
主要事業の実施報告
（2018年11月-2019年1月）

及び今後の主要事業

2019年 1月 19日
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民間ユネスコ運動の
普及・実践



第75回日本ユネスコ運動全国大会in東京
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日 時：2019年9月7日(土)～8日(日)

場 所：豊島区立目白小学校 （JR目白駅から徒歩4分）

※世界寺子屋運動30周年の記念大会となります。

7日：「寺子屋での学びがもたらしたもの－成果と展望をめぐって」

基調講演：元ユネスコ生涯学習研究所専門家

ウルリケ・ハネマン氏

8日：「学びの広がりが地域を変える」

※4月から募集を開始いたします！



2019年度ブロック別研究会
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ブロック 2019年度開催 主管

北海道 11/2（土）～11/3(日） 札幌ユネスコ協会

東北 10/19（土）～10/20（日） 遠野ユネスコ協会

関東 10/ 5（土）～ 10/ 6（日） 蓮田・白岡地方ユネスコ協会

中部東 11/9（土）～ 11/10（日） 磐田ユネスコ協会

中部西 11/9（土）～11/10（日） 石川県ユネスコ協会

近畿 10/5（土）～10/6（日） 大阪府ユネスコ連絡協議会

中国 9/28（土） 岡山ユネスコ協会

四国 9/28（土）～9/29（日） 新居浜ユネスコ協会

九州 11/9（土）～11/10（日） 久留米ユネスコ協会

2019年度ブロック研究会予定(2019年1月19日現在）
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協力：MSD株式会社

北海道ユネスコ連絡協議会、札幌ユネスコ協会

12月3日 熊谷市立長井小学校

12月14日 高知市立第四小学校

12月20日 札幌市立藻岩小学校

人々の健康や身体に関する科学の力を伝え、軟膏作りを体験する。
下記3校の含む、6校で今年は実施した。

サイエンススクール



• 「守ろう地球のたからもの」プロジェクトの一環として、三菱
UFJ環境財団との共催で実施。

• 絵を描くことを通じて子どもたちが自然に親しみ、自然の美し
さ・大切さを知ることを趣旨とした絵画コンクール。

• 応募総数23,066件の中から、最優秀賞9点、優秀賞34点、入
選385点を選定。

• 12月8日授賞式には、審査員

として鈴木理事長が出席。
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第43回みどりの絵コンクール
表彰式 開催



ユネスコスクールSDGsアシストプロジェクト
第10期 募集開始

（旧名称：ユネスコスクールESDアシストプロジェクト）

• 三菱UFJ銀行、三菱UFJフィナ
ンシャルグループの協力にて実
施

• ユネスコスクール加盟校を対象
に、SDGsの達成に向けて行わ
れているESDの取り組みに対し
て活動費用の助成を行う

• 2年連続で申請されていても、
継続して申請が可能。

• 2019年1月31日（木）

〔消印有効〕
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第9回ESD国際交流プログラム

• 三菱UFJ銀行の協力のもと、ユネスコスクールにおける持続可能
な開発のための教育（ESD）の普及を目的に、ユネスコスクール
高校生をフランス・ドイツに派遣。

• 11/19締切までに過去最多の283名の応募があった。厳正なる書
類選考の後、1月に参加者を決定発表予定。

• 訪問先(予定）

ドイツ・ハイデルベルグユネスコスクール

フランス・パリ

・UNESCOパリ本部 訪問

・UNESCO日本政府代表部表敬訪問

・三菱UFJ銀行パリ支店 訪問

・世界遺産 見学 等

8



2018年度 ユネスコ協会ESDパスポート
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 今年度は31ユ協が参加。
 10月から、児童・生徒がボランティア活動を通じての学びを発

信する「体験発表会」が各地で開始。
（12/8名古屋ユネスコ協会、12/16甲府ユネスコ協会、

12/24大阪府ユネスコ連絡協議会など）

名古屋ユネスコ協会 大阪府ユネスコ連絡協議会
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寺子屋リーフレット制作プロジェクト
共催：一般社団法人デジタル表現研究会(D-Project)

株式会社教育新聞社

大阪府

12 箕面市立豊川北小学校

13
関西学院千里国際中等部・
高等部

14 羽衣学園高等学校

奈良県 15 奈良教育大学附属中学校

兵庫県 16 兵庫県立武庫荘総合高校

広島県 17 廿日市市立宮島中学校

福岡県 18 福岡県立武蔵台高等学校

宮崎県 19 西都市立三財小学校

北海道
1 海星学院高等学校

2 北海道札幌平岸高等学校

東京都

3
西町インターナショナル
スクール

4 東京都市大学等々力中学校

5 東京都立三田高等学校

神奈川県
6 神奈川県立有馬高等学校

7 北鎌倉女子学園中学・高校

愛知県 9 愛知県立津島北高等学校

三重県
10 暁学園暁小学校

11 津田学園中学校

下記19校の小・中・高等学校がリーフレット制作に取り組んだ。

リーフレット・コンテスト学校代表作品が1/11（金）に出そろい、2月に
ウェブ投票を行う。
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寺子屋協力者対象
カンボジアスタディツアー

 昨年度の「モニタリング・ツアー」を元に、世界
寺子屋運動への協力者を対象に開始。

 今年度は過去3年間の「寺子屋募金」「書きそんじ
ハガキ・キャンペーン」寄付実績の多かった構成
団体会員の中から、世界寺子屋運動の周知・広報
活動などに携わる担当者の募集を1/18迄実施した。

日 程 2019年3月17日（日）～21日（木・祝）
訪問先 カンボジア・シェムリアップ州

・日ユ協連カンボジア事務所
・寺子屋（夜間識字、復学支援クラス）
・世界遺産活動「バイヨン寺院」石像修復体験

人 数 10名（予定）
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東日本大震災
子ども支援募金



被災によって経済状況が悪化した家庭の中学3年生を対象に、
高校進学(就学)のための給付型奨学金を、一人あたり3年間に
わたり支援する事業。(※震災で親を亡くした子どもを除く)

• 11月、昨年度と一昨年度に採用

した奨学生に対し、2018年度

第3四半期分の奨学金を給付した。

• 今年度の新規奨学生の採用は

以下の5市町で実施中。

岩手県：陸前高田市、大槌町

宮城県：気仙沼市、石巻市、

東松島市

引き続き募金のご協力をお願いします。
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ユネスコ協会 就学支援 奨学金

（奨学生からのお手紙）



第5回 アクサ ユネスコ協会 減災教育プログラム
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大震災の教訓を全国の学校の減災教育に活かすプログラム

 助成校22校が助成金と9月教員研修会での学びを活
かし、地域と連携した減災教育を実践中。

 2月22～23日に活動報告会と減災教育フォーラムを
開催予定。

北海道 北海道標津高等学校

北海道函館水産高等学校

岩手県 陸前高田市立高田第一中学校

宮城県 仙台市立七郷小学校

気仙沼市立階上中学校

宮城県多賀城高等学校

茨城県 坂東市立岩井第二小学校

山梨県 南アルプス市立白根源小学校

滋賀県 滋賀県立守山中学・高等学校

大阪府 箕面こどもの森学園

兵庫県 神戸大学附属中等教育学校

兵庫県立飾磨工業高等学校

三重県 紀北町立船津小学校

和歌山県 橋本市立信太小学校

鳥取県 鳥取県立鳥取西高等学校

徳島県 阿南市立津乃峰小学校

福岡県 大牟田市立大正小学校

大分県 佐伯市立彦陽中学校

沖縄県 竹富町立上原小学校

沖縄県立泡瀬特別支援学校
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世界寺子屋運動
世界遺産・未来遺産

ほか
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書きそんじハガキ・キャンペーン
2019 募集中！

• 「書きそんじハガキ・キャンペーン2019」を開始！
161のユネスコ協会が参加。

• 「タンス遺産3兄弟」の広報動画も完成。
• ユネスコスクール全校や労働組合にも参加を依頼。

目標は100万枚（今回はハガキが62円に / 抽選が2回）

㊧ チラシ
㊥ ポスター
㊨ ボックス



世界寺子屋運動
アフガニスタン／ネパール寺子屋プロジェクト

アフガニスタン
 識字クラス（26クラス 683人）と職業訓練

（13クラス 347人）が11月から開始。

 カブール県中部のバグラミ郡に寺子屋
（CLC) 建設を準備中。2019年3月から建設
開始予定（完成図 写真㊤）

ネパール

 小学校クラスや寺子屋運営が継続的に実施
されている。小学校クラス（14クラス 280
人）や大人のための小学校クラスも実施中。

 4カ月の識字後クラスも開始（120クラスで
2,400人が受講 写真㊦）

 中部ネパール南部のチトワン郡で新しい寺
子屋（CLC)を建設中。
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世界寺子屋運動
アンコール／ミャンマー寺子屋プロジェクト
カンボジア
 【教 育】識字（20クラス515人）、幼稚

園（10クラス239人）、復学支援（10ク
ラス212人）、進学支援プログラム（9村
154人）等、図書館活動（17軒）が継続中。

 【収入向上】養牛（3軒）、小口融資（3
軒）、米銀行（4軒）、伝統音楽（1軒）を
新規に実施した。

 11月下旬、全富士通労連の25名がタトラウ
寺子屋を訪問。特別授業や運動会を実施。

ミャンマー
 バゴー地方域の24村で、480人の小・中学

校退学青少年に対し「識字」「算数」「生
活スキル（保健衛生など）」を含む継続教
育を実施中。12月から第3フェーズを開始。

 11月5日、佐賀ユネスコ協会16名がタナッ
トピン・タウンシップを訪問し、学習者や
村の人びとと折り紙や歌・踊りで交流した。
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日本ユネスコ協会連盟賞（企画部門優秀賞）:

ＥＳＤの普及に貢献する優れたテレビ番組の企画を対象に贈られる。

11月 9日（金）、ビューレン・ゾヒスト・プロダクション（モンゴ
ル）に対し、鈴木理事長から日本ユネスコ協会連盟賞を授与。

12月30日（日）午前10時～午後0時30分（Eテレにて放送された）

「まるごと見せます！世界の教育コンテンツ～日本賞2018」

第45回NHK日本賞：日ユ協連賞授与
「 砂漠のトイレ改革 」（ モンゴル ）に決定
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未来遺産運動

「プロジェクト未来遺産2018」決定

12月14日（金）、未来遺産委員会が開催され、
新たに４プロジェクトの登録が決定した。

プロジェクト名 団体名 団体所在地

昭和新山ジオツアー減災文化継承
プログラム

NPO法人
有珠山周辺地域
ジオパーク友の会

北海道有珠郡
壮瞥町

気仙沼港と風待ちの風景
～歴史的建造物の復興プロジェクト

～

一般社団法人
気仙沼風待ち復興

検討会
宮城県気仙沼市

古町花街における伝統文化と
歴史的景観の保全・継承活動

古町花街の会 新潟県新潟市

「くも合戦」保存プロジェクト
姶良市加治木町
くも合戦保存会

鹿児島県姶良市
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普及広報関連
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「遺贈」広報

日本ユネスコ協会
連盟への寄付を募
る一環として、

文藝春秋（2018年
11月号）に「遺
贈」を呼びかける
広告を掲載。
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機関誌『ユネスコ』1月号の発行
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日ユ協連ウェブサイト

各事業の最新情報や

記事を順次更新中。

今年度中に全面

リニューアルを予定。
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公式フェイスブック

活動の様子や現地の情報、トピックスなどをいち早くお届け
しています。ぜひ「いいね!」をクリックしていただき、多く
の方々との情報共有をお願いします。

http://www.facebook.com/unesco.or.jp

[登録数] 
3,359人

（12月19日現在）

http://www.facebook.com/unesco.or.jp
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・月1回発行
（臨時号を除く）

・[読者数] 
4,951件

（12月19日現在）

ユネスコ情報マガジン（メール配信）
第247－248号 発行



ユネスコ協会便（ユ協便）
2018年11月号～2019年1月号
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毎月1回、当連盟
ホームページの会員
ページに掲載。

リンクを貼ったメー
ルをユネスコ協会へ
お送りしています。

ダウンロードいただ
き、会員の皆さまへ
の情報周知に是非お
役立てください。
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子ども向け広報チラシの作成

ユネスコ活動について紹介
する子ども向けのチラシを
作成。（A４カラー両面）

ホームページよりダウン
ロードができます。
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記念ロゴ

2019年の世界寺子屋運動

３０周年を記念してロゴを制作。

（協力：株式会社電通）

全国ユネスコ協会の皆様

も是非、お使いください！！

データ等ご希望の方は

事務局広報担当まで。



• 公益財団法人日本野球連盟主催、2018年度社会人野球表彰に
おいて、日本ユネスコ協会連盟賞を提供。

• フェアプレー賞として第89回都市対抗野球大会優勝の大阪
市・大阪ガスチームに贈呈した。

• 12月13日授賞式には、プレゼンターとして林美紀子副会長が
出席した。
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第89回都市対抗野球大会
表彰式
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今後の主な主催事業日程

2019年

2月22日(土)-23日(日) 第5回アクサ ユネスコ協会 減災教育プログラム 活動報告会

3月9日(土)                  第527回理事会

3月23日(土)-29日(金) 高校生向けＥＳＤ国際交流プログラム派遣

3月26日(火)-29日(金) SDGs高校生フォーラム

3月下旬 寺子屋運動支援者向けカンボジアスタディツァー

5月18日(土) 第528回理事会、第48回評議員会

6月15日(土) 第529回理事会、第70回定時総会、第530回理事会

7月20日(土) 第531回理事会

9月7日(土)-8日(日) 日本ユネスコ運動 第75回全国大会in東京

9月中旬 第6回アクサ ユネスコ協会 減災教育プログラム 教員研修会


