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＜原稿執筆＞ 

 

【原稿執筆件数】2 件 

依頼元・媒体名 媒体属性 テーマ 

SDGs 市民社会ネットワーク 

ブログ「SDGs Runners」 SDGs への ACE の取り組み 
ネットメディア その他 

日本 ILO 協議会「WORK & LIFE 世界の労働」 

報告：第 5 回児童労働撤廃世界会議 
機関/専門紙誌 児童労働 

 

 

 

＜メディア掲載＞   

 

【件数】31 件（ラジオ 2、新聞・地方紙 8、雑誌・専門誌・機関紙 8、ウェブ他 13）  

【テーマ】ACE4、児童労働 5、チョコ 15、コットン 2、その他 5 

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 

2021/9/9 ラジオ TOKYO854 『鈴木実穂の only わん！』 

2021/9/1 
機関

紙・誌 

Do For Others 

（明治学院大学校友 会報誌 

2021 年秋号） 

（つながる明学生） 

国際的な明治学院仕組みをつくり”児童

労働のない未来”を目指す。 

2021/9/11 地方紙 熊本日日新聞 
インタビュー百日百話 児童労働撤廃 

企業、消費者も問題維意識を 

2021/9/11 地方紙 山形新聞 
「こんにち話」 世界の児童労働撤廃を

めざす 全ての子どもに教育を 

2021/9/12 地方紙 茨木新聞 
こんにち話 児童労働をなくす 「消費

者の役割」大切 全ての子どもに教育を 

2021/10/6 ウェブ 朝日新聞デジタル 
子どもが犠牲になっているチョコ、知っ

ていますか？ つなぎ役の奮闘 

2021/10/20 新聞 朝日新聞 
チョコレートから考える児童労働 

子ども救う応援 日本で 

2022/10/22 ウェブ 朝日新聞デジタル 
チョコレートから考える児童労働 問題

解決のため日本ができることは 

2021/10/23 新聞 

The Japan Times 

（付録タブロイド"Women 

building a sustainable future"） 

Tackling chocolate's dark secret - child 

labor 
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2021/12/2 
専門

紙・誌 
教育新聞 

今こそ「子ども基本法」制定を 支援団

体が院内集会で訴え 

2021/12/3 
専門

紙・誌 
繊研新聞（1 面） 

SDGs を意識した事業活動 繊維・ファ

ッション業界の 95%が実施 

2021/12/3 
専門

紙・誌 
繊研新聞（9 面） 97%が環境・社会配慮品を販売 

2021/12/16 ウェブ 日本経済新聞 電子版 
撤退か対話か、投資家の悩み 企業に変

革促す道は 

2021/12/17 新聞 日本経済新聞 

（ESG 光と影_現実解はどこに③） 

撤退か対話か、投資家の悩み 企業に変

革促す道は 

2021/12/17 ウェブ 日本経済新聞 電子版 
〈ESG 光と影〉現実解はどこに（3） 

撤退か対話か、悩む投資家 

2022/1/21 
機関

紙・誌 
中外日報 

アーユス仏教国際協力ネットワーク 日

本の児童労働の現状語る 

2022/1/22 ウェブ 

iza（イザ！） 

産経デジタル総合ニュースサイ

ト 

【DEAN & DELUCA】HOW SWEET 

AND HAPPY | チョコレートと土地の未

来をつくる 

2022/1/26 ウェブ FELISSIMO COMPANY 

カカオ農家さんも、食べる私たちも。チ

ョコレートに関わるみんなを笑顔にして

くれる「幸福のチョコレート」と

「LOVE＆THANKS 基金」にまつわる 15

のこと。ー前編ー 

2022/1/26 ウェブ FELISSIMO COMPANY 

カカオ農家さんも、食べる私たちも。チ

ョコレートに関わるみんなを笑顔にして

くれる「幸福のチョコレート」と

「LOVE＆THANKS 基金」にまつわる 15

のこと。ー後編ー 

2022/2/10 ウェブ オルタナ 
寄付つきチョコ、最新技術で「寄付」効

果を実感へ 

2022/2/14 新聞 朝日小学生新聞 
チョコ原料カカオ畑で働く子の問題知っ

て 

2022/2/14 新聞 毎日新聞（夕刊、2 面） （見上げてごらん）チョコを食べない国 

2022/2/14 ラジオ 
TBS ラジオ（荻上チキ・ 

Session） 

「チョコレートとガーナの児童労働問

題」   

◆解説：NPO 法人「ACE」の広報担

当、山下みほこさん 
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2022/2/26 ウェブ 

TBS ラジオ（FM90.5 + AM954 

～何かが始まる音がする～； 

人権 TODAY） 

チョコレートと児童労働の関係を小学生

が学ぶ 

2022/2/27 
専門

紙・誌 
日経ヴェリタス 農作物、ジェンダー不平等の現実 

2022/3/25 
専門

紙・誌 
Forbes JAPAN 

『新しい社会』構築の担い手 優れた非

営利団体カタログ 30 

2022/4/4 ウェブ HuffPost 

チョコの背後にある児童労働に「待っ

た！」日本の NGO がガーナ政府を動か

した。 

2022/5/30 ウェブ 
中村キース・ヘリング美術館 

YouTube チャンネル 

いまさらだけど SDGs ってなにシリー

ズ：エピソード１８「人や国の不平等を

なくそう」 

2022/6/1 雑誌 イオンカード会員誌「mom」 暮らしの中の SDGs 

2022/6/11 ウェブ The Chocolate Journal 

児童労働をなくす！ガーナ政府を動かし

た ACE オンライン発表会でディスカッ

ション 自分ごとにする難しさを考える 

2022/6/16 ウェブ 
カカオとチョコレートマガジン

「APeCA」 

チョコレートから考える児童労働【JICA

地球ひろば×NPO 法人 ACE】オンライ

ンイベントレポート 

 

 


