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史
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第１回

1991年11月29、30日

京都外国語大学

パレスチナ・イスラエル問題

国際アカデミー高等専修学校（大阪）
京都外大西高等学校

約６０名

第２回

1992年11月13、14日

京都外国語大学

大気汚染問題
・温室効果と地球の温暖化
・オゾン層の破壊
・酸性雨
・軍事活動による大気汚染

芦屋大学附属高等学校（兵庫）
大阪YMCA国際専門学校
神戸市立葺合高等学校（兵庫）
国際アカデミー高等専修学校（大阪）
京都外大西高等学校

約７５名

第３回

1993年11月19、20日

京都外国語大学

人権 対 開発権
人権と人道的支援

芦屋大学附属高等学校国際文化科（兵庫）
大阪YMCA国際専門学校
神戸市立葺合高等学校（兵庫）
国際アカデミー高等専修学校（大阪）
京都外大西高等学校

約６０名

第４回

1994年11月18、19日

京都外国語大学

先住民族

芦屋大学附属高等学校国際文化科（兵庫）
大阪YMCA国際専門学校
慶応義塾湘南藤沢高等部（神奈川）
神戸市立葺合高等学校（兵庫）
国際アカデミー高等専修学校（大阪）
国立明石工業高等専門学校（兵庫）
成安女子高等学校（京都）
宮崎日本大学附属高等学校（宮崎）
京都外大西高等学校

約９０名

芦屋大学附属高等学校国際文化科（兵庫）
大阪国際アカデミー高等専修学校
大阪YMCA国際専門学校
関西国際高等専修学校（大阪）
京都橘女子高等学校
慶応義塾湘南藤沢高等部（神奈川）
神戸市立葺合高等学校（兵庫）
国立明石工業高等専門学校（兵庫）
成安女子高等学校（京都）
プール学院高等学校（大阪）
京都外大西高等学校

約１４０名

芦屋大学附属高等学校国際文化科（兵庫）
大阪国際アカデミー高等専修学校
大阪YMCA国際専門学校高等課程国際科
関西国際高等専修学校（大阪）
関西創価高等学校（大阪）
神戸市立葺合高等学校（兵庫）
国立明石工業高等専門学校（兵庫）
成安女子高等学校（京都）
清風南海高等学校（大阪）
プール学院高等学校（大阪）
立命館高等学校（京都）
京都外大西高等学校

約１７０名

・自治と自決
・環境と土地利用
・文化と知識所有権

第５回

1995年11月17、18日

京都外国語大学

人口
・家族計画

第６回

1996年11月8、9日

京都外国語大学

女性の地位・人権問題
・少女の人権
・教育

日
第７回

程

1997年11月14、15日

会
京都外国語大学

場

議

題

人権
・児童労働と性的搾取

第８回

1998年11月10、11日

京都外国語大学

児童労働と様々な危険
・強制労働と奴隷労働
・産業と農業の労働
・ストリート・チルドレン
・性的搾取
・児童兵士
・子供と地雷

第９回

1999年11月9、10日

京都外国語大学

少女
・教育
・家事労働
・性的搾取

第10回

2000年11月7、8日

京都外国語大学

児童労働
・産業労働とﾌﾟﾗﾝﾃｰｼｮﾝでの労働
・性的搾取

第11回

2001年11月6､ 7日

京都外国語大学

児童労働と様々な危険
・性的搾取
・児童兵士

参

加

校

参加人数

大阪国際文化ｱｶﾃﾞﾐｰ高等専修学校（大阪）
大阪YMCA国際専門学校
関西国際高等専修学校（大阪）
関西創価高等学校（大阪）
慶応義塾湘南藤沢高等部（神奈川）
神戸市立葺合高等学校（兵庫）
国立明石工業高等専門学校（兵庫）
成安女子高等学校（京都）
プール学院高等学校（大阪）
立命館高等学校（京都）
京都外大西高等学校

約２１０名

大阪国際文化アカデミー高等専修学校
大阪YMCA国際専門学校
関西国際高等専修学校（大阪）
関西創価高等学校（大阪）
慶応義塾湘南藤沢高等部（神奈川）
神戸市立葺合高等学校（兵庫）
国立明石工業高等専門学校（兵庫）
成安女子高等学校（京都）
プール学院高等学校（大阪）
京都外大西高等学校

約２３５名

大阪千里国際学園 国際文化高等学校
大阪YMCA国際専門学校
関西国際高等専修学校（大阪）
神戸市立葺合高等学校（兵庫）
関西創価高等学校（大阪）
慶応義塾湘南藤沢高等部（神奈川）
成安女子高等学校（京都）
プール学院高等学校（大阪）
立命館宇治高等学校（京都）
京都外大西高等学校

約１９０名

大阪千里国際学園国際文化高等学校
大阪YMCA国際専門学校
関西国際高等専修学校（大阪）
関西創価高等学校（大阪）
神戸市立葺合高等学校（兵庫）
成安女子高等学校（京都）
立命館宇治高等学校（京都）
京都外大西高等学校

約１９０名

大阪千里国際学園国際文化高等学校
大阪YMCA国際専門学校
関西国際高等専修学校（大阪）
関西創価高等学校（大阪）
神戸市立葺合高等学校（兵庫）
京都成安高等学校
立命館宇治高等学校（京都）
京都外大西高等学校

約１６０名

日
第12回

程

2002年11月6､7､8日

会

場

国立京都国際会館

議

題

子供が受ける武装闘争の影響
・児童兵士
・難民および国内難民
・武装闘争中の児童教育

第13回

2003年6月18､19､20日

国立京都国際会館

子供が受ける武装闘争の影響
・児童兵士
・難民および国内難民
・武装闘争中の児童教育

第14回

2004年6月16､17､18日

京都外国語大学

子供と健康
・イラクの子どもたち

第15回

2005年6月14､15､16日

京都外国語大学

児童労働
・危険な労働と児童
・児童と労働に関する国際基準
・緊急時における児童のケア

第16回

2006年6月13､14､15日

国立京都国際会館

武力紛争の子どもたちへの影響
・子ども兵士
・流民となった子どもたち

第17回

2007年6月27、28、29日

国立京都国際会館

児童労働
・児童労働法の統合、制定
および施行
・世界共通の初等教育
（みんなのための教育）の構築

参

加

校

参加人数

大阪千里国際学園国際文化高等学校
大阪YMCA国際専門学校
関西外語専門学校国際高等課程（大阪）
関西創価高等学校（大阪）
京都成安高等学校
神戸市立葺合高等学校（兵庫）
京都外大西高等学校

約１７０名

大阪YMCA国際専門学校
関西外語専門学校国際高等課程（大阪）
関西創価高等学校（大阪）
京都成安高等学校
神戸市立葺合高等学校（兵庫）
立命館宇治高等学校（京都）
京都外大西高等学校

約１８５名

大阪YMCA国際専門学校
学校法人千里国際学園（大阪）
関西外語専門学校国際高等課程（大阪）
関西創価高等学校（大阪）
京都成安高等学校
神戸市立葺合高等学校（兵庫）
立命館宇治高等学校（京都）
京都外大西高等学校

約２１０名

大阪YMCA国際専門学校
沖縄県立向陽高等学校
関西外語専門学校国際高等課程（大阪）
関西創価高等学校（大阪）
京都成安高等学校
神戸市立葺合高等学校（兵庫）
立命館宇治高等学校（京都）
京都外大西高等学校

約１９０名

大阪YMCA国際専門学校
岡山学芸館高等学校（岡山）
関西外語専門学校（大阪）
関西創価高等学校（大阪）
京都成安高等学校
千里国際学園高等部（大阪）
立命館宇治高等学校（京都）
京都外大西高等学校

約２００名

大阪YMCA国際専門学校
岡山学芸館高等学校（岡山）
関西外語専門学校（大阪）
関西創価高等学校（大阪）
京都産業大学附属高等学校
立命館宇治高等学校
京都外大西高等学校

約１５０名

日
第18回

程

2008年6月23、24、25日

会

場

国立京都国際会館

議

題

武装紛争の子どもへの影響
・武装紛争によって難民となった子
どもの保護
・子ども兵士の除隊や社会復帰

第19回

2009年6月24、25、26日

国立京都国際会館

気候変動が貧困に及ぼす影響
・生物燃料と食糧安全保障
・CO2排出に対する責任

第20回

2010年6月24、25、26日

国立京都国際会館

命のための水
・衛生
・ジェンダーと衛生施設
・アクセスと手ごろな価格

第21回

2011年6月21、22、23日

国立京都国際会館

食糧安全保障
・ジェンダー、女性の社会的地位向
および食糧獲得
・食糧不足

参

加

校

参加人数

大阪YMCA国際専門学校
岡山学芸館高等学校（岡山）
関西外語専門学校（大阪）
関西創価高等学校（大阪）
京都産業大学附属高等学校
千里国際学園高等部（大阪）
立命館宇治高等学校
京都外大西高等学校

約１７０名

大阪YMCA国際専門学校
岡山学芸館高等学校（岡山）
関西創価高等学校（大阪）
関西外語専門学校（大阪）
京都産業大学附属高等学校
千里国際学園高等部（大阪）
西大和学園高等学校（奈良）
立命館高等学校
立命館宇治高等学校
京都外大西高等学校

約１８０名

大阪ＹＭＣＡ国際専門学校
岡山学芸館高等学校（岡山）
関西創価高等学校（大阪）
関西外語専門学校（大阪）
京都産業大学附属高等学校
千里国際学園高等部（大阪）
洗足学園中学高等学校（神奈川）
西大和学園高等学校（奈良）
立命館高等学校
立命館宇治高等学校
京都外大西高等学校

約２００名

大阪ＹＭＣＡ国際専門学校
岡山学芸館高等学校（岡山）
上 関西創価高等学校（大阪）
関西外語専門学校（大阪）
関西学院千里国際学園高等部（大阪）
都産業大学附属高等学校
洗足学園中学高等学校（神奈川）
西大和学園高等学校（奈良）
立命館高等学校
立命館宇治高等学校
京都外大西高等学校

約２３０名

京

日
第 22回

程

会

場

201２ 年 6月 21、22、23日 国 立 京 都 国 際 会 館

議

題

子どもの権利の保護
・子ども兵士
・児童労働

第23回

20１3年6月12、13、14日

国立京都国際会館

Water for Life
・飲料水
・公衆衛生
・保護・保全

第24回

20１4年6月11、12、13日

国立京都国際会館

Global Food Security
・食料の入手
・食料の活用
・食糧危機

第25回

20１5年6月16、17、18日

国立京都国際会館

The Rights of the Child
・教育
・健康管理
・児童労働

参

加

校

参加人数

大阪ＹＭＣＡ国際専門学校
岡山学芸館高等学校（岡山）
関西創価高等学校（大阪）
関西外語専門学校（大阪）
関 西 学 院 千 里 国 際 学 園 高 等 部（ 大 阪 ）
京都産業大学附属高等学校
洗足学園中学高等学校（神奈川）
灘高等学校（兵庫）
西大和学園高等学校（奈良）
立命館高等学校
立命館宇治高等学校
和歌山県立日高高等学校（和歌山）
京都外大西高等学校

約３３０名

大阪ＹＭＣＡ国際専門学校
岡山学芸館高等学校（岡山）
関西創価高等学校（大阪）
関西外語専門学校（大阪）
関西学院千里国際学園高等部（大阪）
洗足学園中学高等学校（神奈川）
西大和学園高等学校（奈良）
立命館高等学校
立命館宇治高等学校
京都外大西高等学校

約２２０名

大阪ＹＭＣＡ国際専門学校
岡山学芸館高等学校（岡山）
関西創価高等学校（大阪）
関西外語専門学校（大阪）
関西学院千里国際学園高等部（大阪）
洗足学園中学高等学校（神奈川）
西大和学園高等学校（奈良）
立命館高等学校
立命館宇治高等学校
京都外大西高等学校

約２２０名

大阪ＹＭＣＡ国際専門学校
岡山学芸館高等学校（岡山）
関西創価高等学校（大阪）
関西外語専門学校（大阪）
関西学院千里国際学園高等部（大阪）
洗足学園中学高等学校（神奈川）
西大和学園高等学校（奈良）
立命館高等学校
立命館宇治高等学校
京都外大西高等学校

約２３０名

日
第26回

程

20１6年6月20、21、22日

会

場

国立京都国際会館

議

題

Protecting the Rights of
Refugees
・難民と移住
・難民とキャンプ
・難民と再定住

参

加

校

大阪ＹＭＣＡ国際専門学校
岡山学芸館高等学校（岡山）
関西創価高等学校（大阪）
関西外語専門学校（大阪）
関西学院千里国際学園高等部（大阪）
洗足学園中学高等学校（神奈川）
西大和学園高等学校（奈良）
立命館高等学校
立命館宇治高等学校
京都外大西高等学校

参加人数
約２００名

第27回

20１7年6月20、21、22日

国立京都国際会館

Reducing inequality through
Sustainable Development

岡山学芸館高等学校（岡山）
大阪ＹＭＣＡ国際専門学校（大阪）
大谷中学校・高等学校（京都）
・質の高い教育をみんなに（SDGs 4） 関西外語専門学校（大阪）
・働きがいも経済成長も（SDGs 8）
関西創価高等学校（大阪）
・住み続けられるまちづくりを
京都外大西高等学校（京都）
（SDGs 11）
関西学院千里国際高等部（大阪）
金光大阪中学校・高等学校（大阪）
西大和学園高等学校（奈良）
立命館高等学校（京都）
立命館宇治高等学校（京都）

約２６０名

第28回

2018年6月18、19、20日

国立京都国際会館

The Impact of
Climate Change on Children

岡山学芸館高等学校（岡山）
大阪ＹＭＣＡ国際専門学校（大阪）
大谷中学校・高等学校（京都）
関西外語専門学校（大阪）
関西創価高等学校（大阪）
京都外大西高等学校（京都）
関西学院千里国際高等部（大阪）
金光大阪中学校・高等学校（大阪）
西大和学園高等学校（奈良）
立命館高等学校（京都）
立命館宇治高等学校（京都）

約２５０名

岡山学芸館高等学校（岡山）
大阪ＹＭＣＡ国際専門学校（大阪）
大谷中学校・高等学校（京都）
関西外語専門学校（大阪）
関西創価高等学校（大阪）
京都外大西高等学校（京都）
関西学院千里国際高等部（大阪）
金光大阪中学校・高等学校（大阪）
西大和学園高等学校（奈良）
立命館高等学校（京都）
立命館宇治高等学校（京都）

約２６０名

・気候変動と子どもたち
・自然災害と子どもたち

第29回

2019年6月19、20、21日

国立京都国際会館

Reducing Poverty Through Sust
ainable Development
・5歳未満の子どもに適切な栄養を
確保する（SDG 2）
・12歳未満の子どもに初等教育を
提供する手段（SDG 4）
・家庭の生活水準を向上させる
（SDG 6および17）

日
第30回

程

2020年6月5日～8月30日

会

場

オンライン

議

The Social Impact of Waste

2021年6月5日、
6月21、22、23日

オンライン
国立京都国際会館

参

加

校

参加人数

岡山学芸館高等学校（岡山）
大阪ＹＭＣＡ国際専門学校（大阪）
大谷中学校・高等学校（京都）
関西外語専門学校（大阪）
関西創価高等学校（大阪）
京都外大西高等学校（京都）
西大和学園高等学校（奈良）
立命館高等学校（京都）
立命館宇治高等学校（京都）

約２６０名

The Social Impact of COVID-19 岡山学芸館高等学校（岡山）
on Children
大阪ＹＭＣＡ国際専門学校（大阪）
大谷中学校・高等学校（京都）
・教育
関西外語専門学校（大阪）
・児童労働
関西創価高等学校（大阪）
・健康と安全
京都外大西高等学校（京都）
関西学院千里国際高等部（大阪）
金光大阪中学校・高等学校（大阪）
西大和学園高等学校（奈良）
立命館高等学校（京都）
立命館宇治高等学校（京都）

約２２０名

・プラスチック廃棄物
・食品廃棄物

第31回

題

