日本ユニセフ協会 の ホームページに注目 !!
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教育危機 休校１年
休校１年続く
１年続く ラテンアメリカ・カリブ海諸国地域
ラテンアメリカ・カリブ海諸国地域
休校により学齢期の子どもに及ぶ影響
休校により学齢期の子どもに及ぶ影響

[今後の活動予定]
■ 5/23(日)
■ 7/8(木) 17:17-18:15
■ 8月
■ 10/17(日)

第6回 ラブウォーク in 鳥取 (鳴り石の浜)
郡家地域小学生「やずっ子学習会」
アフリカの絵本プロジェクト (隼Lab.)
大山まきば祭 (大山まきばみるくの里)

■ 10/25(月)-26(火)

日本ユニセフ協会 キャラバン 訪問校 : 10/26(火) 三朝小、三朝中

■ 11/7(日)
■ 11/21(日)

タイムフェスティバル
くらよし国際交流フェスティバル
※ 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。

■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」

[ 展示例

SDGsパネル/支援物資展示 ]

世界の休校について分析したレポートによると2020年３⽉から2021年２⽉まで14か
国が大部分の学校において休校措置をとり続けています。それらの国の３分の２はラテ
ンアメリカ・カリブ海諸国にあり、約9800万人の学齢期子どもに影響を及ぼしています。
14か国のうち、パナマが最も多くの日数の休校措置をとり続けており、エルサルバドル、
バングラデシュ、ボリビアがその後に続きます。
「パンデミックから1年が経とうとしている今は世界的なロックダウンがもたらした壊
滅的な教育危機の状況にあらためて目を向ける機会です。学校に通うことができない子
どもたちは、日を追うごとにますます遅れをとっており、特に、最も置き去りにされた
子どもたちが最も重い代償を払っています」とユニセフ事務局⻑のヘンリエッタ・フォ
アは述べました。「この子どもたちが、今年も学校での学習を制限されたり、或いは全
く⾏われないままでいたりしてはなりません。学校を開校し続ける、あるいは再開計画
の中で学校を優先するための努⼒を惜しむべきではありません」

● 何からはじめる? SDGs

■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
「子どもの権利条約」の1条〜40条ま
でを分かりやすく要約したイラスト
つきのカードブックです。切り離し
たカードを使った様々なアクティビ
ティもご紹介しています。
ダウンロードはこちら →
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● 鳥取敬愛高等学校 文化祭

■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

〒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/

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。
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 !

⾃宅で勉強ができるよう教育省から受け取った教材
を使い、ソファの上で勉強する10歳のクリスティアンく
んと、いとこで7歳のアリエルさん。 (グアテマラ)

報告書「新型コロナウイルスと
休校 (原題︓COVID-19
and School Closures)」
詳しくはこちら

休校は子どもたちの学習と幸福に壊滅的な影響をもたらします。
最も厳しい状況にある子どもたちや遠隔学習を受けられない子どもた
ちは、学校に戻れず、児童婚や児童労働にまで追い込まれるリスクが
高まっています。
ユネスコの最新データによると、世界では８億８,８００万人以上の
子どもたちが、学校の完全休校や部分休校によって教育の中断に直面
し続けています。多くの学齢期の子どもたちにとって学校は仲間と交
流し、サポートを求め、保健サービスや予防接種サービスを受け、栄
養価の高い⾷事をとることができる場所です。休校が⻑引けば⻑引く
ほど、子どもたちは子ども時代のこうした重要な要素から切り離され
ることになります。

子どもの権利条約には、
「生きる権利」 すべての子どもの命が守られること、
「育つ権利」 医療、教育や生活支援を受けたり、友達と遊んだりして、持って生ま
れた能力を十分に伸ばして成長できること、とあります。
今こそ、子どもたちの未来のために・・。
私たち鳥取県ユニセフ協会も、世界の子どもたちの「生きる、育つ、守られる、
参加する権利」の実現をめざして、今年度もコロナ対策をしながら活動を続けて
いきます。

© UNICEF/UNI325634// Frank Dejongh

ユニセフは、新型コロナウイルスの感染予防に関す
る正確な情報を提供するための啓発活動を展開。
その⼀環で、若者たちが⼦どもたちに正しい⼿洗
いの方法を伝えている。（コートジボワール）

新型ウイルス感染拡大以前から紛争などにより医療体制が脆弱な途上
国で命の危険に晒されている子どもたちへの支援、およびCOVAXファ
シリティを通じた新型コロナウイルスワクチンの供給活動への支援に
充てられます。なお、日本を含む先進国は支援対象といたしません。

郵便局（ゆうちょ銀行）振替口座：00190-5-31000
口座名義：公益財団法人 日本ユニセフ協会

*通信欄に「コロナ」 「K1-310 鳥取県」と明記願います。
*窓口でのお振込は、送金手数料が免除されます。

「ユニセフってなぁに ?」

出前
授業

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。
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。
2020/6〜2021/3 まで、鳥取県教育委員会の人権教育講師派遣事業と直接申込みで、
12校 約590名の児童・生徒のみなさんにユニセフ出前授業をお届けすることができました。

■出前授業の内容 (60〜90分)
児童労働の1つ
水かめ運び体験!!
重さは…!?

● 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

内 容

対 象/参加人数
参加人数

10/17(土
土)

ふらっとでミニ学習会「農村ビジネスによる男女平等の可能性
～エチオピアの現場から～」 石川 智彦氏

一般 27名
(内 オンライン12名)

人権ひろば２１

11/21(土
土)

チャイルドライン うさぎのみみ 受け手養成講座
「子どもの権利条約」

一般 10名

リフレプラザ倉吉

11/24(火
火)

鳥取県生協東部エリア会 「ユニセフ学習会」

一般 10名

11/27(金
金)

鳥取県生協西部エリア会 「エシカル入門編」

一般 12名

鳥取県民活動活性化センター
CSRマッチングセミナー「子どもの権利条約について」
ほくほくプラザ 人権学習会
「SDGsカードゲーム体験とユニセフ学習会」

一般 30名程

オンライン

小・中学生 30名

ほくほくプラザ

日付

11/20(金
金)
12/17(木
木)

● 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

各団体へのユニセフ学習会、オンライン対応の講演会を開催しました。

学習会

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

場 所

鳥取県生協
東部支所
鳥取県生協
西部支所

啓成小

蚊帳に入ってみよう!

● 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

ふらっとで
ミニ学習会

⼤⼭⻄小

ほくほくプラザ

■ TORICEF 活動報告！

緑風高校

■ 2020/6〜2021/3
訪問した学校

聖郷小

6/5(⾦)
6/16(火)
6/16(火)
7/3(⾦)
7/7(火)
9/15(火)
9/25(⾦)

緑風高校 昼間部2年生
八橋小 6年生
溝口中 福祉委員会
溝口小 6年生
上灘小 5年生
成徳小 6年生
箕蚊屋中 2年生

岩美北小

10/5(月)
10/13(火)
12/1(火)
12/18(⾦)
2021/1/15(⾦)
2021/1/15(⾦)
2021/2/25(木)

米⼦北⽃中 1-2年生
河崎小 6年生
岩美北小 6年生
啓成小 5年生
⼤⼭⻄小 6年生
緑風高校 3-4年生
聖郷小 6年生

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。現在、鳥取大学の12名の学生が所属。
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。

● TORICEFオリジナル

SDGs教育カードゲーム「ⅩⅦ(テンナナ)」を体験してみよう︕

(公財)とっとり県⺠活動活性化センターのとっとりSDGs推進補助金を受け、SDGs教育カードゲーム「ⅩⅦ(テンナナ)」を
作成、鳥取の⼦どもたちを対象にオリジナルカードゲームによるSDGs教育に力を入れています。
カードゲーム体験会 「SDGs? なんだいやっ!」
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

他団体向けカードゲーム体験会
・ 北条中 生徒会 ・ 浜坂高校
・ 鳥取県生協 東部/中部エリア会
県外⼤学とのオンライン交流
・ 岐阜⼤地域協学センター主催 学生交流会
・ 日本ユニセフ協会 ユース交流会

パネル展
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●
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11/7 (土) 〜 11/19 (木)
11/24(火)
11/25 (水) 〜 12/8 (火)
12/10(木) 〜 12/25(⾦)

倉吉未来中⼼ よりん彩
鳥取県生協 東部エリア会
ギャラリー鳥たちのいえ
北栄町人権文化センター ほくほくプラザ

[会 議]

■ 12/8(火) 第14回 役員会
(鳥取県福祉人材研修センター)
※ オンラインでの参加にも対応して開催

