
模擬 G7 サミット 2022 ～環境教育～ 募集要項 

MODEL G7 SUMMIT 2022 

 

令和元年度より、文部科学省は、Society5.0 時代に向けて、イノベーティブなグローバル人材を

育成するため、高等学校と国内外の大学，企業，国際機関等が協働し、高校生国際会議の開催等、

高校生へ高度な学びを提供するネットワークの形成を目指すＷＷＬ（ワールド・ワイド・ラーニン

グ）コンソーシアム構築事業を実施しています。 

ＭＧ７2022 は、本事業の一環として、その拠点校である渋谷教育学園渋谷中学高等学校がオン

ラインで実施する「学びのオリンピック SOLA（Shibuya Olympiad of LiberalArts）2022」の一種

目として開催されます。 

 

主催：一般社団法人 日本高校生パーラメンタリーディベート連盟 

学校法人 渋谷教育学園渋谷中学高等学校 

後援：（公財）日本ユニセフ協会, Knovva Academy 

協賛：有限責任 あずさ監査法人 (KPMG AZSA LLC) 

協力：iaeグローバルジャパン株式会社（iae GLOBAL JAPAN, Inc） 

株式会社トモノカイ (Tomonokai Co.,Ltd.) 

エイムネクスト株式会社（AIMNEXT Inc) 

株式会社ＥｄｕＬａｂ（EduLab, Inc.） 

株式会社オールアバウト（All About, Inc.） 

 

 [内容] 議題を「環境についての教育不足の中、中高生が提示する解決策とは何か」とし、具体的

には、環境についての教育が行われていないために持続的な活動が行われないことを問題と

して提示する。誰もが自覚を持って環境問題に取り組む社会を作るために、教育や学校にお

いてどのような工夫ができるのか。また、中高生である自分たちが、問題解決に向けてどの

ようなアクションを起こせるのかを考える。  

［目的］ 様々なバックグラウンドから来る世界の生徒が同じ社会問題に対して向き合い、具体的

な解決案を共有することで、１人１人の生徒がイベント後、自らの学校やコミュニティーで

早速アクションをとれるようにするためのイベント。現実的に実行できるような「環境とい

う科目の導入」実現に向け、具体的で独創的な アクションプランを国際的な参加者と共に

議論を通して作成し、発表する。その中で、有効だと思ったものをそれぞれアクションに起

こす。 



［会議の流れ］当日は、最初に全体で基調講演や運営のプレゼンテーションを通し、環境教育につ

いて現状の問題点を把握し、知識をインプットする。その後運営が振り分けるグループで、

課題解決の方法を高校生の独創的な視点からディスカッションをする（参加者の希望により

日本語または英語で議論します）。最後に議論の成果を全体に向けて英語で発表する。 内

容がしっかりと詰められた提案や、独創的なアイデアを出したグループには、ゲストジャッ

ジによる厳正な審査のもと賞が授与される。  

[日時] 8 月 18 日（木）9:30〜16:00  

[手段] Zoom SLACK（連絡用） 

[ゲスト] Keynote speaker: 未定 

[参加条件] 中学生または高校生であること 

[参加費用] 無料  

[参加の形態] 個人  

[大会規模] 国際  

[使用言語] ディスカッション、プレゼンテーション発表ともに英語のみ 

[大会形式] 競技・会議  

[定員] 50 名ほど（先着順） 

[申込方法] SOLA2022参加フォームを以下の URLまたは QRコードからアクセスし、参加申し込みを

お願いします。 

フォームには、SOLA2022 の他イベントへの参加申し込みオプションもあ

りますが、模擬 G7 サミットの参加希望者は以下の手順に従ってください。 

STEP 1) 国際会議部門を選択  

STEP 2) 「模擬 G7 サミット 2022」を選択し、フォームに従って入力 

https://forms.gle/EsH8ABqT2MZdNtQA6 

※個人参加になりますので、1 人ずつフォームの送信・記入をお願いします。 

※1 人につき 1 つのフォームを送信して下さい。 

[申込締切] 8月 8日（月） 

[当日のスケジュール] (変更を加える可能性があります)  

9:30 受付（Zoom での入室開始） 

10:00 開会の辞  

10:20 基調講演/Keynote speech（質疑応答含む）  

https://forms.gle/EsH8ABqT2MZdNtQA6


10:50 運営によるプレゼンテーション・質疑応答  

11:10 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]  

1.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。） 

2.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。  

3.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]  

1.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。  

2.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７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おり、中高生が会議 後すぐに実行できるようなアクションプラ

ンを考えることが大きな目的となっています。  

今回のサミットは環境教育についてです。高校生独自の視点でこの議題について議論し、環境

教育につい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] 

模擬 G7 運営本部 mg7japan@gmail.com  

SOLA 実行委員会 solashibu2022@gmail.com 
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Model G7 Summit 2022 

In order to develop innovative global human resources for the Society 5.0 era, the Ministry of 

Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) has been promoting the WWL (World 

Wide Learning Network) since 2018. The WWL (World Wide Learning) Network aims to form a 

network to provide advanced learning to high school students, including the holding of international 

conferences for high school students.  

MG72022 will be held as one of the events of the SOLA (Shibuya Olympiad of Liberal Arts) 2022, 

which will be held online by Shibuya Kyouiku Gakuen Shibuya Junior and Senior High School. 

 

Hosted by: High School Parliamentary Debate Union (HPDU) 

Shibuya Kyouiku Gakuen Shibuya Junior High School 

Endorsement：Japan Committee for UNICEF, Knovva Academy 

Sponsorship：KPMG AZSA LLC 

Collaboration：iae GLOBAL JAPAN, Inc, Tomonokai Co.,Ltd., AIMNEXT Inc, EduLab, Inc., All 

About, Inc. 

[Topic]  Environmental Education 

The focus will be on environmental education around the world. Students all over the world will 

discuss what kind of environmental education in primary, middle, and high school can effectively 

spread awareness and encourage students to take action against climate change. Students will 

consider what kind of knowledge society is currently lacking and what kind of classes are necessary 

to fill in the gap. 

  At the summit, after learning about the current situation through presentations and keynote 

speeches, students will separate into groups and discuss a specific action plan that can be taken in 

order to solve the issue. Afterwards, everyone will rejoin to give and hear presentations of each 

group’s ideas. Groups that gave the most creative or specific action plan will be awarded, after 

careful consideration by the guest judges.  



  Through students from diverse backgrounds coming together and working towards the common 

goal of solving climate change through education, we hope that each student will be able to take the 

ideas back to their own schools and communities in order to take specific action.  

[A message from the organization committee] 

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

Japanese students who participated in an international high school students conference, “J7 Youth 

Summit 2015”. This was created by German 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 school students 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 organized by 

students for students, and intends to create action plans that high school students can actually 

execute immediately after the conference.  

The last summit held in SOLA 2021 was on gender equality, in which students discussed what can 

be done through schools and education as well as what they themselves can do as high school 

students in order to create a better world for everyone including both men and women. The topics of 

other summits held in the past include gender equality, plastic waste, online defemation, and young 

people’s societal contribution. 

 

This Summit is on environmental education. We wish for this event to be a chance for everyone to 

discuss this topic from a high school student's point of view and rethink this issue. There may be 

some imperfect or unsatisfactory instances from our lack of experience, but if anyone is interested in 

discussing in English, learning knowledge on global issues, and speaking with students from other 

countries and schools, please feel more than welcome to participate. 

 

[Date]  August 18 (Thurs) 9:30〜16:00 (Japan Standard Time) 

[Platform]  Zoom  Slack (as a means of communication)  

[Guests] Undecided 



[Requirements for participation] Currently at tending junior high or high school 

[Participation fee] Free  

[Capacity] Limited to the first 50 registrations  

[How to register]  

Please access the Registration Form from the URL below or by scanning the QR code. 

The form also includes options tio register for other SOLA 2022 events, but 

if you wish to participate in the Model G7 Summit, please follow the 

procedure below: 

STEP 1) Select “International Conferences” 

STEP 2) Select “Model G7 Summit 2022” 

https://forms.gle/QudExiWFjQmTqcWx5 

※Please sign up individually. 

※Please make sure to ONLY send the registration form once per person. 

 

[Registration due date] August 8 (Mon) 

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

9:30 Reception (Start entering Zoom)  

10:00 Opening  

10:20 Keynote speech (Includes QA session)  

10:50 Presentation and QA session by Orgcomm  

11:10 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  

https://forms.gle/QudExiWFjQmTqcWx5


[Preparation for Zoom and how to join]  

1. 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 interrnet connection 

we strongly advise using a PC)  

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

3. 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]  

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

and dress appropriately.  

2. 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.  

[Contact Information]  

MG7 Organizing Committee mg7japan@gmail.com  

SOLA 2022 Organizing Committee solashibu2022@gmail.com 
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