
＜原稿執筆＞  

 
【原稿執筆件数】8 件 

依頼元・媒体名 媒体属性 テーマ 

東京新聞夕刊コラム「紙つぶて」掲載 

代表岩附由香名の署名記事 
その他 新聞 

一般社団法人繊維学会 

繊維学会誌 2021 年 1 月号 新春特別企画 SDGs を考える その 1 

インド・コットン生産における児童労働課題の現状とサステナブルコッ

トンの可能性  

コットン

（インド） 
機関/専門紙誌 

日本染色学会（繊維学会誌からの転載を許諾） 

インド・コットン生産における児童労働課題の現状とサステナブルコッ

トンの可能性 

コットン

（インド） 
機関/専門紙誌 

独立行政法人国際協力機構（JICA） 

カカオプラットフォーム 

チョコレー

ト（ガー

ナ） 

その他 

外務省 ODA 白書 

児童労働フリーゾーン制度 
児童労働 ネットメディア 

日本 ILO 協議会「Work & Life 」 

児童労働撤廃に向けた現状分析と展望−児童労働撤廃国際年にあたっ

て− 

児童労働 機関/専門紙誌 

子どもの人権連 機関紙「いんふぉめーしょん」 

今こそ子どもの権利が保障される政策と法律を！ 

子どもの権

利 
機関/専門紙誌 

日本共産党中央委員会「女性のひろば」 

インド 女の子のエンパワーメントが未来を変える 

コットン

（インド） 
機関/専門紙誌 

 

 

 

＜メディア掲載一覧＞ 
 
【件数】78 件（テレビ 1、ラジオ 3、新聞・地方紙 37、雑誌・専門誌・機関紙 6、教材 1、ウェブ他 30） 

【テーマ】ACE 4、児童労働 24、チョコ 15、コットン 1、その他 34 

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 

2020/9/4 ウェブ NEWSCAST 
「第 2 回 The Japan Times Satoyama & ESG 
Awards 2020」を発表 

2020/9/9 新聞 The Japan Times（5 面） 
 Satoyama & ESG Awards 
Conservation, environmental efforts gain 
recognition 

2020/9/14 ウェブ CSR コミュニケート 
「顔の見えるバッテリー」で、児童労働撤廃に向
け 大きな一歩 

2020/10/6 ウェブ 
Ridilover Journal（リディ
ラバジャーナル） 

「相手側にもできない理由がある」児童労働を生
み出す構造を変える挑戦 

2020/11/6 ウェブ 日経ビジネス電子版 
「現代奴隷制」の被害 4000 万人 サプライチェ
ーンの人権配慮必須に 

2020/11/9 
機関紙・
誌 

mundi 2020 年 11 月号 
児童労働撤廃に向けて力を結集 
（特集「新時代の人間の安全保障 すべての人に安
全と尊厳を」より） 

2020/11/9 ウェブ mundi 2020 年 11 月号 
児童労働撤廃に向けて力を結集 
（特集「新時代の人間の安全保障 すべての人に安
全と尊厳を」より） 

2020/11/10 ウェブ 
NHK ニュース（ 9 時 12
分） 

ガーナで「児童労働フリーゾーン」認定制度創設 
JICA 

2020/11/10 テレビ 
NHK ニュース（ 10 時 00
分） 

ガーナで「児童労働フリーゾーン」認定制度創設 
JICA 
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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 

2020/12/17 
専門紙・
誌 

教育新聞 
コロナ禍で世界の児童労働が増加 初めての白書
で懸念示す 

2021/1/4 
機関紙・
誌 

mundi 2021 年 1 月号 
児童労働や環境破壊でカカオ豆が危機に ガーナ
のカカオ豆生産に“消費国”日本を巻き込む 

2021/1/5 新聞 東京新聞夕刊（1 面） 夢 （コラム「紙つぶて」） 

2021/1/12 新聞 東京新聞夕刊（1 面） 夢を奪う児童労働 （コラム「紙つぶて」） 

2021/1/12 新聞 東京新聞（22 面） 子どもの権利守る基本法を 

2021/1/15 
機関紙・
誌 

繊維学会誌 
インド・コットン生産における児童労働課題の現
状とサステナブルコットンの可能性 

2021/1/19 新聞 東京新聞夕刊（1 面） 公園の黄色いテープ（コラム「紙つぶて」） 

2021/1/25 教材 
サンキュ！（2021 March 
No.299） 

チョコレートで子どもたちを守ろう！ 

2021/1/26 新聞 東京新聞夕刊（1 面） 米国と寛容（コラム「紙つぶて」） 

2021/2/2 新聞 東京新聞夕刊（1 面） ニーバーの祈り（コラム「紙つぶて」） 

2021/2/5 ウェブ ハフポスト 
チョコプラ長田庄平さんと考える「チョコレート
と SDGs」 一粒に詰まった甘くない真実 

2021/2/5 雑誌 日経 ESG 2020.5 急浮上する経営リスク 児童労働問題 

2021/2/9 新聞 東京新聞夕刊（1 面） チョコと児童労働（コラム「紙つぶて」） 

2021/2/10 ウェブ 日経 ESG（Web） 急浮上する経営リスク、児童労働問題 

2021/2/10 その他 毎日小学生新聞 
ニュース知りたいんジャー：もうすぐバレンタイ
ンデー 

2021/2/11 その他 毎日小学生新聞 チョコから児童労働考える 

2021/2/13 その他 共同通信 
チョコ製造の企業「対策不十分」 カカオ栽培は児
童労働の温床 

2021/2/13 地方紙 富山新聞 
チョコ製造の企業「対策不十分」 カカオ栽培は児
童労働の温床 

2021/2/13 その他 
Reuters（共同通信の二次
配信） 

チョコ製造の企業「対策不十分」 

2021/2/14 新聞 河北新報 児童労働のカカオ栽培 日本企業の対応不十分 

2021/2/14 地方紙 静岡新聞（5 面） 
カカオ栽培の児童労働問題 日本企業は「対策不十
分」 

2021/2/16 新聞 東京新聞夕刊（1 面） わきまえない女より（コラム「紙つぶて」） 

2021/2/17 地方紙 長崎新聞（時の顔） 
児童労働をなくすための新たな国際ルールの実現
に挑む 羽生田慶介さん 
政府、企業、NPO の全セクター経験を生かしたい 

2021/2/18 地方紙 愛媛新聞（6 面「この人」） 
児童労働をなくすための新たな国際ルールの実現
に挑む 羽生田慶介さん 

2021/2/25 ウェブ ハフポスト 
チョコプラがコンビ名を「チョコレートサステナ
ブル」に変更？長田庄平さんと考えた、チョコの
裏にある児童労働 

2021/3/2 新聞 東京新聞夕刊（1 面） ガラスの下駄（コラム「紙つぶて」） 

2021/3/5 ウェブ ハフポスト 
「もうチョコを買わない」が正しい選択なのか。
生産現場の隠れた児童労働を知って考えたこと 

2021/3/8 ラジオ 
ニッポン放送 
（11:00～13:00O.A.のう
ち 12:00～12:12） 

アクション SDGs ～この地球、子どもに残せます
か？～ 

2021/3/9 新聞 東京新聞夕刊（1 面） 奥さまと呼ばないで（コラム「紙つぶて」） 

2021/3/16 新聞 東京新聞夕刊（1 面） 3.11 を越えて（コラム「紙つぶて」） 

2021/3/23 新聞 東京新聞夕刊（1 面） 消えた名前（コラム「紙つぶて」） 
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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 

2021/3/24 ラジオ むさしの FM 
伊藤羊一と高橋マサオキの「キミに届けたいラジ
オ」第 12 回 

2021/3/27 ウェブ 
Yahoo!ニュース（時事通
信配信） 

首相動静（3 月 27 日） 

2021/3/27 ウェブ NHK ニュース 
菅首相 孤独や孤立問題に取り組む NPO 代表らから実
情聴く 

2021/3/27 ウェブ 日本経済新聞 
首相、子どもの貧困や孤立巡り協議 NPO 理事ら
と面会 

2021/3/27 ウェブ 産経ニュース 首相、NPO から意見聴取 子供の孤独や教育支援 

2021/3/28 新聞 日本経済新聞 首相官邸（3 月 27 日） 

2021/3/30 新聞 東京新聞夕刊（1 面） 通称じゃ困るんです（コラム「紙つぶて」） 

2021/4/6 新聞 東京新聞夕刊（1 面） 思ってたんと違う（コラム「紙つぶて」） 

2021/4/9 ウェブ リセマム 
中学生向けハンドブック「知ってる？働く人を守
るルール」発行 

2021/4/12 ウェブ 先端教育オンライン 
中学生用ハンドブック「知ってる？働く人を守る
ルール」を発行 

2021/4/13 新聞 東京新聞夕刊（1 面） 翼を折らない学校（コラム「紙つぶて」） 

2021/4/19 ウェブ 時事ドットコム 
「知ってる？働くルール」  NPO が中卒向けハン
ドブック 

2021/4/19 ウェブ 
Yahoo!ニュース（時事通
信配信） 

「知ってる？ 働くルール」 NPO が中卒向けハ
ンドブック 

2021/4/19 
機関紙・
誌 

しんぶん赤旗 
「働く人守るルール」解説 中卒向け NPO がハン
ドブック 

2021/4/20 新聞 東京新聞夕刊（1 面） 子どもの権利条約（コラム「紙つぶて」） 

2021/4/27 新聞 東京新聞夕刊（1 面） 雇用主の育休問題（コラム「紙つぶて」） 

2021/4/30 ウェブ 
CBC 公 式 チ ャ ン ネ ル
（YouTube） 

CBC こどもチャンネル「SDGs とくしゅう」エピ
ソード 2「自分（じぶん）のこと 世界（せかい）
のこと」 

2021/5/5 地方紙 佐賀新聞（共同通信配信） 働く子を守る 

2021/5/5 ラジオ 
TOKYO FM 
（06:00-08:19：ONE 
MORNING） 

（8:10-）Letter for the next 

2021/5/11 新聞 東京新聞夕刊（1 面） インドとまさか（コラム「紙つぶて」） 

2021/5/18 新聞 東京新聞夕刊（1 面） 旅の出会い（コラム「紙つぶて」） 

2021/5/19 ウェブ 
Good For the Planet ウィ
ーク 
【公式】（Twitter） 

【生産者も消費者もハッピーなチョコ】  

2021/5/25 新聞 東京新聞夕刊（1 面） 働き方最先端？（コラム「紙つぶて」） 

2021/6/1 新聞 東京新聞夕刊（1 面） ビジネスと人権（コラム「紙つぶて」） 

2021/6/8 新聞 東京新聞夕刊（1 面） 本当にやりたいこと（コラム「紙つぶて」） 

2021/6/15 新聞 東京新聞夕刊（1 面） 1 億 6000 万人（コラム「紙つぶて」） 

2021/6/18 ウェブ D4P（YouTube） 
【NGO 世界を見つめて】（前編） 
児童労働のない世界を目指して ガーナ、インド、
日本での取り組み 

2021/6/22 新聞 東京新聞夕刊（1 面） 沖縄慰霊の日（コラム「紙つぶて」） 

2021/6/25 ウェブ D4P（YouTube） 
【NGO 世界を見つめて】（後編） 
「子ども時代」を奪わないで！ 児童労働問題に
取り組む ACE 設立と働き方 

2021/6/29 新聞 東京新聞夕刊（1 面） 投票・買い物・寄付（コラム「紙つぶて」） 
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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 

2021/6/30 ウェブ 朝日新聞デジタル 
カカオ栽培やレアメタル採掘 児童労働、10 人に
1 人 

2021/6/30 ウェブ 
朝日新聞デジタル（オンデ
マンド配信） 

朝日地球会議 plus「日本が増やしている？ 世界
の児童労働」 

2021/7/1 新聞 朝日新聞（2 面） 
（いちからわかる！）世界の児童労働 どんな問題
があるの？ 

2021/7/1 ウェブ 朝日新聞デジタル 
（いちからわかる！）世界の児童労働 どんな問題
があるの？ 

2021/7/15 地方紙 沖縄タイムス 
児童労働 世界で深刻 身近な商品生産 日本も関
係 

2021/7/15 ウェブ 沖縄タイムス＋プラス 
児童労働 世界で深刻 身近な商品生産 日本も
関係 小中学生向けセミナーで紹介 

2021/7/17 地方紙 京都新聞（19 面） 
児童労働 世界で深刻化 小中学生向けセミナー
開催 10 人に 1 人、コロナ禍で増 日本とも深い
関係 

2021/7/27 新聞 東京新聞（14 面） 
あなたが使う輸入品も・・・ 
児童労働 人ごとではない 
小中学生向けセミナー 

 


