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一般社団法人日本エシカル推進協議会(JEI) コロナウィルスはエシカルを

促進する？しない？(特集「コロナ禍からみるエシカル消費」より） 
ネットメディア 

エシカル/フェアト

レード 

SUSTAINABLE BRANDS JAPAN(株式会社博展) 

 「日本の Green Recovery/Building Back Better を考える」  
ネットメディア その他 

＜メディア掲載一覧＞  

【件 数】52件（テレビ 1、ラジオ１、新聞・地方紙 10、雑誌・専門誌・機関紙 5、ウェブ他 35） 

【テーマ】ACE12、児童労働 19、チョコ 11、コットン 2、その他 8 

掲載・発行日 分類 
メディア名 

（新聞の場合は掲載面も） 
記事タイトル 

2019/9/1 
機関紙・

誌 
mundi September 2019 特集 NGO 世界をつなげる市民のちから 

2020/1/29 ウェブ  Ghana News Agency 
Ghana losing fight against child labour – 

Employment Minister 

2020/2/10 ウェブ 
サステナブル・ブランド ジャ

パン 

企業ともっと腹を割って話したいーーNPO/NGO が

提案する企業との連携 

2020/2/13 ウェブ withnews(朝日新聞社) 
バレンタイン前に伝えたい、ガーナで食べた「生カカ

オ」のエグさ 

2020/2/14 ウェブ withnews(朝日新聞社) 
ガーナで聞いた「日本のバレンタインどう思う？」生

産地の重い現実 

2020/2/14 新聞 日刊工業新聞 
チョコレート産業の未来のために 日本の関連企業

が連携 

2020/2/14 ウェブ 日刊工業新聞 電子版 
チョコレート産業の未来のために 日本の関連企業

が連携 

2020/2/27 ウェブ GetNavi web 
チョコレートと途上国の未来を支える仕組みを企業

や NGO などと共に創る【JICA 通信】 

2020/3/1 
機関紙・

誌 
mundi No.78 March 2020 

特集基本的人権の実現  

一人ひとりが輝ける世界 

「連携のための"場"が誕生！  

児童労働のないカカオのために」 

2020/3/11 ウェブ  Ghana News Agency 
Guidelines for establishing child labour free zones 

launched 

2020/3/11 地方紙 福島民友（11 面） 児童労働の撤廃訴え 

2020/3/11 ウェブ Ghana News Agency (GNA) 
Guidelines for establishing child labour free zones 

launched 

2020/3/17 ウェブ ニコニコニュース 
ブラックサンダーは子どもたちの笑顔をつなぐ 一部

原料から児童労働撤廃への取り組みをスタート！ 

2020/4/8 雑誌 日経 ESG 2020.5 
ガーナが児童労働の撲滅へ 「児童労働のない地

域」を認定 

2020/4/20 ウェブ laxic 

「子どもの権利」、日常生活とどう結びつくの？児童

労働問題の先駆者・白木朋子さんにお話を伺いまし

た【前編】  

2020/4/24 ウェブ laxic 

目の前にある「やりたい！」をキャッチし行動に移す

大切さ。児童労働問題の先駆者・白木朋子さんに学

ぶ自分育て＆子育て術【後編】 

2020/5/18 ウェブ 
一般社団法人日本エシカル

推進協議会(JEI)公式サイト 

コロナウィルスはエシカルを促進する？しない？ 

(特集「コロナ禍からみるエシカル消費」より） 
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掲載・発行日 分類 
メディア名 

（新聞の場合は掲載面も） 
記事タイトル 

2020/6/12 ラジオ 
 J-WAVE 81.3 FM JK RADIO 

TOKYO UNITED 
児童労働の問題に取り組む認定 NPO 法人「ACE」 

2020/6/12 ウェブ 
D-nnovation Perspectives 

（デロイトトーマツ） 

児童労働のない製品の関税をゼロにする国際通商

ルールの提案 

2020/6/12 ウェブ Modern Ghana 
Children Out Of School At High Risk Of Labour 

Exploitation—CRADA Warns 

2020/6/20 地方紙 
信濃毎日新聞（3 面総合「時

の顔」） 

児童労働をなくす取り組みを進める 岩附 由香さん

（45） 

2020/6/20 地方紙 
京都新聞（9 面オピニオン・解

説「時のひと」） 
児童労働をなくす取り組みを進める 岩附 由香さん 

2020/6/20 地方紙 沖縄タイムス（「時の人」） 
子の人権を守るNPOの代表 岩附由香さん 児童労

働ゼロへ寄附募る 

2020/6/20 ウェブ 沖縄タイムスプラス 
［時の人］子の人権を守るＮＰＯの代表 岩附由香さ

ん 児童労働ゼロへ寄付募る 

2020/6/23 地方紙 東奥日報（２面「この人」） 岩附由香さん 児童労働なくす取り組み進める 

2020/6/25 ウェブ 

さんにち Eye 山梨日日新聞

電子版【文化・くらし／全国・

海外】 【時の人】 

岩附由香さん～児童労働なくす取り組み進める 

2020/6/25 
専門紙・

誌 

繊研新聞 

（6面「ファッションとサステイナ

ビリティー」） 

（パイオニア） 

ACE代表 岩附由香氏 コロナ禍が児童労働招く懸

念 

2020/6/26 地方紙 北日本新聞（２面「けさの人」） 児童労働なくす取り組み進める 岩附由香さん 

2020/6/27 ウェブ 繊研新聞電子版 
【ファッションとサステイナビリティー】ACE代表 岩附

由香氏 コロナ禍が児童労働招く懸念 

2020/7/3 ウェブ 
SUSTAINABLE BRANDS 

JAPAN 

【ニューノーマルを生きる】 

願う世界をどうつくるか―白木朋子・ACE 事務局長

がコロナ危機の中で考えたこと 

2020/7/6 新聞 東京新聞（3 面「この人」） 
児童労働の根絶に取り組む 

 岩附由香さん 

2020/7/6 テレビ 

NHK BS1 ワールドウオッチ

ング 8:00a.m.- 

（該当箇所 8:18-8:26a.m.) 

キャッチ！世界のトップニュース 

ガーナ 児童労働の実態 

2020/7/6 ウェブ 
NHK BS1 ワールドウオッチ

ング 

キャッチ！世界のトップニュース 

ガーナ 児童労働の実態 

2020/7/6 ウェブ 
NECT(エネクト) by みんな電

力 

【初回】ACE × 華井和代｜エシカルでフェアなバ

ッテリーをつくる 

2020/7/9 ウェブ 
SUSTAINABLE BRANDS 

JAPAN 

企業と NPO/NGO の連携 ハードルを越えて社会課

題に立ち向かうには 

2020/7/9 ウェブ 
NECT(エネクト) by みんな電

力 

【第 2 回】ACE × 華井和代｜エシカルでフェアな

バッテリーをつくる 

2020/7/11 ウェブ MASHING UP 
コロナで活動の足をとめるな。2 つの NPO が始めた

取り組み 

2020/7/13 ウェブ 
NECT(エネクト) by みんな電

力 

【第 3 回】ACE × 華井和代｜エシカルでフェアな

バッテリーをつくる 

2020/7/14 雑誌 週刊女性 児童労働が支えるチョコレートの安さ 

2020/7/14 ウェブ 
週刊女性 PRIME｜BIGLOBE

ニュース 

魚が食卓から消え、アイスが森を破壊!? 身近な食

品に潜む危険性を見過ごすな（2020 年 7 月 14 日） 

2020/7/16 ウェブ 
NECT(エネクト) by みんな電

力 

【最終回】ACE × 華井和代｜エシカルでフェアな

バッテリーをつくる 

2020/7/16 その他 YouTube 

【第 1 回オンライン勉強会】みんなで作ろう！エシカ

ルでフェアなバッテリー ～スマホに隠された児童労

働の実態を知る～ 
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掲載・発行日 分類 
メディア名 

（新聞の場合は掲載面も） 
記事タイトル 

2020/7/26 新聞 
朝 日 新 聞 （ 25 面 「 Aging 

Gracefully」） 

立ち止まり見つけた新天地 社会変えたい NPO に

転身 

2020/7/26 ウェブ 

朝日新聞デジタル 

（Ａｇｉｎｇ Ｇｒａｃｅｆｕｌｌｙ）立ち止

まり見つけた新天地 

社会変えたい、ＮＰＯに転身 

2020/7/27 ウェブ 
食品産業新聞社ニュース

WEB 

不二製油グループ「パーム・カカオ調達方針説明

会」開催、持続可能な生産・消費に向け取り組み 

2020/7/30 新聞 朝日新聞（17 面「SDGs」） 
チョコの向こう  児童労働なくせ 日本のＮＧＯ支援

で撲滅地の認定制度  

2020/7/30 ウェブ 朝日新聞デジタル 
チョコの向こう、児童労働なくせ 日本のＮＧＯ支援

で撲滅地の認定制度  

2020/8/3 ウェブ 
EcoNetworks | エコネットワー

クス 

「顔の見えるバッテリー」で、児童労働撲滅に向け 

大きな一歩 |  

2020/8/7 ウェブ オルタナ S 

【連載】コロナ後の持続可能性、気候変動と再エネ

へ⑦ 

スマフォも PC も EV も、バッテリーの裏側に潜む児

童労働 

2020/8/7 ウェブ Yahoo!ニュース 
スマフォも PC も EV も、バッテリーの裏側に潜む児

童労働（オルタナ） 

2020/8/9 ウェブ BLOGOS 
スマフォも PC も EV も、バッテリーの裏側に潜む児

童労働 

 


