
主要事業の実施報告
（2019年1月-2019年5月）

及び今後の主要事業

2019年 5月 18日
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民間ユネスコ運動の
普及・実践



ユネスコ世界寺子屋運動30周年記念

第75回日本ユネスコ運動全国大会in東京
－学びを通して地域を振り返る－

3

日 時：2019年9月7日(土)～8日(日・国際識字デー)
場 所：豊島区立目白小学校（JR目白駅から徒歩4分）

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：「SDGｓ実現に向けた識字・NFEの役割」
元ユネスコ生涯学習研究所専門家

ウルリケ・ハネマン氏
●元学習者によるプレゼン
●パネルディスカッション「世界寺子屋運動とSDGｓ」

8 日：「学びを通して共生社会を創る」
●パネルディスカッション
●基調講演

参加者募集中！機関誌4月号付録を御覧ください

7月5日（金）締め切り



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4月26日現在）



• 5月7日に2019年度の審査会を開催

【審査員】 引地瑠美子 （日本ユネスコ協会連盟副会長）

鈴木 佑司 （日本ユネスコ協会連盟理事長）

中野 清史 （日本ユネスコ協会連盟理事）

小暮 強志 （日本ユネスコ協会連盟評議員）

助成件数：48件

採択件数：47件（但し、条件付き採択あり）

（採択・不採択通知は5月下旬に送付いたします）
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2019年度青少年ユネスコ活動助成



ユネスコスクールSDGsアシストプロジェクト
第10期

（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が、
SDGsの達成を目指すESDの
取り組みに対し助成を実施。

• 1/31締切で募集した結果、
過去最多の183校から申請
あり。3/4審査会の結果、
115校に助成が決定。助成
校は5月ユ協便で報告。 6



第9回ESD国際交流プログラム

• 三菱UFJ銀行の協力のもと、過去最多の283名の
応募から選ばれた8名（女性6名 男子2名）の生
徒が、3月23日（土）の事前研修後、3月24日
（日）～3月29日（金）までドイツとフランスを
訪問した。

• 名古屋ユネスコ協会の金原祥子副会長が団長とし
てご協力いただいた。

ドイツ

• ハイデルベルグのユネスコスクール（IGH）

フランス

• パリのユネスコスクール（Victor Hugo School）

• UNESCOパリ本部

• UNESCO日本政府代表部（山田滝雄大使表敬）

• 三菱UFJ銀行パリ支店

• 世界遺産の見学等（ノートルダム寺院など） 7

ドイツのユネスコスクールへの訪問

UNESCO日本政府代表部 山田大使への表敬訪問



ユネスコ協会ESDパスポート
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⚫ 2018年度は31ユ協が参加。2018年秋以降、各地ユ
ネスコ協会主催で体験発表会を開催。

⚫ 2019年度参加ユネスコ協会を募集中。

現在、15ユ協から申し込みあり（5月末まで延長）。
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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

2018年度「リーフレットコンテスト」

受賞作品決定・発表（3月）

最優秀賞

『日本ユネスコ協会連盟賞』

神奈川県立有馬高等学校

1年（受賞時）

市川颯太さんの作品
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高校生カンボジアスタディツアー
共催：公益財団法人かめのり財団

■第6回募集開始

2019年7月30日（火）～8月6日（火）

訪問先：プノンペン、シエムリアップ

受付期限：2019年5月7日（火）

■第5回報告書完成 （右）

高校生の帰国後活動を含めた

報告書を3月に発行した。
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寺子屋協力者対象
カンボジアスタディツアー

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」で特に
寄付実績の多かった構成団体会員等の
中から、世界寺子屋運動の周知・広報
活動などに携わる会員が参加した。

事後活動として「各所属先への帰国
報告」「世界寺子屋運動PR資料の作
成・共有」を予定。

【日 程】2019年3月17日（日）～21日（木・祝）

【参加団体】前橋ユ協・土浦ユ協・越谷ユ協・磐田ユ協・諏訪ユ協・ 岐阜県ユ協
・長浜ユ協・福知山ユ協・和歌山ユ協・四国中央ユ協・松山ユ協
・名古屋国際センター （12団体）
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SDGs高校生フォーラム

日 程 2019年3月26日（火）～29日（金）
会 場 アルカディア市ヶ谷（私学会館）
参加校 日本：宮城県仙台二華高校、晃華学園高校、昭和女子大学附属昭和高校、

愛知県立千種高校、コリア国際学園
中国：北京第57高校
韓国：Cheongna Dalton School

後 援 外務省、文部科学省、日本ユネスコ国内委員会、公益財団法人ユネスコ・
アジア文化センター、国際連合広報センター、豊島区、豊島区教育委員会

協 賛 公益社団法人日本バリュー・エンジニアリング協会、西武信用金庫

プログラム
⚫ 基調講演
⚫ 鼎談
⚫ ｢持続可能なまちづくり｣｢多文化

共生｣をテーマとした分科会
⚫ 企画立案
⚫ 共同宣言採択
⚫ 交流会など
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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)

• 2月、既存奨学生に対し、第4四

半期分の奨学金を給付した。

• 2018年度の新規奨学生として、

以下の5市町で計330名を採用した。

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

• 2018年度までの8年間で計3,286名

を支援した。

引き続き募金のご協力をお願いします。
14

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

15

⚫ 2月22～23日、プログラムの年間総括となる『活
動報告会』と『減災教育フォーラム』を実施した。

⚫ 1日目の『活動報告会』には、助成校20校の教員
が参加し、文科省による講話や、2015年の鳥羽市
参加校による実践経過が披露されるとともに、助
成校全校による成果発表が行われた。

⚫ 2日目の『減災教育フォーラム』には、過去の助成
校等から教員ら約50名が参集し、及川幸彦日ユ協
連理事(東京大学)による基調講演の他、防災NGO
による講演、パネルディスカッション、参加型
ワークショップを実施。活発な議論が行われた。

⚫ 2019年度は助成枠を増やし、参加校を募集中。
（5月31日申請締め切り）



息子は高校生になり電車で通学、
夜までサッカーと好きなものに
本気で取り組んでいます。震災
は心の底では忘れることのでき
ない事ですが支援していただい
て毎日好きな事に没頭すること
で強く成長していると思います。
皆様の支援に感謝の気持ちを
もってこれからも強く逞しく成
長してほしいです。

MUFG-ユネスコ協会復興育英基金
三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG)と協働し、震災に
よって親を亡くした小学校から高校までの児童・生徒を対象と
した奨学金を高校卒業まで給付。

⚫2018年度は566名の対象者に奨学金給付を行った。

フェアウェルパーティで盆踊り【会津磐梯山】

【奨学生からの手紙】【保護者からの手紙】
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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 受付中！

• 「書きそんじハガキ・キャンペーン2019」が展開中！
162のユネスコ協会・クラブが参加。

• ユネスコスクール、労働組合、企業、個人の方など多くの
ハガキ・切手をお送りいただき、ありがとうございます。

⚫目標は100万枚 4/20（土）に第2回目の抽選が終了

㊧ 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 708人）と職業訓練

（13クラス 367人）が行われている。

⚫ 内戦から逃れた国内避難民キャンプでも識字ク
ラスと裁縫クラスを継続中

⚫ カブール県中部のバグラミ郡に寺子屋（CLC) 建
設がスタートし、起工式が行われた。2019年秋
に完成予定。

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 266人）や大
人のための小学校クラス（1クラス30人）も継続。

⚫ 4カ月の識字後クラスも展開中（120クラスで
2,388人が受講 ）で、4月～5月に終了予定。

⚫ 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。

バグラミ寺子屋の起工式の様子

ギタナガール寺子屋の建設予定地
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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
⚫ 自立運営への移行4軒目

センソックリャンセイ寺子屋(2009年設立)が、

2019年より自立運営に移行する目途が立った。

⚫ 基礎教育と収入向上に約1300人

一部の継続中の活動を除き、2月、2018年度の活動

が完了した。識字や復学支援など教育プログラムに

約1100人、収入向上プログラムには約230家庭が

参加できた。

ミャンマー
⚫ 小・中学校退学青少年480人に対し「識字」「算数」

「生活スキル（保健衛生など）」からなる9カ月間

の継続教育プログラムをバゴー地方域24村で実施

し、3月に終了した。

⚫ 2019年度は、3カ年計画の3年目となる。継続教育

プログラムと並行し、中期計画を策定する。
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未来遺産運動

「プロジェクト未来遺産2018」の登録証伝達式を、各地で実施した。
プロジェクト名 団体名 団体所在地 伝達式

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

2019年
3月21日

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

2019年
3月2日

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
2019年
3月31日

「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

2019年
2月10日

⚫「プロジェクト未来遺産2018」登録証伝達式

⚫2019年1月27日

読売新聞朝刊（全国版）掲載

ジェットスター・ジャパン株式会社様の協賛
を得て、未来遺産運動10周年記念として出稿

⚫「プロジェクト未来遺産2019」募集開始

2019年5月8日より、募集開始
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普及広報関連
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機関誌『ユネスコ』1・４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。

6月中に全面

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

[フォロー数] 
3,514人

（4月25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] 
4,900件

（4月25日現在）

ユネスコ情報マガジン（メール配信）
第248－250号 発行



ユネスコ協会便（ユ協便）
2019年3月号～5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。



• 世界寺子屋運動30周年を
記念してPR動画を制作

• 2作品をYou-tube等で

発信中。

• 地域でもぜひご活用くだ
さい。

29

世界寺子屋運動 広報動画の完成
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世界寺子屋運動広報特使

「世界寺子屋運動 まなびゲーター」

久保純子氏 カンボジア再訪

2月28日（木）～3月1日
（金）の2日間、約10年ぶ
りにカンボジア・シェムリ
アップ州の寺子屋を訪問し
た。

今後、ホームページやメル
マガ、機関誌など多様な媒
体を通じて世界寺子屋運動

の活動を発信する。
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世界寺子屋運動×倉木麻衣

「カンボジア応援プロジェクト」

活動30周年のユネスコ世界
寺子屋運動とデビュー20周
年の歌手・倉木麻衣さんとの
コラボ企画

カンボジアの寺子屋で学んだ
女性たちが手掛ける製品を
オンラインサイトで販売中

➡売り上げは世界寺子屋運動

への寄付に



• 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。

32

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

6月15日(土) 理事会・総会

第529回理事会： 13:15～14:00 サンスカイルーム B

第70回定時総会： 14:30～16:30 サンスカイルーム A

第530回理事会： 16:30～17:00 サンスカイルーム B

新旧役員懇親会： 17:30～19:30  

9月7日（土）～8日（日：国際識字デー）

第75回日本ユネスコ運動全国大会in東京

－学びを通して地域を振り返る－
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2019年
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

9月28日以降 全国各地でブロック別研究会開始（ｐ.4に詳細）

11月16日(土) 第532回理事会、第49回評議員会

2020年
1月18日(土)               第533回理事会、第50回評議員会、新年懇親会

2月下旬 第6回 上記 減災教育プログラム

活動動報告会・フォーラム

3月14日(土)               第534回理事会


