
＜メディア掲載実績＞ 

【メディア掲載件数】 55 件 

（テレビ 1、ラジオ 4、新聞・地方紙 12、雑誌 1、機関/専門紙・誌 12、ウェブ他 25） 

掲載・発行日 メディア 記事タイトル 

2017/9/21 TBS テレビ「N スタ」 世界の児童労働者 1.5 億人以上、先進国も初の調査対象 

2017/10/13 中国新聞（共同通信配信） 児童労働 アフリカの農業で深刻 

2017/10/30 中国新聞（共同通信配信） サプライチェーン改革 人権リスク 鈍感な日本 

2017/10/31 
OrganicVision vol.8, Autumn 

2017 
女性に響くオーガニックとエシカル視点 

2017/11/1 朝日小学生新聞 
1 億 5 千万人が働かされている 児童労働 学校にも行

けず危険 

2017/11/14 朝日新聞（25 面；東北信） 
コットン T シャツどこから？ 長野 短大生ら生産地

の児童労働学ぶ 

2017/11/20 
くらしの Eye  No.308（板橋区

消費者センター 2017 年 12 月） 

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？ 

2017/11/26 
NHK 国際局（スワヒリ語担当） 

13 時より配信 

「リスナーズフォーラム」 

Ukumbi wa Jumapili（日曜広場） 

2017/11/30 
化 学 物 質 と 環 境  No.146 

(2017.11) 

コットン生産地の農薬と児童労働の問題解決をめざす 

ピース・インド・プロジェクト 

2017/12/4 朝日新聞デジタル 
世界の子どもに「当たり前」を。原点は大学時代のゼミ

でした 白木朋子さん（ACE 事務局長）  

2017/12/6 alterna 
「あきらめないで」、NGO が児童労働に挑んだ 20 年を

本に 

2017/12/7 朝日新聞（27 面） 

ゼミを通して出会った進むべき道 

（「明学の理由。―新しい自分が、目を覚ます―」の一部

として） 

2017/12/9 東京新聞（9 面） 
児童労働解放 「子どもたちの変化」一冊に NPO 資金

繰り出版へ 

2017/12/22 日本経済新聞 
働く児童救済へ連携の輪を  

児童人権活動家 カイラシュ・サトヤルティ氏 

2017/12/22 日本経済新聞 
働く児童救済へ連携の輪を  

児童人権活動家 カイラシュ・サトヤルティ氏 

2017/12/28 alternaxS 15 歳少女が工場で転落死、NPO「児童労働」と声明文 

2018/1/10 alterna SDGs 時代の CSR 戦略とは：ACE が新春フォーラム 

2018/1/17 alterna ILO が警告、「児童労働に終止符を打つことは難しい」 

2018/1/19 新潮社 【Web でも考える人】 安田菜津紀の写真日記 4 チョコレートは誰のために 

2018/1/27 
FM 横浜 future scape （9:00-

11:00am) 
「HAPPY」 



 2 

掲載・発行日 メディア 記事タイトル 

2018/1/29 佼成新聞デジタル 
親子で楽しむ映画「バレンタイン一揆」上映会をＡＣＥ

が開催 

2018/1/29 毎日新聞【週刊サラダぼうる】 安田菜津紀の写心館 本当に「豊か」なのは 

2018/1/29 デジタル毎日 安田菜津紀の写心館 本当に「豊か」なのは 

2018/1/30 

TBS ラジオ【THE FROGMAN 

SHOW A.I.共存ラジオ 好奇心

家族】（18:00–22:00） 

1 more LOVE キャンペーン 

2018/2/3 
25ans(ヴァンサンカン)オンラ

イン 

1 more LOVE チョコステッカーをチェックして！  ラ

イフスタイル  

2018/2/3 NTT 労組（1 面） 
児童労働の持続的な撤廃世界会議から 明るい未来 子

どもたちに！ 

2018/2/3 NTT 労組（4～5 面） 「ストップ！児童労働」 共に声を上げよう 

2018/2/10 東洋経済オンライン 2020 年｢チョコレート危機｣は本当に来るのか 

2018/2/10 
SUSTAINABLE BRANDS 

JAPAN 
バレンタインをソーシャルに、イケアなども取り組み 

2018/2/12 
毎日新聞朝刊（20 面 企画特集

「チョコから知る世界」） 
なくそう豆生産地の児童労働 

2018/2/14 J-WAVE チョコレートと児童労働 

2018/2/17 UNLEASH 
「インスタ映え」の裏にある真実。人気インスタグラマ

ーによる児童労働問題の啓発プロモーション  

2018/2/20 
WORK & LIFE 世 界 の 労 働 

2018 Vol.1 

児童労働特集「第 4 回児童労働の持続的撤廃のための世

界会議報告」 

2018/3/29 
T-BRIGHT 「東京都女性の活躍

推進人材育成事例集」 
個人の”ありたい姿”を引き出し、支援する組織へ 

2018/4/1 
白金通信 「卒業生にお聞きし

ました あなたの仕事は？」 

社会で活躍する卒業生にどんなお仕事をしているのか

伺いました。 「認定 NPO 法人 ACE 事務局長・共同

創設者 白木朋子さん） 

2018/4/16 

全労災 「今も大事、将来も大

事。“お金”を語ろう」  第 13

回 

お金の使い方が、世界を変える 

2018/4/18 環境新聞 

「エシカルに向けて」座談会 7 月 4～6 日、都内で初

の「サミット」開催へ エシカル普及へ生産・消費の課

題議論 

2018/4/24 
全労災 NEWS FILE 2018 年 5

月  第 155 号 

全労災のあんしんのタネ「お金の使い方が、世界を変え

る〔生きるヒント〕」 

2018/5/1 月間 清流 6 月号 一人ひとりの消費が世界の未来を変える 

2018/5/31 

NPO ではたら く X そだてる 

NPO の“仕事と子育ての両立”

事例集（パブリックリソース財

団） 

代表理事と事務局長がほぼ同時期に産休・育休を取得。 

制度を整え、組織ビジョンを見つめ直す好機と捉え、ス

タッフの育成を図る。 
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2018/6/6 WorkMaster（ワークマスター） 
ACE、東京マラソン 2019 チャリティの寄付先団体に選

定 

2018/6/20 キャリコネニュース 
日本における児童労働の実態 JK ビジネスは買春の温

床、詐欺の受け子や出し子に使われる児童も 

2018/6/26 教育新聞 電子版 児童労働の規制を求める NPO がセミナー、深刻化で 

2018/7/2 GARDEN Journalism 
「虐待」、「貧困」、「不登校」…子どもの抱える課題が作

る、日本の児童労働の形   

2018/7/3 東洋経済オンライン 
18 歳以下の女性を狙う卑劣な人身取引の実態  

日本にも児童労働の深刻な問題が現実にある 

2018/7/12 佼成新聞デジタル 
日本にもある児童労働 実態調査を行うＡＣＥがセミ

ナーを開催 

2018/7/14 下野新聞 （雷鳴抄）日本の「児童労働」 

2018/7/15 福井新聞 （時言）日本の「児童労働」 

2018/7/17 山形新聞 （時鐘）日本の「児童労働」 

2018/7/31 
若者応援マガジン YELL vol.4 

2018 summer 

チョコレートの裏にある児童労働の可能性 ―特定非営

利活動法人 ACE（エース） 

2018/8/10 オルタナ S 児童労働解決へ、世界の若者がつながる 

2018/8/10 Yahoo!ニュース 児童労働解決へ、世界の若者がつながる 

2018/8/27 毎日新聞【週刊サラダぼうる】 安田菜津紀の写心館 チョコの陰、今も児童労働 

2018/8/27 デジタル毎日 
安田菜津紀の写心館 チョコの陰、今も児童労働 - 毎

日新聞 

2018/8/27 J-CAST BOOK ウォッチ 
チョコレートを食べるときに、ちょっと思い出そう 『チ

ェンジの扉 

 

 

 

 

 


