
＜原稿執筆、メディア掲載一覧＞  

【件 数】48 件（ラジオ 4、新聞・地方紙 13、雑誌・専門誌・機関紙 19、教材 1、ウェブ 11） 

【テーマ】ACE10、児童労働 13、チョコ 8、コットン 4、フェアトレード 2、その他 11 

掲載・発行日 分類 メディア名（新聞掲載面） 記事タイトル 

2018/9/5 ウェブ 

NPO の"仕事と子育ての両

立"応援サイト NPO では

たらく×そだてる 

創設メンバーの代表理事と事務局長が、ほぼ同時

期に産育休を取得。スタッフの働き方やモチベー

ションにおける課題を乗り越え、働きがいのある

環境を実現（ACE） 

2018/10/1 新聞 東京新聞（13 面） 新刊ピックアップ「チェンジの扉」 

2018/10/1 機関誌 ひろばユニオン 2018 10 
シリーズ・起つ人(7）「なくそう児童労働 もっと

関心を」 

2018/10/7 ラジオ NHK ラジオ第一放送 「マイあさラジオ」(「著者からの手紙」コーナー)  

2018/10/10 専門誌 月間福祉 2018 Nov. 
第 43 回 各国からの風 「子どもの権利を奪う

児童労働の撤廃に向けて」 

2018/10/22  ウェブ 【８bitNews】 「NewsX」生放送 

2018/11/3 機関紙 NTT 労組新聞（1 面） 
インドの人権活動家のドキュメンタリー映画 

11 月 14 日に参議院会館で上映会 

2018/11/7 専門誌 月間福祉 2018 Dec. 
第 44 回 各国からの風 「インド・コットン生

産地で児童労働をなくし住民の自立を支援する」 

2018/11/11 ウェブ 新刊 JP 
「誰もが変えるきっかけを持っている」 児童労

働に向き合う NPO の想い 

2018/12/10 専門誌 月間福祉 2019 Jan. 
第 45 回 各国からの風 「ガーナ・カカオ生産

地で住民とともに「児童労働のない村」をつくる」 

2018/12/13 地方紙 神奈川新聞（19 面） 
神奈川新聞 児童労働の現状学ぶ 市立川崎高

の生徒 90 人 

2019/1/7 新聞 毎日新聞（夕刊、2 面） 「そのこ」のために 

2019/1/7 ウェブ デジタル毎日 「そのこ」のために 

2019/1/8 専門誌 月間福祉 2019 Feb. 
第 46 回 ソーシャルビジネスで生産者とつなが

り、倫理的なビジネスと消費をひろげる 

2019/1/15 機関誌 みやぎ労福協 NO.473 
売上の一部が寄付になる 

しあわせへのチョコレート 

2019/1/17 ラジオ 渋谷のラジオ 「渋谷の SDGs」 

2019/1/29 ウェブ 
SUSTAINABLE BRANDS 

JAPAN 

Z 世代の中学 1 年が児童労働に取り組む「やりが

い」 

2019/2/1 機関誌 
Healthy mates  

WINTER 2019 No.150 
チョコレートの不思議な魅力 

2019/2/1 機関誌 DEAR News 190 号 映画 The Price of Free 

2019/2/8 専門誌 月間福祉 2019 Mar. 第 47 回 日本にもある児童労働 

2019/2/9 新聞 毎日新聞（夕刊、1 面） 
チョコ原料 産地救え パティシエら呼びかけ 

支援の輪 児童労働・貧困・病害 

2019/2/13 ラジオ 
NHK ラジオ第一放送「N ら

じ」 

バレンタインを前に考える チョコレートと児童

労働 

2019/2/13 新聞 毎日小学生新聞 学ぼう チョコレートの世界 
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2019/2/14 専門紙 日本農業新聞 (1 面コラム） （四季） 

2019/2/25 雑誌 日経ビジネス 日本にもある児童労働 

2019/2/28 ウェブ 
 SUSTAINABLE BRANDS 

JAPAN 

2025 年までに世界の児童労働をなくす ACE の

グローバル戦略 ――白木朋子・ACE 事務局長 

2019/3/3 ウェブ The Japan Times 
Cancer survivor runs for family, friends — and 

herself — in Tokyo Marathon 

2019/3/5 新聞 The Japan Times（2 面） Tokyo Marathon: Running for a cause 

2019/3/11 専門誌 月間福祉 2019 Apr. アドボカシーから子どもの権利の実現をめざす 

2019/4/11 新聞 The Japan Times 
Leading Japan's fight against child labor on a 

global scale 

2019/4/23 ウェブ 
The Japan Times C20 

（NEWSWORTHY） 

At Tokyo C20, civil society leaders from around 

the world press to be heard at Osaka G20 

2019/4/23 ウェブ The Japan Times NEWS 
At Tokyo C20, civil society leaders from around 

the world press to be heard at Osaka G20 

2019/4/24 新聞 The Japan Times（2 面） 
Civil society groups call for inclusion at G20 

summit 

2019/4/25 専門誌 
国際開発ジャーナル 2019

年 5 月号 

格差解消の観点から積極提言 「具体性」を重視

し政府に行動求める 

2019/4/25 専門紙 繊研新聞（5 面） 
企業価値向上に不可欠な要素 

意識高まる SDGs、CSR への視点 

2019/5/14 ウェブ The Japan Times NEWS 
Advocates fighting child labor come together in 

Tokyo ahead of Osaka G20 summit 

2019/5/15 新聞 The Japan Times（5 面） 
Advocates fighting against child labor gather in 

Tokyo 

2019/5/16 教材 実践ビジネス英語  6 月号 
The Writers' Workshop 6 月号問題文 

今月号は「人権問題」の解説です 

2019/5/22 専門紙 朝日小学生新聞（1 面） 子どもの権利条約 もっと知って 

2019/5/23 専門紙 繊研新聞（1 面） 

誰にも変化起こすチャンスがある 

持続可能な素材の調査・普及進める 

テキスタイル・エクスチェンジ 

ラレー・ペッパー代表に聞く 

2019/6/1 ラジオ J-WAVE 
SEASONS 「 ESTEE LAUDER MAKE 

TOMORROW BEAUTIFUL」 

2019/6/4 地方紙 山形新聞 【時鐘】欄 コットンと貧困 

2019/6/24 新聞 
毎日新聞（夕刊、2 面） 

コラム「見上げてごらん」 
日本は平和ですか？ 

2019/7/5 地方紙 
秋田さきがけ(13 面） 

「明日への挑戦」欄 
企業、消費者に思い責任 

2019/7/5 専門紙 読売中高生新聞 SDGs で描く未来「児童労働 知るきっかけに」 

2019/7/16 ウェブ  Yahoo!ニュース 
学びたくても学べない―― 外国人の子どもたち

「不就学」の実態 - 

2019/7/31 機関誌 
小さな親切心 Vol.7 

（ロイヤルハウジング グ

心の通った買い物で社会 ～ 

人権に配慮した商品をつくる人・買う人が増えれ
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ループ） ば 1 億 5200 万人もの子どもを児童労働から守れ

ます。 

2019/8/1 専門誌 
ウォロ No.526 2019 年

8・9 月号 

＜特集＞子どもの権利の推進と市民活動 条約

採択 30 年・批准 25 年目の日本 

2019/8/1 
専門紙・

誌 

ウォロ No.526 2019 年

8・9 月号 

＜特集＞子どもの権利の推進と市民活動 条約

採択 30 年・批准 25 年目の日本 

2019/8/3 地方紙 
秋田さきがけ(7 面） 

「いまを読み解く」欄 

コトバとデータ(30)児童労働 

根底に貧困、健康被害も 

 


