
＜メディア掲載実績＞  

【メディア掲載件数】 108 

（テレビ 4、ラジオ 5、新聞 24、雑誌：6、機関/専門紙・誌 12、教材 3、ウェブ他 54） 

報道日 メディア タイトル・内容 

2015/9/28 共同通信 「本当は遊びたい」、児童労働廃絶険しく 

2015/10/1 国際人流 特集 児童労働のない未来へ「世界に伝われ 児童労働

に NO！」 

2015/10/2 岐阜新聞 児童労働から子どもを守ろう「T シャツの裏側」にある

真実 

2015/11/1 ダースノート 未来のじぶんへのヒント 

2015/11/9 繊研新聞（総合：2 面） エシカル消費セミナー開く 

2015/11/26 PRESIDENT WOMAN Online 「私だからできること」は何か？ メンターとの出会いで

めざすべき道が見えた瞬間 

2015/12/1 わたしは消費者（教員向け消

費者教育情報提供誌） 

授業改革！生徒の「学び」を「行動」へ 

2015/12/6 県民福井 世界の児童労働考える 

2015/12/6 福井新聞 児童労働世界からなくせ 

2015/12/7 AERA 今、子どもの人権を考える 市民が担う人権意識 具体

的な政策提言を 

2015/12/9 Conobie 今もどこかで。谷川俊太郎の詩から考える「児童労働」 

2016/1/15 さぴあ 世界のえこ事情 チョコレートの少し苦い話 

2016/1/28 KBS 京都ラジオ「笑福亭晃瓶

のほっかほかラジオ」 

ほっかほか 噺の朝ごはん」コーナー 

2016/2/1 オルタナ 「『義理チョコはあげたつもり』で、チョコ募金を」 

2016/2/1 TRENDRIPPLE バレンタインで震災復興を！こんなにあるバレンタイ

ン・チャリティ！ 

2016/2/4 時事通信 バレンタインで受注増 箱詰め委託し被災地支援も 

2016/2/4 共同通信 ※掲載新聞、未確認 

2016/2/5 エフエム富士「Good Day」 『カラフル５』コーナー（PM３時～） 

2016/2/12 日本海テレビ「エブリワン」 「週末おでかけガイド」コーナー 映画『バレンタイン

一揆』上映会 

2016/2/14 しんぶん赤旗 チョコで減らす「貧困」 原料生産者の生活を応援する

「フェアトレード」しませんか 

2016/2/14 東京新聞 バレンタイン生産地にも愛を 広がるフェアトレード 

2016/2/18 図書館教育ニュース（少年写

真新聞） 

チョコレートの裏側を知って欲しい カカオ生産地で児

童労働をなくす取り組みを行う ACE の活動 

2016/2/29 AERA 未来を創る人を育てる S&R財団再考経営責任者（CEO）

兼理事長 久能祐子 

2016/4/14 Yahoo!ニュース（Alterna 発

二次配信） 

CSR 部発足 多様な生き方を促進 

2016/4/18 Yahoo!ニュース（Alterna 発 「世界一貧しい大統領」に続き「平和の賢人」が相次い
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報道日 メディア タイトル・内容 

二次配信） で来日 

2016/4/20 Work&Life 世界の労働 2025 年の児童労働の終焉に向けた戦略と企業、政府の役

割 

2016/4/28 朝日新聞デジタル 5 月 16 日（月）ノーベル平和賞受賞 カイラシュ・サテ

ィヤアルティ氏と教育・児童労働を語る会 

2016/4/28 朝日新聞デジタル ノーベル平和賞受賞者カイラシュ・サティヤアルティ氏

来日記念公開シンポジウムーノーベル賞受賞後初来日 

2016/4/30 読売新聞 児童労働考えるシンポ 来月 14 日、都内 

2016/5/6 Yahoo!ニュース 尾崎豊の息子らが登壇 社会派映画上映イベント 

2016/5/9 消 費者 教育 研究  4/5 月 号

（175 号） 

持続可能な開発目標（SDGs）と消費者ができること 

2016/5/10 朝日新聞 児童労働問題でシンポ 14 日 ノーベル平和賞受賞者

招き 

2016/5/12 山陽新聞デジタル 倉敷でＧ７教育相会合１４日開幕 貧困、テロへの在り

方を議論 

2016/5/12 ReseMom リセマム 伊勢志摩サミットに合わせ G7 倉敷教育大臣会合開催

5/14・15 

2016/5/13 NHK NEWS WEB ノーベル平和賞のインド活動家 「児童労働撲滅を」 

2016/5/13 YOMIURI ONLINE 倉敷 世界にアピール 

2016/5/14 NHK 総合  （深夜ニュース 

0：00－0：05） 

ノーベル平和賞受賞者 児童労働撲滅を訴え 

2016/5/14 NHK NEWS WEB  Ｇ７教育相会合前にシンポ 「教育で世界平和に貢献」 

2016/5/14 山陽新聞デジタル Ｇ７教育相会合前に倉敷でシンポ ノーベル賞受賞者が

基調講演 

2016/5/14 神戸新聞 NEXT 教育で貧困やテロの解決を 倉敷でＧ７教育相らがシン

ポ 

2016/5/14 NHK NEWS WEB  ノーベル平和賞受賞者 児童労働撲滅を訴え 

2016/5/15 朝日新聞デジタル 岡山）Ｇ７教育相会合、倉敷で開幕 果たすべき役割議

論 

2016/5/15 東京新聞 児童労働の製品 身の回りから撲滅を 

2016/5/15 東京新聞 (TOKYO Web) 児童労働の製品 身の回りから撲滅を １４年にノーベ

ル平和賞・サトヤルティさん講演 

2016/5/15 東京新聞 (TOKYO Web) 東京新聞サトヤルティさん講演要旨 

2016/5/15 中日新聞プラス 児童労働の製品撲滅へ協力を １４年ノーベル平和賞、

サトヤルティさん講演 

2016/5/15 YOMIURI ONLINE ＜Ｇ７会合開幕＞子ども 未来へ導く 

2016/5/15 デジタル毎日（毎日新聞 地方

版 - 岡山） 

倉敷で開幕 「学校教育へ投資を」 インド活動家・サ

ティヤルティさん基調講演 

2016/5/16 河北新報 宮城学院女子大でノーベル平和賞・サティヤルティさん

講演 思いやりの心 世界に 
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報道日 メディア タイトル・内容 

2016/5/16 NHK BS1 （世界のトップニ

ュース 7:00-7:50） 

世界の児童労働を考える 

2016/5/16 教育新聞 電子版サイト ノーベル平和賞受賞者が講演 困窮の子らに教育投資を 

2016/5/16 NHK BS1 キャッチ! ノーベル平和賞受賞者に聞く～子供たちの明日のために

～ 

2016/5/16 NHK ONLINE （キャッチ！

ワールドアイ） 

平和賞サティヤルティ氏に聞く"児童労働" 

2016/5/16 秀学社 新しい国語のワーク

２（教科書） 

読書への招待「小さな労働者」 

2016/5/17 りんごラジオスペシャル 5 月 15 日に GRA で行われた 2014 年ノーベル平和賞を受

賞しているカイラシュ・サティヤルティさんの講演の模

様 

2016/5/18 毎日新聞 カイラシュの三つの D 

2016/5/18 毎日新聞 ニュース・情報サ

イト 

カイラシュの三つの D＝中村秀明 

2016/5/18 J-WAVE JAN THE WORLD

「BREAKTHROUGH」 

児童労働をテーマにカイラシュ・サティヤルティさんに

聞く 

2016/5/19 J-WAVE NEWS 「なんでもっと早く来てくれなかったの」児童労働の現

実 

2016/5/19 NHK ONLINE エシカル消費って、何？ 

2016/5/20 Yahoo!ニュース 「音楽を社会のために、父ができなかったことを」 シン

ガーソングライター尾崎裕哉さん 

2016/5/20 Yahoo!ニュース ノーベル平和賞受賞者のカイラシュ氏、山元町で子供た

ちの未来を語る（GRA 岩佐大輝との対談イベントにて 

2016/5/22 ganas 開発メディア 消費者の力で児童労働は撲滅できる！ ノーベル平和賞

受賞者カイラシュ氏が人生を懸ける「3 つの運動」とは 

2016/5/23 河北新報 生きる力育んで インドの活動家対談イベント 

2016/5/23 河北新報電子ポータル 生きる力育んで インドの活動家対談イベント 

2016/5/24 BOOSTAR このチョコレートの味を彼らは知らない 

2016/5/24 女性自身 「あなたの無関心が子供たちの夢見る自由を奪っていま

す」 

2016/5/25 毎日小学生新聞 サティヤルティさんのメッセージ／上 学校行けず働く

子たち 

2016/5/25 毎日小学生新聞 デジタル版 サティヤルティさんのメッセージ／上（その１） 学校

行けず働く子たち 

2016/5/25 毎日小学生新聞 デジタル版 サティヤルティさんのメッセージ／上（その２止） 一

つの国では解決できない 

2016/5/26 日本経済新聞 日経ソーシャルイニシアチブ大賞、ＰＷＪなど７団体に   

2016/5/26 日本経済新聞 Web 刊 日経ソーシャルイニシアチブ大賞、ＰＷＪなど７団体に   
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報道日 メディア タイトル・内容 

2016/5/27 毎日小学生新聞 サティヤルティさんのメッセージ／下 差別だけは許せ

ない 

2016/5/27 毎日小学生新聞 デジタル版 サティヤルティさんのメッセージ／下（その１） 差別

だけは許せない 

2016/5/27 毎日小学生新聞 デジタル版 サティヤルティさんのメッセージ／下（その２止） 世

界はつながっている 

2016/5/27 読売新聞 （16 面、くらし 教

育） 

貧困、過激思想・・・教育で解決 

2016/5/27 朝日新聞デジタル ノーベル平和賞受賞者カイラシュさんが教えてくれたこ

と ノーベル平和賞受賞者のメッセージから学ぶ  

2016/5/29 NewsPicks カイラシュ・サティヤルティ氏（1） 

8.5 万人の子を強制労働から救い、ノーベル平和賞を受賞

した男 

2016/5/30 NewsPicks カイラシュ・サティヤルティ氏（2） 

【ノーベル平和賞・カイラシュ】私がどうしても許せな

かったこと 

2016/5/31 NewsPicks カイラシュ・サティヤルティ氏（3） 

【ノーベル平和賞・カイラシュ】教育が人の心に火をつ

ける 

2016/6/1 NewsPicks カイラシュ・サティヤルティ氏（4） 

【最終回】ノーベル平和賞・カイラシュ 将来のビジネス

は思いやりと知性が手をつなぐ 

2016/6/1 広報やまもと 6 月号(第 439

号) 

強い心を持って カイラシュ・サティヤルティさん来町 

2016/6/2 東京書籍 新編 新しい国語２ 

ワークブック（教科書） 

「小さな労働者」 発展 「児童労働の現状と、解決に向

けた課題」 

2016/6/7 Be inspired! ノーベル平和賞受賞者カイラシュ氏が説く「３つの“D”

の意思」 

2016/6/10 毎日新聞 （４面、ひと） 児童労働の廃絶を訴えるノーベル平和賞受賞者 カイラ

シュ・サティヤルティさん(62) 

2016/6/10 毎日新聞 ニュース・情報サ

イト 

児童労働の廃絶を訴えるノーベル平和賞受賞者 カイラ

シュ・サティヤルティさん(62) 

2016/6/15 The Big Issue (Vol.289, 2016 

Jun.15) 

ノーベル平和賞 カイラシュ・サティヤルティさん 子ど

もと手、肩、背中ふれ合わせ交流 ― 宮城県山元町 （被

災地から＜110 回＞） 

2016/6/19 毎日新聞 ニュース・情報サ

イト （余禄） 

「そのこはとおくにいる・・・ 

2016/6/23 繊研新聞（１面） 今求められる持続可能な繊維  〔テキスタイル・エクス

チェンジが東京でセミナー〕 

2016/6/23 繊研新聞（２面） 児童労働問題解決へクラウドファンディング  認定

NPO の ACE 
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報道日 メディア タイトル・内容 

2016/6/25 朝日新聞 （be on Saturday） 子どもの権利活動家 カイラシュ・サティヤルティさん

（６２歳） 児童労働の根絶をめざし闘う 

2016/6/27 AERA '16.7.4 号 （No.29） 「不可能なことは何もない。我々はみな、勇気を持って

いる」 

2016/6/28 日本経済新聞 （１２面、企業） 日経ソーシャルイニシアチブ大賞 ピースウィンズ・ジ

ャパンが大賞 

2016/6/30 生涯教育新聞 「世界から児童労働をなくそう！」  

ノーベル平和賞受賞者の公開シンポジウム開催 

2016/7/1 国際開発ジャーナル  JULY 

2016 (No.716) 

教育改善で児童労働撲滅を 

2016/7/8 ウォロ ６・７ 2016 

（No.507） 

具体的にイメージし、心にアンテナを立てて話していく

ことが、課題の解決につながります。 

2016/7/13 日本経済新聞 （29 面、特集） 国際部門賞 認定 NPO 法人 ACE 「労働より教育 児

童救う」 （日経ソーシャルイニシアチブ大賞） 

2016/7/14 alterna August 2016 (45)  

（月間総務 8 月号増刊） 

シンガーソングライター 尾崎裕哉さん 音楽で社会貢

献 「父超えたい」 

2016/7/15 The Asahi Shimbun Indian children’s rights activist works out of love and 

compassion 

2016/7/20 JO 第16号 2016.7.20発行 児童労働の撤廃と予防に取り組む国際協力 NGO「ACE」 

2016/7/25 フ シ ギ ！ 大 発 見 ブ ッ ク 

2016 夏・秋 （ベネッセ） 

チョコレートで世界が見えてくる！ 

2016/7/25 MBS ラジオ（毎日放送） 「報道するラジオ」夏休み企画その１ 「学校に行けな

い子どもたち」（20：00－16：52） 

2016/7/26 日経 BizGate 日本企業はサプライチェーンで児童労働がないことに努

めよ 

2016/7/28 日本テレビ （news every.「タ

ネをまく人」 16：42－16：

52） 

ノーベル平和賞・サティヤルティ氏×児童労働と闘う  

2016/7/31 毎日小学生新聞 しんかん 「とりがおしえてくれたこと／となりに生きる

動物たち／水族館ガール」 

2016/8/1 東京都北区 NPO・ボランティ

ア ぷ ら ざ 通 信  8 月 号 

（August, 2016) 

「活動を支えてくれるボランティアを募集していま

す！」 

2016/8/2 Alterna 10 年目の今夏に終わる「lＬ for 10Ｌ」をどう評価する

か 

2016/8/29 Nice ニュースレター 消費

者教育研究 

ACE ワークショップ教材「この T シャツはどこからくる

の？」 

 


