき自由をジェンダーを理由に奪われない

with posters, on social media, and so on. We have

世界。私たちは「靴」に焦点を当てて、こんな世界の作

already made posters and are now waiting for

り方を考えています。一見小さな問題ですが、身近な問

permission to put them up. It is our wish to make our

題からジェンダーについて考えた時、社会の現状が浮き

society more equal and comfortable.

彫りになりました。悪習と思っている人がいても、なか
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２ G20愛知・名古屋外務大臣会合高校生交流
事業
11月22日（金）・23日（土）名古屋観光ホテルで開催
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自分に自信をつけることもできました」
「外務大臣会合ということで、どのようなテーマが適
切か考えていくことは難しい部分もあったが、最終的に
は高校生らしい視点を持った提案を作成できたと思う。

されたG20愛知・名古屋外務大臣会合の公式行事のひと

各国外務大臣の方々も発表を真剣に聞いてくださり、私

つとして、地元の高校生による政策提言があった。この

たちの思いをしっかりと伝えられたのではないかと感じ

提言を考案し発表する学校として、本校が中部大学春日

ている。また、他の学校の生徒と話し合いながら提案を

丘高等学校、県立時習館高等学校、市立名東高等学校と

考えていくことは、自分が置かれている状況や世界が抱

ともに選ばれた（名東高校以外はSGH校。名東高校は国

えている課題について見つめ直す良い機会になった」

際的な取り組みが評価されてのこと）
。本校からは高校
２年生３名が参加した。
夏休み７月下旬から高校生交流事業という形でプログ
ラムが始まり、初回は、あいさつやオリエンテーション
（提言の位置づけやスケジュールなど）
、レクチャーを受
けたのち、グループワークで提言の方向性を考えた。そ
の後、夏休み中にディスカッションを３回行った。外務
大臣会合での高校生提言は、他の分野（農業大臣会合や
保健大臣会合など）と比べると具体的な方向性を見いだ
すことが難しい。県のG200外務大臣会合推進室の方々
に手助けいただきながら、国際社会にある格差をなくす
という方向性を見いだし、具体的には教育格差をなくす
提言とすることが決まっていった。そして解決手法とし
て、各国による教育支援のフィードバックと情報共有、

ディスカッションで出された意見

ネット環境による動画配信などを活用した遠隔授業の二
つをあげ、そのための国際機関の設立を提案することに
なった。９月以降は文章の作成と英文化、発表のリハー
サルを行った。４校の生徒が頻繁に会うことはできない
ため、GoogleドライブやLINEなどを活用して提言文を
彫琢していった。
発表は提言文を４パートに分けて、各校１名が英文で
発表する形式をとった。11月11日（月）には、最終リ
ハーサルと県知事・市長への表敬訪問を行い、激励の言
葉をいただいた。発表当日の23日は直前確認の後、観光
ホテルで提言発表、その後ヒルトンホテルに移動して、
国際メディアセンターを見学し、報道機関の取材に対応
した。発表に対して茂木外相からその場でコメントをい

茂木外相に渡した提言書（原本）

ただき（これは予定外のことであった）
、高い評価をい
ただいたと聞いている。
この機会は、国際社会の最高峰を目の当たりにできる
稀有の機会であり、生徒たちには得難い貴重な体験と
なったことは言うまでもない。また提言作成・発表を目
指して他校の生徒と意見交換をしたことも、参加生徒に
とっては大きな財産になったと思われる。以下、参加生
徒の感想を記す。
「G20に高校生として参加できたこと
は一生に二度とない貴重な経験でした。夏休みから３か
月間を通して12名で国際問題について深く話し合ったこ
とで、自分が今までもっていなかった視点や考え方を知
ることができました。また、話し合いや名大附生徒で原

提言書を渡している時の様子

稿をつくる際に意見を言うことで自分の力を試すことも
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３

で、本プロジェクトの狙いが各国教員に伝えられ、それ

DICEプロジェクト

を受けて、それぞれの国の教育環境・生徒状況に合わせ

（１）目的

た授業が展開された。国ごと、また学校ごとの年間行事

MGIEP（平和と持続可能な開発のための教育に関す

予定の差異により、当初より実施期間のずれについては

る マ ハ ト マ・ ガ ン デ ィ 研 究 所 ） に よ るSEL（Social

予想されていたが、指定された期限内に全てのモジュー

Emotional Learning:社会性・情緒スキル学習）教育カリ

ルを終了するとされた。生徒はモジュールごとのテーマ

キュラム研究実験への参加である。Compassion（共感

について授業を受け、同じ学校の生徒間で意見を交わ

力）
、Empathy（ 思 い や り と そ れ を 行 動 に 移 す 力 ）、

し、自分の考えをまとめる。その後、UNESCOが作成

Critical Inquiry（ 問 題 解 決 能 力 ）Mindfulness（ 分 別、

したインターネットのサイト上で、各国生徒と意見を交

自己管理能力）を生徒に身につけさせることを目指す。

換し合う。オンタイムのディスカッションではないた
め、生徒の意見のやり取りは各自の都合に合わせて行わ

（２）実施方法

れた。

各国参加生徒を実験群と対照群に分け、プロジェクト
への参加を通し、ものの見方や考え方に変化が生じるか

（７）検証・評価：
年内に終了する予定だったプロジェクトが、OSの違

どうかを、事前アセスメント・事後アセスメントにより
量る。プロジェクトはMGIEPによるサイトを活用し、

いから生徒によるサイトへの書き込みがかなわず、また

各国の教員がそれぞれ提示されたテーマに沿った授業を

その問題の原因が長らく判明しなかったことで、日本

実験群生徒に行い、生徒が授業とサイト上の資料で学習

チーム参加のスケジュールが大幅に狂ってしまった。ま

したことを元に、意見を他国の生徒と交わす。また本プ

た、当初は５カ国での意見交換の予定だったものが、そ

ログラムは実施前に保護者説明会を開き、実験参加とイ

れぞれの行事予定の都合で前半（インド、バングラディ

ンターネットを介した個人情報の取り扱いについてのイ

シュ）と後半（モルディブ、アフガニスタン）グループ

ンフォームド・コンセントを取得した上で行われた。

に分かれたことも、曖昧な情報でしか伝わらなかった。
しかしながら結果的には分かれたことで、日本チームの

（３）期間

後半グループへの参加が可能となった。ただ、今回の

当初は９月15日～ 11月の予定であったが、他国との

OS問題から発生した日本チームの参加の遅れに対し、

OSの違いから日本チームのプラットフォームへの書き

運営側UNESCOの意志決定の日本人教員への連絡と、

込みが叶わず、後半チーム（モルディブ、アフガニスタ

実際の授業実施時間にはかなりのタイムラグがあり、一

ン）とともに年明け１月中旬～２月15日となった。

週間に一つのモジュールのみを進めるというペースを守
れず、生徒にはかなりの負担となったと考えられる。し

（４）参加国

かしながら、授業とは別に調べ学習と、その発表会等を

日本、インド、バングラディシュ、モルディブ、アフ

通し、生徒の「学ぼう」「発信しよう」とする姿勢は最
後まで崩れることはなかった。各国と直接つながる期間

ガニスタン

は終了しても、フォローの授業や発表の場を加えること
（５）日本参加校

で、このプロジェクトで伝えられたことの意味を、生徒

名古屋大学教育学部附属中学校、星城中学校、宮城県

には今後も考えていってもらいたい。

仙台二華中学校、関西学院千里国際中等部、広島県立広
島中学校
＊本校からはグローバル・コミッティジュニアのメン
バーより実験群24名
（中学校３年生）
、対照群24名（中学校２・３年生）が参
加した。
（６）内容：
７つのモジュールを順に追い、最終的に統合させるこ
とが挙げられている。
①Welcome and introduction
③Why belonging matters
⑥climate change

②What home means

④identity

⑤migration

⑦celebrating success

UNESCOによるインドで行われたプロジェクト研修
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