
 

模擬 G7サミット 2020 募集要項 

 

[内容] インターネット上の誹謗中傷についての法改正を考える 

（英語、又は日本語でディスカッションし、英語で発表します） 

[日時]  9月 6日（日）9:00〜16:00 
[手段] Zoom 

[主催]  日本高校生パーラメンタリーディベート連盟 

[後援] （公財）日本ユニセフ協会 
[参加条件]  中学生または高校生であること 

[参加費用]  無料 

[定員]  50名（先着順） 

[申込方法]  参加フォームを以下のリンクからアクセスし、送信してください 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxQAZNy0HJx57A6K4JLbheie8GQujgz

S-t4bcdS23yd4w7oA/viewform?usp=sf_link 

[申込締切]  8月 29日（土）まで 

 
[当日のスケジュール]（微調整をする可能性があります） 

8:30  受付（Zoomでの入室開始） 

 9:00  開会の辞  

 9:20   高校生と政治について車世栄さんより (質疑応答含む) 

 9:50   運営によるプレゼンテーション・質疑応答 
10:10  グループディスカッション・発表準備 

 12:00  昼食 

12:40  各グループによる発表準備（Googleスライドの作成など） 
13:40  各グループによる発表・質疑応答 

15:25  振り返り 

15:35  審査発表 

16:00  解散 

 
[Zoomの事前準備と参加方法] 

・事前に Zoomを https://zoom.us/downloadよりインストールし、音声とビデオの動

作確認をしてください。（スマートフォンからの参加も可能ですが、安定した通

信環境下でパソコンからのご参加を推奨いたします。） 
・ユーザー名は、参加者氏名（英語表記）にしてください。 

・受付時間になりましたら、参加 URLをクリックし Zoomを起動し、 

  画面中央の「コンピュータでオーディオに参加」ボタンをクリックしてください。 

・お名前を確認し、ミーティングへの参加を許可するまでお待ちください。 
 ※参加 URLなどは後日メールで発送 

 

 

 

 

 

 
[その他の注意事項] 

・制服・私服は自由ですが、正式な場であるということを踏まえた服装でご参加

ください。 

・本サミットの記録担当が撮影したものに関しては、後日、HPDU のホームページ

やパンフレット、後援団体への報告書、HPDU についての説明会や講演会、スーパ

ーグローバルハイスクールの報告で使用することがあります。写真に写り込みた

くない場合は、事前にお申し出ください。 

 
[企画・運営担当からのメッセージ] 

この模擬 G7サミットは、今回で 5回目となります。第 1回目は、若者の意見を

社会に反映させることがグローバル問題を解決するカギになると考えるメルケル

独首相が開催した高校生国際会議「J7 ユース・サミット 2015」の日本代表生徒

たちによって開かれました。彼らが、2016 年 8 月、J7 フォローアップ・ミーテ

ィングにおいて、その第 1 回模擬 G7 サミットについて発表したところ、各国の高

校生たち、独ユニセフ協会、官房長官を初めとする独政府高官の投票で第１位に

なりました。他国の若者たちも社会貢献活動を盛んに行っていますが、大人が企

画したものに参加するという形が一般的です。その中で日本チームは、企画・運

営も、参加者も全て高校生であったことが高く評価されました。そのコンセプト

を引き継ぎ、今回も高校生による高校生のためのサミットとなっています。 

今回のサミットはインターネット上の誹謗中傷についてです。高校生独自の視

点で法改正について議論し、SNS の使用等に関して今一度考える機会となれば幸い

です。経験不足から行き届かない点も出てくるかもしれませんが、「英語でディ

スカッションをする機会がほしい」「グローバルな知識を身につけたい」「他校

の生徒と話したい」など、少しでも興味がある方は気軽に参加してみてください。

英語での話し合いに自信がない方も大歓迎です。 
 

[問い合わせ先] 

渋谷教育学園渋谷高等学校英語ディベート部 

mg7japan2020@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxQAZNy0HJx57A6K4JLbheie8GQujgzS-t4bcdS23yd4w7oA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxQAZNy0HJx57A6K4JLbheie8GQujgzS-t4bcdS23yd4w7oA/viewform?usp=sf_link
https://zoom.us/download
mailto:mg7japan2020@gmail.com


 

Model G7 Summit 2020 

 

 

[Topic]  Online Defamation ~Discussing legislative measures as high school students~  

The discussions will be in either English or Japanese (you will be divided into groups 

based off of language) and the presentations will be in English. 

[Date]  9/6 Sun. 9:00〜16:00 

[Platform] Zoom 

[Sponsorship]  High School Parliamentary Debate Union (HPDU)  

[Endorsement]  Japan Committee for UNICEF  

[Requirements for participation]  Currently attending junior high or high school 

[Participation fee]  Free 

[Capacity]  Limited to the first 50 registrations 

[How to register]  Click the link below to register 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxQAZNy0HJx57A6K4JLbheie8GQujgzS-

t4bcdS23yd4w7oA/viewform?usp=sf_link 
[Registration due date]  8/29 (Sat) 

[Schedule of the summit]（There may be minor changes made later） 

     8:30   Reception（Start entering Zoom） 

 9:00   Opening  

 9:20      Keynote speech on high schoolers and politics by Seyon Kuruma 

              (Includes QA session) 

 9:50      Presentation and QA session by Orgcomm 

10:10  Group Discussion / Preparing for presentation 

    12:00  Lunch 

12:40  Preparing for presentations（creating Google Slides） 

13:40  Presentation by groups and QA sessions 

15:25  Reflection 

15:35  Results 

16:00  Closing 

 

[Preparation for Zoom and how to join] 

・Please install Zoom from https://zoom.us/download prior to the event, and check your 

video and audio. (It is possible to participate from a smartphone, but for better internet 

connection we strongly advise using a PC) 

・Please change your Zoom user name to your preferred name in English. 

・When reception begins, click the URL and open Zoom. 

・Check your name, and please wait patiently for the host to let you in the meeting. 

 ※We will be sending the Zoom urls via email. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Other precautions] 

・You are free to wear anything, but please be aware of the fact that this is a formal 

platform and dress appropriately. 

・A recording of this summit may be used for the HPDU homepage or pamphlet, report 

to the Japan Committee for UNICEF, information sessions or lectures for the HPDU, 

and report for the Super Global Highschool program. If anyone is uncomfortable with 

their photo being taken and used, please contact us prior to the event.  

 

[A message from the organization committee] 

This event will mark the fifth Model G7 Summit. The very first summit was organized 

by Japanese students who participated in an international high schooler conference, “J7 

Youth Summit 2015”, which was created by Germany’s Chancellor, Angela Merkel, 

who believed reflecting the young generation's views on society was the key to solving 

global issues. In August of 2016, when the Japanese students presented about the first 

MG7 Summit at a follow up meeting for the J7 Summit, they received first place by the 

votes from high schoolers around the world, the German Committee for UNICEF, the 

Chief Cabinet Secretary, and many others. Although many students participate in social 

contribution activities around the world, these are generally organized by adults. 

Meanwhile, the Japanese team received high praise for having only students organize, 

manage, and participate in their event. Inheriting that concept, this event is also a high 

schooler organized event for high schoolers.        

This Summit is on defamation on the internet. We wish for this event to be a chance 

for everyone to discuss this topic from a high schooler's point of view and rethink their 

usage of social media networks. There may be some imperfect or unsatisfactory instances 

from our lack of experience, but if anyone is interested in discussing in English, earning 

knowledge on global issues, and speaking with students from other countries and schools, 

please feel more than welcome to participate.  

 

[Contact Information] 

SKG Shibuya High School English Debate Club 

mg7japan2020@gmail.com 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxQAZNy0HJx57A6K4JLbheie8GQujgzS-t4bcdS23yd4w7oA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxQAZNy0HJx57A6K4JLbheie8GQujgzS-t4bcdS23yd4w7oA/viewform?usp=sf_link
https://zoom.us/download
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