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民間ユネスコ運動の
普及・実践



第76回日本ユネスコ運動全国大会in宇部
テーマ：持続可能な地域が世界を変える～SDGs未来都市からの発信～
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日 時：2020年7月4日(土)

場 所：ANAクラウンプラザホテル宇部

●基調講演「ローカルからのSDGs」

竹本和彦氏（一社）海外環境協力センター理事長

●パネルディスカッション

「これからの地域を活性化するSDGs！」

久保田后子氏（宇部市長）富本幾文氏（山口大学教授）

玉田英生氏（宇部興産株式会社常務執行役員）

※開催要項は2月に連盟ホームページに掲載。
また、各ユネスコ協会に送付予定。

皆様の参加をお待ちしています！



2020年度ブロック別研究会
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ブロック 2020年度開催予定 主管

北海道 10/10（土） 小樽ユネスコ協会

東北 9/13（日） 新潟市ユネスコ協会

関東 10/ 24（土） 群馬県ユネスコ連絡協議会

中部東 11/7（土） 甲府ユネスコ協会

中部西 11/7（土） ふくいユネスコ協会

近畿 10/17（土） 兵庫県ユネスコ連絡協議会

中国 10/10（土） 鳥取ユネスコ協会

四国 10/17（土） 高松ユネスコ協会

九州 未定 徳之島ユネスコ協会

開催日程
今年度よりブロック研究会は原則1日開催となります。



民間ユネスコ運動の更なる活性化を目的に、各地ユネスコ協会・ク
ラブの会員増を目指します！

実施期間：2021年6月まで（当協会連盟第72回定時総会まで）

1. 「会員増強月間」7月19日（民間ユネスコ運動の日）～8月末日

2.各協会・クラブの会員募集をサポートします！

会員増強のための素材は、当連盟のホーム

ページからダウンロードしてご活用ください。

①入会案内のフォーマット

②チラシ

③広報用動画
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会員増強キャンペーン



民間ユネスコ運動について、

さらに理解を深めていただく

一助として、2019年10月より

維持会員様(137社) を訪問し、

「会員証」をお渡しすると共に

活動報告を継続実施。
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維持会員証のお届け



ユネスコ協会SDGsパスポート
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2020年度から「ESDパスポート」は

「ユネスコ協会パスポート」に変わります！

2020年度SDGsパスポートのガイドラインを1月のユ協便にて

配布いたしました。

SDGsパスポートのデータ提供も始まりました。

必要なユネスコ協会はガイドラインをご確認の上、

事務局までご連絡ください。



11月12日
富山市立中央小学校
協力：富山ユネスコ協会

12月17日 熊谷市立長井小学校
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協力：MSD株式会社

2011年開始の本事業は、今年度内容をリニューアルし、
AR（拡張現実）等を通し、抗体を学ぶワークショップ、薬が体
内をめぐる過程等ついて子どもたちに伝えた。

サイエンススクール

今年開催予定の4校すべて
が完了し、今年度の活動は
終了いたしました。



「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。

• 応募総数25,342点の中から選ばれた最優秀賞の9名が

12月7日に東京で行われた表彰式に出席した。

• 「わたしが守りたい身近な自然部門」の日本ユネスコ協会連
盟賞を受賞した児童に鈴木理事長から賞状が贈られた。
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第44回みどりの絵コンクール
表彰式
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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

三重県 8 暁学園暁小学校

大阪府
9

関西学院千里国際中等部・
高等部

10 羽衣学園高等学校

奈良県 11 奈良教育大学附属中学校

徳島県 12 徳島県立城ノ内高等学校

福岡県 13 福岡県立武蔵台高等学校

北海道 1 海星学院高等学校

東京都
２ 東京都市大学等々力中学校

３ 東京都立三田高等学校

神奈川県
4 神奈川県立有馬高等学校

5 北鎌倉女子学園中学・高校

岐阜県 6 岐阜市立島小学校

愛知県 7 愛知県立津島北高等学校

下記13校の小・中・高等学校がリーフレット制作に取り組んでいる。

リーフレット・コンテスト学校代表作品が1/10（金）に出そろい、2月に
ウェブ投票を行う。
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ユネスコスクールSDGsアシストプロジェクト

協力：株式会社三菱ＵＦＪ銀行／後援：日本ユネスコ国内委員会

今年度も、SDGs達成に向けてESDを実践するユネスコスクールを
対象に、活動費用の助成を行います。

■助成校大募集中（1/31〆切）

・10万円枠（50校程度）

・30万円枠（5校程度）【新規】

2月：審査会

3月：各学校へ告知

4月～助成活動スタート

ウェブサイト 新規開設！
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ユネスコスクール全国大会・ＥＳＤ研究大会
日時：2019年11月30日（土） 場所：福山市立大学

株式会社三菱ＵＦＪ銀行のご協力のもと、当連盟初となる分科会を開催
（コーディネーター：安田昌則理事、コメンテーター：及川幸彦理事）

活発な意見交換を行い、平和のためにESDが果たす役割を再確認

【参加者】：約60名（小中高教員41、大学・行政9、ユ協会員6、学生2）

【分科会テーマ】：持続可能な社会づくりに向けて育む力

【内容】：アシストプロジェクト実践校（小中高）の事例発表、

校種別ディスカッション、指導助言 など
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東日本大震災
子ども支援募金



対象：被災によって経済状況が悪化した家庭の中学3年生

内容：高校進学(就学)のための給付型奨学金を、3年間にわたり

支援 (※震災で親を亡くした子どもを除く)

• 2019年11月、2019年度の第3

四半期分の奨学金を給付した。

• 現在、岩手県陸前高田市、

宮城県石巻市、気仙沼市にて

今年度の新規奨学生を募集中。

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・高校1年）



第6回 アクサ ユネスコ協会 減災教育プログラム
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東日本大震災の経験を全国の学校防災に生かすことを目的に、

小・中・高校を対象にした助成金支援、教員研修、活動報告会を実施

今年度参加校
青森県 平川市立竹館小学校

宮城県 気仙沼市立面瀬小学校

角田市立角田中学校

石巻市立河北中学校

茨城県 県立鬼怒商業高等学校

千葉県 県立館山総合高等学校

埼玉県 新座市立片山小学校

東京都 都立浅草高等学校

神奈川県 横須賀市立浦賀中学校

横浜市立東高等学校

静岡県 函南町立東小学校

浜松市立富塚小学校

袋井市立袋井中学校

愛知県 名古屋市立丸の内中学校

岐阜県 山県市立高富小学校

羽島市立中島中学校

富山県 富山市立楡原中学校

大阪府 大阪市立堀江小学校

八尾市立北山本小学校

府立堺工科高等学校 定時制の課程

奈良県 奈良市立鶴舞小学校

広島県 熊野町立熊野第一小学校

府中町立府中北小学校

熊野町立熊野中学校

県立廿日市高等学校

山口県 周南市立三丘小学校

山口市立平川中学校

県立田布施農工高等学校

高知県 県立大方高等学校

【告知】『減災教育 公開フォーラム』 対象：教職員等（要・事前申込）

2月22日（土）9：00~13:00 場所：フクラシア浜松町

福岡県 福岡市立城西中学校

大牟田市立橘中学校

大分県 中津市立下郷小学校

日田市立東部中学校

熊本県 大津町立大津小学校

南阿蘇村立南阿蘇中学校
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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
2020 募集を開始！

⚫ 前回キャンペーンでは、4,150万分の「タンス遺産」が集ま
りました。ご協力ありがとうございました。

⚫ 2020年キャンペーンでは、これまでに146のユネスコ協
会・クラブをはじめ、ユネスコスクール36校、労働組合25
団体（支部含む）および維持会員企業が参加しています。

⚫ 「タンス遺産」の動画が完成！

動画のワンシーンより



• 世界寺子屋運動30周年PR動画
（２～4分）を制作

①カンボジア人物編

• https://youtu.be/f8npEgAiz-M

②ネパール人物編

• https://youtu.be/KL17-8WhVD8

③カンボジア地域編（自立バージョン）

• https://youtu.be/fRzFJdkGluI

④カンボジア地域編（30周年バージョン）

• https://youtu.be/pQsOvxr07V8

• ぜひご活用ください。
18

世界寺子屋運動 広報動画の完成

https://youtu.be/f8npEgAiz-M
https://youtu.be/KL17-8WhVD8
https://youtu.be/fRzFJdkGluI
https://youtu.be/pQsOvxr07V8
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渋谷109フォーラムビジョン

1月10日（金）から3ヵ月間

「書きそんじハガキ・キャンペーン」のPR動画を放映

動画はYOUTUBEでも視聴可能です

ユネスコ世界寺子屋運動

ダンス編



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（20クラス 500人を対象）と職業訓

練（12クラス240人を対象）に12月から新クラ
スをカブールとバーミヤンで開始している。

⚫ カブール県中部のバグラミ郡での新しい寺子屋
（CLC)は90％完成。冬は作業が難しいため、
2020年4月までに完成し、開所式典を実施予定。

ネパール
⚫ ルンビニにおいて、識字クラスを150クラス

（3,000人を対象）に12月から開始。基礎識字
クラス卒業生を対象に、4カ月の中級識字クラス
を行っている。

⚫ チトワン郡にギタナガール寺子屋が完成（2019
年10月）。開所式典を実施した。

⚫ 20年度は、既存寺子屋への支援卒業を目指すと
ともに、他地域での事業展開を検討。

バグラミ寺子屋の建設状況（9割完成）

ギタナガール寺子屋の外観
20
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世界寺子屋運動
カンボジア／ミャンマー寺子屋プロジェクト

カンボジア
⚫ 18軒目の寺子屋建設

シェムリアップ州ソニコム郡ポペル・
コミューンに、新規寺子屋の建設が決定。

1月～3月にかけて工事予定。

● 自立寺子屋の活動

チョンクニア寺子屋が、村を訪れる旅
行客向けのコミュニティカフェの建設を
開始。並行して、村人対象の研修も予定。

ミャンマー
● バゴー地方域の17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。

1月から第3フェーズを開始。

●次年度以降のプロジェクトは、モデル寺
子屋構築を視野に入れた活動を検討中。



これまでに27,251,003円の募金が集まりました。

みずほ銀行及びクレジットカード募金 11,248,245円

Yahoo!ネット募金 16,002,758円

※2020年1月6日現在

引き続き、募金のご協力をお願いします。
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『首里城復興ユネスコ募金』

⚫ 募金口座：

みずほ銀行 恵比寿支店 普通 1568655

公社）日本ユネスコ協会連盟

⚫ クレジットカードによる募金も可能です。

※領収書が必要な方は日本ユネスコ協会連盟までご連絡下さい。

⚫ 「Yahoo!ネット募金」でもクレジットカード
による募金が可能です。

募金呼びかけのためのチラシ（紙/PDFデータ）や首里城の写真画
像（右画像）が必要な方は、事務局：首里城係までご連絡下さい。

受付期間を2020年10月末日まで延長しました。

←首里城復興ユネスコ募金の詳細はこちら
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未来遺産運動
⚫「プロジェクト未来遺産2019」決定

12月11日の未来遺産委員会にて「プロジェクト未来遺産2019」を

決定。1月～3月にかけて、各地にて登録証伝達式を開催予定。

プロジェクト名 団体名 団体所在地

秋田の聖農・石川理紀之助の教えの
継承と「草木谷」の環境保全活動

NPO法人草木谷を守る会 秋田県潟上市

美濃流し仁輪加
～地方に華咲く言葉の文化～

美濃市仁輪加連盟 岐阜県美濃市

創作組踊「糸蒲の縁（いとかまのえん）」で
地域の子ども達を育み新たな文化を繋ぐ

南上原組踊保存会
沖縄県中頭郡
中城村

※秋田ユネスコ協会、沖縄県ユネスコ協会から推薦



第14期（2019-20）
三菱アジア子ども絵日記フェスタ

• 主催 ： 三菱広報委員会
アジア太平洋ユネスコ協会クラブ連盟
日本ユネスコ協会連盟

• 応募〆切：2020年1月24日（金）
• 24の国と地域から絵日記を募集
• 2月20日（木）~21日（金）「国内選考会」

…日本から代表8作品を決定

• 3月30日（月）「国際選考会」
審査員：佐藤一郎（東京藝術大学名誉教授）、斎藤芽生（東京藝術大学准教授）

C.W.ニコル、大石芳野（写真家）、池上彰、里中満智子（漫画家）

…各国の代表8作品からグランプリを決定

• 10月16日（金）国際表彰式を横浜市で開催
…各国のグランプリ受賞者が来日し、イベントに参加

※ 日本国内での募集促進では、札幌ユ協、まちだ・さがみユ協、仙台ユ協などに
小学校訪問やPRにご協力いただいた。
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東ティモール
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普及広報関連



• 10月号より紙媒体での配
布からホームページ上での
閲覧に変更

• 1月号より抜粋記事の
WEB版がスタート

• 機関誌発行をお知らせする
メルマガにご登録をお願い
します

https://www.unesco.or.jp/
27

機関誌『ユネスコ』の発行



28

日ユ協連ウェブサイト

昨年

リニューアル実施！

各事業の最新情報や

記事を順次更新中。
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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。

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

[フォロー数] 
3,586人

（12月27日現在）

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


ユネスコ協会便（ユ協便）
2019年12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
をユネスコ協会へ送付。

会員の皆さまへの情報
周知に是非お役立てく
ださい。



第90回都市対抗野球大会
表彰式

公益財団法人日本野球連盟主催の2019年度社会人野球表彰に
おいて、日本ユネスコ協会連盟フェアプレー賞を提供。

第90回都市対抗野球大会優勝の千葉市・JFE東日本に贈呈。

12月11日の授賞式には、プレゼンターとして齋藤雅之理事が
出席した。
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2020年

2月21日(金) 22日(土) 第6回 減災教育プログラム

活動報告会・フォーラム

3月14日(土)               第534回理事会

5月16日(土) 第535回理事会、第51回評議員会

6月13日(土) 第536回理事会、第71回定時総会

7月４日(土) 第76回全国大会in宇部

9月12日(土) 第537回理事会

今後の主な主催事業日程


