お知らせ
● 11/7 (土) 〜 11/19 (木) 9:00 〜 19:00
倉吉未来中心 よりん彩 (9日、16日 休館)
● 11/25 (水) 〜 12/8 (火) 10:00 〜 19:00
ギャラリー鳥たちのいえ
(最終日 16時まで)

気候変動、森と生きものがきえる問題
⾷料と水の不⾜、戦争、難⺠
児童労働、貧困、格差など、
© 真珠まりこ
いま地球上で起きている問題と、
それに巻きこまれている世界の子どもたちの話が
私たちの暮らしとどのようにつながっているのかをお伝えします。
これらの問題はすべて 命をまず一番に考えていたら、
起きなかったと思うことばかり。
もったいないばあさんといっしょに考えていきましょう。

TORICEF、 活動開始！

日本ユニセフ協会

TORICEF(トリセフ)は、鳥取県ユニセフ協会の学生
部として2020年1月に設立されました。鳥取大学の
学生が立ち上げたサークルで、2020年9月時点で
12名の学生が所属しています。世界の子どもたちの
命と健康を守るユニセフの理念に賛同し、学生主体でユニセフ活動の
支援を行い、そして活動を通して学生たち自身の視野を広げることを
目的としています。また、2030年までの開発目標でもあるSDGsにも取り
組み、鳥取の子どもたちを対象としたオリジナルカードゲームによるSDGs
教育にも力を入れています。

TORICEFオリジナル
カードゲームを体験してみよう︕
第1回︓12/6(日) ギャラリー鳥たちのいえ
第2回︓12/20(日) 鳥取市商工会議所
第3回︓1/17(日) 鳥取市商工会議所

イベント詳細は 、 鳥取県
ユニセフ協会ホームペー
ジ、FBで配信予定です。

日本ユニセフ協会は、親子で学べるSDGs（持続
可能な開発目標）サイト「SDGs CLUB」をリリース
しました。SDGsの各目標ごとにターゲットを読んだり、
関連する課題をムービーやインフォ
グラフィックスで学んだりすることが
できます。調べ学習や学校の授業
にも活用できます。
URL: https://www.unicef.or.jp/kodomo/sdgs/

とっとり
ごあいさつ

■ユニセフライブラリー

ユニセフの活動を紹介するビデオ・DVD・パネル・学習教材等の貸出しを⾏っています。

■パネル
「ユニセフってなぁに?」 、「わたしも学校に⾏きたい」、
「子どもたちにやさしい地球を残そう」
「私たちの未来に向けた目標(SDGs)とユニセフの取り組み」

■展示ツール
ネパールの水がめ
マラリア対策の蚊帳
経口補水塩などの支援物資

ユニセフ報告書「レポートカード16」発表
鳥取県ユニセフ協会 新会長 中島 廣光 (国立大学法人鳥取大学 学長)

日本の子どもの幸福度の結果 ＜総合順位：20位＞
分 野

身体的健康
スキル

1位
位
27位
位

順 位
32位 ↓
12位 ↑
9位 ↑
41位 ↓
5位 ↑
39位 ↓

〒680-1202

鳥取市河原町布袋597-1 鳥取県生協内
TEL/FAX︓0858-71-0970
E/-Mail︓unicef-tottori@juno.ocn.ne.jp
URL : http://unicef-tottori.jp/

月・火・⾦ 10︓00〜16︓00
水
10︓00〜12︓00
鳥取県生協本部１階になります !

詳しくはこちら

指 標
生活満足度が高い15歳の割合
15～19歳の自殺率
5～14歳の死亡率
5～19歳の過体重/肥満の割合
数学・読解力で基礎的習熟度に達している15歳の割合
社会的スキルを身につけている15歳の割合

*本報告書は経済協力開発
機構(OECD)または欧州連合
(EU)に加盟する国々（41カ
国）を対象としています。指標
によってデータのある国の数
が異なり、総合順位表には、
一定数のデータがある国のみ
が含まれています。

レポートカード16では、よい⼦ども時代を3つの側面から考え、それぞれ2つずつの指標で分析しています。
日本は総合順位で20位でした。しかし分野ごとの内訳をみると、両極端な結果が混在する「パラドックス」とも
いえる結果です。⾝体的健康は1位でありながら、精神的幸福度は37位という最下位に近い結果となりました。
また、スキルは27位でしたが、その内訳をみると、2つの指標の順位は両極端です。

スキル

■学習教材
「ユニセフ手帳」 、「子どもの権利条約カードブック」 他
ボランティア登録、資料貸出、
その他お問い合せ等は、事務局
までご連絡ください。また、どなたで
もお気軽にお⽴ち寄りください。

2020年 11月

今回発表された『レポートカード16－⼦どもたちに影響する世界︓先進国の⼦どもの幸福
度を形作るものは何か(原題︓Worlds of Influence: Understanding what shapes child well-being in
rich countries)』は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)発生前のデータを用い、⼦ども
たちの精神的、⾝体的な健康と、学⼒・社会的スキルについてランキングしています。
これらの指標によれば、オランダ、デンマーク、ノルウェーが、⼦どもが住む場所として、
最も順位の高い国々という結果が示されました。
「世界で最も豊かな国々の多くは、すべての⼦どもたちに良い⼦ども時代を提供するリ
ソースを持っていながら、それが果たせていません」と、イノチェンティ研究所所⻑のグニ
ラ・オルセンは述べます。「政府がパンデミックへの対応の一環として、⼦どもたちの幸福
度(wellbeing)を守るための迅速で確固たる⾏動をとらなければ、⼦どもの貧困率が上昇し、
精神的・⾝体的健康状態が悪化し、スキルの格差が広がり続けるかもしれません。COVID19関連の⼦どもや家庭へのサポートはひどく不⼗分です。⼦どもたちに安全で幸福な⼦ども
時代を提供するために、より多くのことをしなければなりません。そしてそれは今です。」

※ 各活動は、都合により変更となる場合がありますので、詳しくはホームページをご覧ください。

■ 11/21(土)
チャイルドライン うさぎのみみ新規メンバー講習会 「子どもの権利について」
■ 11/24(火)10-12 鳥取県生協東部エリア会 ユニセフ学習会
■ 11/27(金)10-12 鳥取県生協⻄部エリア会 エシカル入門編
■ 2021/1/18(月)
くらしの経済・法律講座 (公立鳥取環境大学)
テーマ 「ユニセフの活動を通して見たＳＤＧｓと子どもの人権」

vol. 15

先進国の⼦どもの幸福度をランキング

精神的幸福度 37位
位

[今後の活動予定]

ユニセフ通信

<発 ⾏>
鳥取県ユニセフ協会

尾木直樹氏(教育評論家・法政大学名誉教授)コメントより

学⼒の指標である、数学・読解
⼒で基礎的習熟度に達している
⼦どもの割合では、日本はトッ
プ5に入ります。一方で、社会
的スキルをみると、ここにも両
極端な傾向を示す日本のパラ
ドックスが⾒てとれます。
「すぐに友達ができる」と答え
た⼦どもの割合は、日本はチリ
に次いで2番目に低く、30%以
上の⼦どもが、そうは思ってい
ないという結果だったのです。

日本の子どもの状況で注目すべきは教育政策上の問題が非常に大きく、子どもの自己肯定感がガタガタになっていて
幸福感が育たなかったりするのは必然。また、いじめ問題は深刻で大人も歪めてしまっていて、最優先課題として向き合
う必要がある。コロナ下だからこそ子どもの参加する権利があらゆる場面で重要です。子どもも学校も多様であるべき
です。あらゆる面で子どもの参加が実現すれば、自ずと幸福度は上がっていくと思います。

「ユニセフってなぁに ?」

世界の厳しい状況にいる子どもたちのことをいっしょに考えてみましょう!!

活 動
報 告
出前
授業

出前授業を受けた児童・生徒のみなさんからお手紙や感想が届きました !!

出前授業やっています !!

学校での出前授業をはじめ、ユニセフ活動に関心がある各団体に出向いての学習会を⾏っています。

子どもたちからのメッセージは、出前授業に取り組むボランティアの励みにもなっています

ユニセフ活動のDVDや、支援物資の実物にも触れることができます。

今年度は、直接お申込みしていただいた学校の他に、鳥取県教育委員会の人権教育講師派遣事業に
多くの学校からお申込みをいただき、出前授業を実施しています。

■出前授業の内容 (60〜90分)
● 厳しい状況にいる子どもたちの様子を見てみよう
― 水くみに1日費やす⼥の子や難⺠の子どもたちの動画など

溝口小

児童労働の1つ
水かめ運び体験!!
重さは…!?
● 子どもたちが大きくなるのに必要なものは?
― 子どもたちがあたり前に持っている権利…子どもの権利条約について
● 子どもの命と健康を守るために
― ユニセフの支援活動について

上灘小

蚊帳に入ってみよう!

■ 児童/生徒さんからの感想
毎日通っている学校も、世界から見るとあたりまえではない
んだと思いました。 / 教育を受けられない子ども、安全な水
を飲めない子どもがいて心が痛みました。 / ユニセフはCMで
見ていたから知っていたけど、こんなに沢山の子どもが困って
いるとは知らなかった。/ 子どもの権利を大切にして、5歳まで
生きられない子どもたちの分まで大切に生きようと思いました
。/ ユニセフは紛争地域や栄養が足りない国だけしか活動しな
いと思っていたけど、日本でも政府に働きかけたり支援の輪を
広げる活動をしていることがわかりました。/ ユニセフの活動
を知り、支援していくことが大切だと思いました。/ 今ある生
活に感謝し、未来に向けて勉強しようと思いました。/ 大人に
なったらユニセフで働いてみようと思いました。

■ 講師ボランティアの感想
今年度は90分という長時間の授業の依頼が多く
なり、内容をどのように構成したら、児童生徒の
皆さんに分かりやすく伝わるのか、ボランティア
たちで試行錯誤しながら考えました。
授業の中では、世界の厳しい状況にいる子ども
たちの様子を見て、どんどん真剣な表情になった
り、水かめ体験では、「重たいー！」と声をあげ
る素直な子どもたちの姿に、私たちボランティア
もとてもやりがいを感じました。
これからも、もっともっとたくさんの子どもたち
に、世界のことやユニセフの活動について、伝え
ていきたいと思います!!

● 鳥取商工会議所
SDGs展示

● 「⻑⾕部誠⼤使 ロヒンギャ難⺠キャンプ訪問」 パネル展
ユニセフの支援物資を
身近に見てみよう!

箕蚊屋中

● 私たちにできることは?
― 未来を切り開くのは子どもたち
SDGsは一人ひとりの目標

八橋小

成徳小

プチ講座 アフリカの
形を手で作ってみよう!

パネル展

4/5(土)-10(⾦)
当初、鳥取⼤学で開催予定していたが、コロナの
ため施設利⽤が不可となり、近くの湖⼭⻄公⺠館
へ場所を変更。しかし、4/10(⾦)に鳥取でコロナ
感染者が出たため、開催途中で中止。

● 「⻑⾕部誠⼤使 ギリシャ難⺠キャンプ訪問」 パネル展
6/1(月)-11(木) 鳥取銀⾏本店ロビー
6/19(⾦)-28(日) 鳥取県男⼥共同参画センター よりん彩

● 八頭町男⼥共同参画センター
男⼥共同参画週間 展示
6/15(月)-29(日)

溝口中 福祉委員会

● 実施した学校
6/5(⾦)
緑風高校 昼間部2年生
6/16(火) 八橋小 6年生
6/16(火) 溝口中 福祉委員会
7/3(⾦)
溝口小 6年生
7/7(火)
上灘小 5年生
9/15(火) 成徳小 6年生
9/25(⾦) 箕蚊屋中 2年生
10/5(月) 米子北⽃中 1-2年生
10/13(火) 河崎小 6年生

● これから実施予定の学校
12/1(火)
岩美北小 6年生
12/18(⾦)
啓成小 5年生
2021/1/15(⾦) ⼤⼭⻄小 6年生
2021/1/15(⾦) 緑風高校 3-4年生
2021/2/25(木) 聖郷小 6年生

[会 議]

■ 5/8(⾦) 第13回 役員会

(鳥取県福祉人材研修センター)

※ コロナの影響により、参加人数を縮小して実施

■ 6/25(木) 学習講師研修会は中止となり、
オンラインでの情報交換会を実施

