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国際コーディネーターより（要約）  

 

 

主なコンテンツ 

 保健・教育部門チーフ（Chief of the Section of Health and Education） Chris Castel からの特別メ

ッセージ 「もっとも脆弱な状況にある児童・生徒がもっとも打撃を受ける」 

ビデオメッセージ、メッセージ本文、略歴はこちら 

 

 ユネスコの健康と教育に関する活動 

 新型コロナウィルスに対する衛生に関するアドバイス アニメ動画や資料（学齢期の子ども向け）はこ

ちら 

 児童および生徒を校内暴力やいじめから守る 

世界中で 13 億もの子どもや若者が新型コロナウィルス対策として登校禁止を余儀なくされた結果、彼

ナショナルコーディネーターの皆様 

教員・児童および生徒の皆様 

 

新型コロナウィルスは、衛生、心身の健康とそれが社会的な関係にどのように影響するか、またどの

ように教育と結びついているかなど、私たちに健康に関するさまざまな課題について考えるきっかけ

をもたらしました。 

 

衛生に関しては、自分を守ることだけでなく、愛する人々や公の人々の健康にも責任を持つことに意

識を向け、手洗いや咳エチケット、マスクの着用やソーシャルディスタンスを保つなど、自分の習慣

を見直すことが大きな違いを生むことを学びました。 

 

長期にわたる外出禁止でたまったストレスは、私たちの思考や行動に影響します。これは、自分ばか

りでなく、周囲に対しても危険な状況を作り出す可能性があり、実際いじめやハラスメントを受けた

り、孤独や孤立を感じたりしている人は増加しています。私たちはみな傷つきやすく、ストレスをコ

ントロールするすべを学ばなければなりません。 

 

本号では、ユネスコの保健・教育部門（Section for Health and Education）と連携して得たさま

ざまな情報と教育に関するアドバイスやツールをご紹介します。 

 

また、以下に 3 つのアニメ動画をご紹介しますが、是非これらのツールを学校やコミュニティと共

有してください。 
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らが暴力を受けるリスクが高まりました。また、インターネットの利用が増加する中、性的搾取やネッ

トいじめにさらされるリスクも上昇しています。児童・生徒を守るため、ユネスコとユネスコのパート

ナーらは、学習環境を安全に 校内暴力に終止符を打つための 5 ヵ年のグローバルキャンペーン（Safe 

to learn, a five-year global campaign to end violence in schools）の一環として、一連の文書を

発行しました。 

文書には、新型コロナウィルスとネットから子どもを守ることに関連し、コロナ禍の環境がもたらす影

響に対するテクニカルノート、安全なオンライン学習体験を提供するために、学校をサポートするにあ

たっての教育省向けガイダンス、および自宅を含む、異なる学習環境において子どもたちに対する暴力

を防止し、対応するための政府向けの一連の提言などが含まれます。 

 新型コロナウィルスに関する Q&A：WHO、ユネスコ、国連人口基金（UNFPA）、ユニセフおよび

Adolescents and Youth Constituency of the Partnerships for Maternal, Newborn and Child 

Health は、児童・生徒向け新型コロナウィルスに関する Q&A を作成しました。英語版のほか、フラ

ンス語版、スペイン語版、アラビア語版、ロシア語版、中国語版があります。 

 ユネスコの取り組みの重点分野：校内暴力といじめは、ユネスコが重点的に取り組んでいる分野です。

暴力による弊害は、学業、メンタルヘルス、生活の質全般に及び、頻繁にいじめに遭う子どもの多くは、

中等学校卒業と同時に学業から離れてしまいます。詳しくはユネスコの Behind the Numbers report

をお読みください。 

 初の国際デー：ユネスコは、本年 11 月の第 1 木曜日に初の International Day against Violence 

and Bullying at School Including Cyberbullying（ネットいじめを含む、校内暴力やいじめに反対す

る国際デー）を祝います。学校コミュニティには是非開催される活動をイベントウェブページで確認し、

参加することを勧めます。記事の全文はこちら。 

 

 インタビュー：スペインにおけるロックダウン時の児童・生徒に対する暴力 

Assistance for Children and Adolescents at Risk (ANAR) Foundation（スペインの児童保護団体） 

ディレクターDiana Díaz Álvarez  

ANAR 財団は 1970 年より危険な、あるいは苦しい状況にある子どもや若者の権利を推進し、心理的・社

会的サポートや法的支援を提供する活動を、スペインおよび中南米で展開しています。記事の全文はこちら

をお読みください。ANAR 財団の詳細についてはこちら。 

 

 コロナ禍における包括的な性教育（Comprehensive Sexuality Education (CSE)）の重要性 

2020 年 5 月 28 日は世界月経衛生デー（ International Menstrual Hygiene Day）でした。

#ItsTimeForAction #MHDAY2020 #PeriodsInPandemics 

月経保健と衛生は、月経用品だけではなく、月経周期に関連する心理的・精神的な健康にも係わることです。

記事の全文はこちらをお読みください。 

 

 健康と教育に関するその他の情報 

 ロックダウン時の学習に関するビデオ：外出禁止期間中、在宅勤務をする保護者、在宅学習をする児童

や生徒はみな、家の中で正気を保つのに必死でした！ ユネスコはそんなロックダウン時における学習

のヒントをまとめた短いビデオを作成しました。英語版のほか、フランス語版、スペイン語版、アラビ

ア語版、中国語版、ロシア語版、ポルトガル語版、タイ語版、およびスワヒリ語版があります。 

https://www.end-violence.org/safe-to-learn
https://www.end-violence.org/safe-to-learn
https://en.unesco.org/news/safe-learn-during-covid-19-new-recommendations-released
https://www.end-violence.org/online-safety-technical-note
https://www.end-violence.org/articles/supporting-schools-provide-safe-online-learning-experience
https://www.end-violence.org/articles/safe-learn-during-covid-19-recommendations
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-for-adolescents-and-youth-related-to-covid-19
https://en.unesco.org/themes/school-violence-and-bullying
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000366483
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000366483
https://en.unesco.org/commemorations/dayagainstschoolviolenceandbullying
https://aspnet.unesco.org/en-us/school-violence-bullying
https://aspnet.unesco.org/en-us/Pages/INTERVIEW-Violence-against-children-adolescents.aspx
https://aspnet.unesco.org/en-us/Pages/INTERVIEW-Violence-against-children-adolescents.aspx
https://www.end-violence.org/
https://menstrualhygieneday.org/
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/fresh-school-health-and-nutrition-shn-webinar-measuring-outcomes-menstrual-health-hygiene
https://aspnet.unesco.org/en-us/young-people-during-covid19
https://www.youtube.com/watch?v=EWcAETySs-E&feature=youtu.be
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 コロナ禍の不安に対処するアニメ動画：ユネスコ南部アフリカ地域事務所は、児童および生徒向け

に、”Top tips for reducing anxiety（不安を軽減するための最良の方法）”、”How to study during 

lockdown（ロックダウン時の学習法）”、”Am I safe after lockdown?（ロックダウンでわたしは

安全でいられるの？）”など、コロナ禍における不安の対処法、学習法、および安全に過ごすための短

いアニメ動画を作成しました。 

 世界的パンデミック、休校および隔離政策による健康と保護に関するリスクに対するユネスコの公式文

書：’Health and Nutrition during Home Learning（自宅学習期間中の健康と栄養について）’ 

 “Maintaining learner health and well-being during school closure and reopening（休校およ

び学校再開における学習者の健康とウェルビーイングの維持について）”のウェビナー：4 月 30 日に

開催された本ウェビナーは、どのようにロックダウンの期間を過ごしていたかについて、世界各国の児

童および生徒の声を取り上げました。ビデオと記事を見る。ユネスコ教育担当事務局長補 Stefania 

Giannini の意見記事を読む。 

 学校再開にあたっての学校の安全確保：安全な水と衛生管理は健康を守る上で欠かせません。安全な学

校再開のための準備について、FRESH のネットワークは学校長向けガイダンスを作成しました。 

 WHO は、5 月 30 日に世界禁煙デー学校向けツールキットを発信しました。 

 キャンペーンについて読む。学校向けツールキットをダウンロードする。 

 教員・保護者・児童および生徒のための情報カード：ユネスコと国連エイズ合同計画（UNAIDS）は、

コロナ禍における衛生、人間関係、余暇を含む生活と学習に関する情報の実用的なヒントをまとめまし

た。 

 ユネスコは、FRESH ネットワークと共に“COVID-19 education, nutrition, health and well-

being resource list（新型コロナウィルス 教育、栄養、健康とウェルビーイングのリソースリスト）” 

をまとめました。HIV and Health Education Clearinghouse（ユネスコの HIV と保健教育クリアリ

ングハウス）でご覧いただけます。 

 

 ASPnet ニュース 

6 月 5 日、Centre for Global Education (CGE)と TakingITGlobal 主催の#Decarbonize: #Decolonize 

2020 Youth Action Webinar にて、ユネスコスクール国際コーディネーターの Julie Saito（斎藤珠里）

が基調講演を行いました。 

 

 連帯のメッセージ 

中国：Dingfang GUO と Zhen LIU 「新型コロナウィルスがどのように Dingfang GUO1 と Zhen LIU

の人生を変えたか」 生徒と教師がユネスコに語る 

アルゼンチン：Agustina 生徒 

モロッコ：Oumniya 児童 

 

もっと見る：#LearningNeverStops 

 

皆様からの連帯のメッセージを、文章、絵、ビデオ、その他のアート作品にしてお送りください。 

また、私たちのネットワークを構築し強化するために、是非皆様の学校外、家族内での体験や革新的な学習方法

を aspnetinaction@unesco.org まで、consent form（同意書）を添付してお寄せください。 

https://www.youtube.com/watch?v=Tf8yIKKq6vI
https://www.youtube.com/watch?v=a8CbNRwMQOI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=a8CbNRwMQOI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=MxgCrbIxglQ&feature=youtu.be
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373277
https://en.unesco.org/events/maintaining-learner-health-and-well-being-during-school-closure-and-reopening-covid-19
https://en.unesco.org/news/prioritize-health-and-well-being-now-and-when-schools-reopen
https://www.fresh-partners.org/
https://www.who.int/campaigns/world-no-tobacco-day/world-no-tobacco-day-2020
https://www.who.int/campaigns/world-no-tobacco-day/world-no-tobacco-day-2020/workshop-toolkit
https://iite.unesco.org/news/covid-19-useful-cards-unesco-unaids/
https://www.fresh-partners.org/
https://hivhealthclearinghouse.unesco.org/covid-19-0
https://www.centreforglobaleducation.com/
https://fr.tigweb.org/
https://docs.google.com/presentation/d/1mJPVKnL5s2Y_6-hQ_lqCoWf5o8h53IibFOpUROdu-PU/edit#slide=id.g56ac82619f_0_0
https://docs.google.com/presentation/d/1mJPVKnL5s2Y_6-hQ_lqCoWf5o8h53IibFOpUROdu-PU/edit#slide=id.g56ac82619f_0_0
https://en.unesco.org/news/student-and-teacher-china-tell-unesco-about-how-they-have-been-impacted-covid-19
https://en.unesco.org/news/student-and-teacher-china-tell-unesco-about-how-they-have-been-impacted-covid-19
https://www.youtube.com/watch?v=bN64cI669qU&list=PLWuYED1WVJINNwvkHWOjQWz5oS6z1yIVE&index=7&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=CvWwsxoCKaI&list=PLWuYED1WVJINNwvkHWOjQWz5oS6z1yIVE&index=13&t=0s
https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/learningneverstops
mailto:aspnetinaction@unesco.org
https://aspnet.unesco.org/en-us/Documents/CessionRights-EN_doc.pdf
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ASPnet チーム： 

Julie Saito, Fouzia Belhami, Melanie Seto, Katja Anger, Simon Wanda, Helene Darne, Kangni Chen, 

Erik Eschweiler, Alba Moral Foster 

 

 

Get connected: https://aspnet.unesco.org  

Contact us: aspnetinaction@unesco.org 

 

 

https://aspnet.unesco.org/
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