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● 子ども向けSDGs学習サイト『SDGｓ CLUB』の新コンテンツ!!
SDGsで何を目指すのか、17の目標とは何か、
目標を実現するためにどんな決意をしたのか、
そして私たちの目指す世界とは?
「前文」と「宣言」から読み解いてみよう!!

『子どもの権利条約』を学んでみよう

とっとり

● 『子どもの権利条約カードブック』ポスター

● 『子どもの権利条約』を学級経営に生かそう
「子どもの権利」を大切にする教育(CRE)

「子どもの権利条約カードブック」をポスターにしました !!
世界の子どもたちの守りたい権利を考えてみよう!!

学校・園向けハンドブックができました !!
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ウクライナ危機
戦闘激化で750万の子どもたちに脅威が迫る
東部ヨーロッパに位置するウクライナでは、2022年2月からつづく緊張状態、および8年続く東部の紛争によって、
750万人の子どもたちの命と生活が差し迫った脅威にさらされています。ウクライナ政府管理下にある地域と親ロ
シア派が支配する地域を分断するコンタクト・ライン（接触線）沿いの治安情勢は非常に不安定な状態が続いてい
ましたが、ウクライナ政府は2022年2月24日から、全国的な非常事態を宣言しました。

[今後の活動予定]
5/22(日)
7/23(土) - 8/21(日)

ラブ・ウォーク
(鳴り石の浜)
アフリカイベント (倉吉未来中心 よりん彩)
※ 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 ]

● 米子コンベンションセンター

● 失われたインフラと医療サービス ユニセフが支援
この紛争は、民間インフラや基本的なサービスへのアクセスに壊滅的な影響を与えており、ウクライナ全域で人
道支援ニーズが刻一刻と高まっています。何十万人もの人々が、水道などのインフラの損傷により安全な飲料水
を利用できておらず、多くの人々が、医療など他の必要不可欠なサービスへのアクセスを断たれています。また、
重要な医薬品が不足しており、ポリオの発生を抑えるための緊急の取り組みも中止せざるを得なくなっています。
ユニセフはパートナーと協力し、厳しい状況にある子どもたちやその家族に、保健、教育、保護、水と衛生など、
必要不可欠なサービスを提供するために活動しています。

■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 →

● 鳥取短期大学

■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/

● 長期化する紛争で影響を受ける子どもたち
ウクライナにおいて紛争が激化してから1カ月が経過し、子どもの推定人
口750万人の半分以上にあたる430万人の子どもが避難を余儀なくされて
います。そのうち、難民として近隣諸国に移動した子どもは180万人以上、
現在ウクライナで国内避難民となっている子どもが250万人です。
ユニセフ(国連児童基金)事務局長のキャサリン・ラッセルは「この紛争は、
第二次世界大戦以来最も早いスピードで、子どもたちの大規模な移動を引
き起こしています。この厳しい状況は、今後何世代にもわたって影響を及
ぼし続ける可能性があります。子どもたちの安全、幸福、そして必要な
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サービスへのアクセスなどのすべてが、止まらない暴力行為によって脅か
首都キエフで、破壊されたアパートの前に立つ
されています」と述べました。
女の子。 (ウクライナ、2022年2月25日撮影)

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 !

ウクライナからの避難を余儀なくされた子どもたちやその家族を保護・支援
するため、ユニセフと国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)は各国政府や市民
社会団体と協力し、子どもや女性の安全を守るためのワンストップの支援拠
点である「ブルードット」を設置しています。移動する家族に重要な情報を
提供し、おとなの同伴者のいない子どもや家族と離ればなれになった子ども
の特定と確実な保護を支援し、必要なサービスを提供する拠点となっていま
す。「ブルードット」は、ウクライナの子どもや女性を受け入れている国々
ですでに設置されており、今後も規模を拡大していく予定です。

© UNICEF/UN0610980/Modola

難民受け入れセンターの中にユニセフが設置し
たブルードットの「子どもにやさしい空間」で遊ぶ、
3歳のコンスタンティンちゃん。(モルドバ、2022年3月
19日撮影)

「ユニセフは現場で、子どもたちの基本的なニーズに応えるために最善を尽くしていますが、ウクライナで起
こっている悲劇から子どもたちを守る唯一の方法は、この紛争を終わらせることです」（ユニセフ・欧州・中央
アジア地域事務所代表のアフシャン・カーン）
■ ゆうちょ銀行 募金口座
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 「ウクライナ」 「K1-310 鳥取県」 と明記 願います。

* 窓口での振り込みは、送金手数料が免除されます。

活 動
報 告

「ユニセフってなぁに ?」

出前授業やっています !!

イベント

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!!
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。

10/25(月)-26(火)
日本ユニセフ協会 キャラバン

毎年全国の学校を回っているキャラバンが、5年ぶりに鳥取を訪問。
知事、県教育長とのメッセージ交換を行い、その後、教職員研修、
および三朝小と三朝中で出前授業が行われました。

世界の子どもたちやユニセフ活動の動画や、支援物資の実物にも触れることができます。

2021/6～2022/3 まで、鳥取県教育委員会の人権教育講師派遣事業と、直接申し込みがあった学校を
合わせて32校 約2100名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。
また、年明けからのコロナ感染拡大時には、オンラインでの授業にも対応しました。

出前
授業

■出前授業の内容 (60～90分)

●令和3年度 人権講師派遣事業実施校
実施日

学校名

学年

人数

6/4(金) 岩美西小学校

6

28

6/4(金) 久松小学校

6

40

6/18(金) 箕蚊屋中学校

1

130

● 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

6/25(金) 第一中学校

2

77

6/25(金) 上道小学校

6

41

6/28(月) 義方小学校

6

80

● 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

7/13(火) 江府中学校

1.2.3

33

9/14(火) 加茂中学校

1

121

● 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

9/22(水) 日野中学校

1.2.3

46

9/27(月) 日吉津小学校

6

29

10/1(金) 尚徳小学校

6

27

10/4(月) 米子北斗中学校

1

31

10/13(水) 羽合小学校

6

92

10/29(金) 浦安小学校

6

44

11/5(金) 湯梨浜中学校

1

149

11/13(土) 岸本中学校

1.2.3
保護者

250

11/22(月) 大栄小学校

6

68

11/26(金) 河崎小学校

6

29

11/30(火) 倉田小学校

6

16

12/7(火) 関金小学校

5.6

47

12/7(火) 岸本小学校

6

51

12/14(火) 智頭小学校

6

45

12/17(金) 啓成小学校

5

51

1/12(火) 五千石小学校

6

28

1/22(土) 湯梨浜学園中学校/高等学校

中１-高２

150

1/25(火) 米子東高等学校 ※オンライン

定時制 全

53

3

79

6

21

6

99

1

30

保護者

60

1.2.3

99

● 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民の子どもたち
の様子を動画で知る

蚊帳に入ってみよう!

羽合小学校

湯梨浜学園

児童労働の1つ
水かめ運び体験!!
重さは…!?

日野中学校

2/9(水) 第一中学校

※オンライン

2/18(金) 聖郷小学校
美保小学校
オンライン授業
3クラスをつないで実施。
支援物資等は、前日に
学校へ届け、展示および
体験活動をしていただいた。

2/22(火) 美保小学校

※オンライン

●直接申し込み
7/26(月) 鳥取短期大学 国際交流学科

11/17(水) 聖郷小学校
2/4(金)

鳥取大学附属特別支援学校中学部
※オンライン

11/1(月)-30(火)
まちづくりレディース鳥取主催
「鳥取まちゼミ」 (テーマ : SDGs)

まちづくりレディース鳥取主催の「鳥取まちゼミ」 (テーマ : SDGs) に参加し、
SDGsカードゲーム体験会やユニセフ活動等を紹介するパネル展を開催し
ました。

パネル展

SDGsカードゲーム体験会
(旧島根銀行)

ユニセフパネル展
(ギャラリー鳥たちのいえ)

①11/6(土)
②11/15(月)
③11/28(日)

学習会

11/1(月)-30(火)

各団体へのユニセフ学習会や、映画上映会を開催しました。
日付

内 容

対 象

参加人数

10/1(金)

八頭町人権問題講座
「SDGsってなんだろう? ～SDGsを通して考える
子どもたちの未来～」

一般

15

八頭町中央公民館

11/20(土)

「THE PRICE OF FREE」 映画上映会

一般

30

倉吉交流プラザ

12/13(月)

くらしの経済・法律講座
「ユニセフ活動を通して見たSDGsと子どもの人権」

学生
一般

70

公立鳥取環境大

12/15(水)

鳥取県生協西部エリア会
「子どもの貧困について」

一般

12

鳥取県生協
西部支所

募金
活動

鳥取県協同組合協議会 様
外国コイン募金に
ご協力いただきました。

[会 議]
■ 10/18 第16回 役員会
(鳥取県福祉人材研修センター)
※ ハイブリッド開催

場 所

お買い物チャリティー
とっとり世界子どもの日
寄付キャンペーンにて、
松月旅館 様 より
対象商品の売上の一部を
寄付していただきました。

