
＜メディア掲載実績＞  

【メディア掲載件数】 58 件 

（テレビ 2、ラジオ 2、新聞・地方紙 14、雑誌 4、機関/専門紙・誌 9、ウェブ他 27） 

掲載日 メディア 記事タイトル 

2016/9/1 公益法人 パネルディスカッション「女性人"財"の活用～女性がリ

ーダーシップを発揮するために～」 

2016/9/2 日本経済新聞（総合：２） 世界の子ども 不自由なく学校に 

2016/9/4 福井放送（ニュース） 福井市内でセミナー 児童の過酷労働の実態学ぶ  

2016/9/5 日刊 県民福井 海外の児童労働知って 福井で NPO 代表講演 

2016/9/6 福井新聞 児童労働 撲滅訴え 福井東 RC セミナー NPO 代表

が講演 

2016/9/16 TRANSIT The Bitter Sweet Times「グローバル企業が支配！？ 

コーヒー＆カカオのブラックな構造」 

2016/9/30 All About グルメ  チャイルドレイバーフリーの幸せなチョコレートとは 

2016/9/30 知っておきたい NPO 4 参加

編 ― 市民の参加が生み出

す７つの変化、７つの実践事

例（啓発用冊子） 

（変化６：アドボカシー力を強化できる） 

買い物は選挙と同じ「一票」―バイコットができる商品

を企業と協働して作る 

～ACE の場合 

2016/10/3 山梨日日新聞 味わい深いチョコ 子を労働から救う ガーナ産の豆

で商品、寄付金 

2016/10/5 河北新報 児童労働のないカカオ豆で本格チョコ 

2016/10/9 産経ニュース （きょうの人） ノーベル賞「関心高める機会に」 児童労働撲滅目指す

平和賞の人権活動家 カイラシュ・サトヤルティ氏

（62） 

2016/10/10 産経新聞 （2 面 「きょうの

人」） 

きょうの人 児童の人権問題「世界の関心高まった」 

2016/11/1 文京区消費生活情報誌 

くらしのパートナー No.171 

楽しみながら、環境や社会にもよい消費を～エシカル消

費って何？ 

2016/11/4 トジョウエンジン 2025 年までに児童労働ゼロは実現できる。そのために

私たちが今できることとは？ 

2016/11/4 alterna×s 甘いチョコに苦い現実「児童労働根絶」目指して 

2017/11/6 テラルネ piece by piece 非営利セクターの視点とテラ・ルネッサンス～テラ・ル

ネッサンスへ想いを寄せて～ 

2016/11/7 ソトコト No.210 

(December, 2016) 

児童労働のないガーナ産カカオを使った、チョコレート

を広めたい！（世界への扉 Vol.6） 

2016/11/24 SUSTAINABLE BRANDS プロボノで NPO 支援、児童労働ゼロ目指す―デロイト 

2016/11/28 25ans No.448  

(January, 2017） 

日本の女性の行動が世界の子どもを救う （特集「チャ

リティ白書 2017(Vol.8) ソーシャルパワーで明るい未

来！」より） 
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掲載日 メディア 記事タイトル 

2016/12/16 毎日新聞 エクセレント NPO 大賞表彰式 

2017/1/1 budori press 「おとな」に読んでもらいたい絵本 「とりがおしえて

くれたこと」 こどもにつたえるフェアトレード 

2017/1/14 毎日新聞（15 面） SOS 発した子供に生活 エクセレント大賞 福岡の

NPO 

2017/1/16 毎日新聞  LGBT が悩む!? バレンタイン・デーを、逆に啓発機会

に！レインボーチョコで想いを伝えよう 

2017/1/17 The Huffington Post バレンタインデー「職場チョコレート」の悩み、「愛は

カラフル！」チョコで幸せなイベントに 

2017/1/27 Be inspired ! 「日本のバレンタインデーはつらい」。２月１４日を楽

しめない人のためのチョコレートが発売。 

2017/1/29 朝日新聞 フェアトレードって？ 適正価格の貿易 生産者守る 

 

2017/1/29 朝日新聞デジタル （くらしの扉）フェアトレードって？ 適正価格の貿

易、生産者守る 

2017/1/31 毎日新聞 マイＥＣＯ  チョコの背景に思い 貧困や格差、地球の現状を知る 

2017/1/31 毎日新聞デジタル  バレンタイン 「愛はカラフル」多様性伝えるチョコ販

売 

2017/1/31 毎日まんがニュース 「愛はカラフル」 

2017/2/2 朝日新聞（夕刊）（大阪・社

会面） 

難民や途上国 チョコで支援 

2017/2/2 NHK 名古屋放送局 

「ほっとイブニング」 

フェアトレード バレンタインデーを前に「もうひとつ

のチョコレート展」 

2017/2/3 NHK 東海 NEWS WEB もう一つのチョコレート展  

2017/2/3  J-WAVE JK RADIO- TOKYO UNITED 

「THE HIDDEN STORY～CURATING＠NOW～」 

2017/2/3 antenna＊ The Hidden 

Story —Curating@Now— 

今年のヴァレンタインにおすすめ！"チャイルドレイバ

ーフリー・チョコレート" 

2017/2/10 毎日新聞デジタル  バレンタインデー  チョコで世界を知る 渋谷・森への

チケット／日本橋・スウィーツコレクション ／東京 

2017/2/14 withnews（株式会社朝日新

聞社） 

ガーナにもバレンタインってあるの？ 「独りはつらい

日」は同じだった…本場のチョコの「まるで違う」食感 

2017/2/14 毎日新聞（5 面 オピニオン） 広がれフェアトレードの輪 

2017/2/26 NHK WORLD Radio Japan  "Friends Around the World in Africa" 

2017/3/1 文部科学省「経済社会の発展

を牽引するグローバル人材

育成支援」2017 年 3 月 1 日 

人とつながり、力を引き出し、社会を変えるエネルギー

を生み出す～児童労働ゼロを目指して学生たちが立ち

上げた NGO、ACE の軌跡～（グローバル人材育成フォ

ーラムの記録 
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掲載日 メディア 記事タイトル 

2017/3/3 地球環境基金便り  March 

2017 

オーガニックやエシカルを意識した消費行動を促す 

2017/3/7 PCG（月刊  世界の菓子）

2017 年 4 月号 

ショコラティエ パレ ド オール プレミアム カカオ

ビーンズをコンビニで発売～コンビニエンスストアで

初！スーパーフードとして注目の「カカオ豆」～ 

2017/3/14 グローバル・エンゲージメン

ト・イニシアチブ 

特定非営利活動法人 ACE（団体紹介記事） 

2017/4/1 調査報告書 SDGｓ時代に

おける持続可能な公共調達

～世界の潮流と日本の動向 

【コラム】児童労働防止の取り組みと公共調達 

2017/4/5 日本経済新聞（１面） アジアひと未来 呪縛を超える（３）成長持続へ闇と向

き合う  

2017/4/10 Savarin vol.38 （ Spring 

2017） 

チョコレートは「カカオ豆」から選ぶ時代に 

2017/5/18 DR!VE ツクルゼ、ミライ！ “支援する、支援される”の関係を越えた、社会変革のパ

ートナーへ(前編)～ ACE・デロイトの総合力で、日本

企業の児童労働問題解決を前進させる 

2017/5/18 DR!VE ツクルゼ、ミライ！ “支援する、支援される”の関係を越えた、社会変革のパ

ートナーへ(後編)～ 戦略コンサルタントがソーシャル

ビジネスコンサルプロジェクトにみる醍醐味 

2017/6/1 歴史地理教育 2017 年６月号 【インタビュー】子どもを児童労働から守る NPO 法人

ACE の活動 

2017/6/15 読売新聞（17 面（くらし）） 児童労働撤廃目指しオークション 

2017/6/19 佼成新聞デジタル 認定ＮＰＯ法人「ＡＣＥ」による児童労働撤廃のための

チャリティーオークション開催 

2017/6/24 Forbes JAPAN No.37  

2017.8 

特集：「あなたの自己満足」が社会を変える～新しい「お

金の使い方」 

2017/7/14 桐朋教育 49 児童労働の撤廃を目指して 

2017/7/15 GARDEN Journalism 【児童労働根絶】児童労働１億６千万人以上 現場を知

ってほしい 

2017/7/18 Alterna 「2025 年までに児童労働ゼロへ」、キーパーソンに聞く 

2017/8/8 東洋経済オンライン 

GARDEN 編集部 

あなたが知らない児童労働の過酷すぎる現場 

2017/8/8 The Povertist ノーベル平和賞受賞者が語る「児童労働問題解決のため

の行動着手」とは？ 

 

 


