
学校・学科紹介

目標1「貧困をなくそう」

目標2「飢餓をゼロに」

学校法人たちばな学園 保育・介護・ビジネス名古屋専門学校 社会福祉学科 心理学コース4年
有澤 朱莉・飯田 里香・島ノ上 聖那・田邊 香帆・戸田 大貴・長屋 美莉愛・尾藤 杏美・稲垣 もも

●どんな学校？
心理学や社会福祉をはじめ、保育、教育、介護、ビジネス、日本語を学
ぶことができる専門学校です。私たちが所属している社会福祉学科
では、心理学コース、社会福祉コース、保育児童福祉コース、教育学
コースの4つに分かれています。この社会福祉学科で4年間頑張るこ
とで東京福祉大学の卒業資格も取得できます！

●どんな資格が取れる？
コースによって社会福祉士、精神保健福祉士、
保育士、幼稚園教諭、小学校教諭などの
資格取得を目指しています！

今回の取り組み

●コンセプト「世代や国籍を超えたSDGsの理解推進」

SDGsをまずは「知る」こと。
みんながSDGsを「知って」、「行動に移せば」、

「みんながハッピー」になるのでは？

そのような思いで3つのことに取り組みました。

①SDGsに関する「プレゼンテーション」動画作成
→できるだけ分かりやすく説明することを意識して取り組みました。

②SDGs「かるた」の作成＆多言語版の作成
→「かるた」にすることでSDGｓを身近に感じてもらえるのでは？
かるたの読み札、ミニ解説、イラスト作成にチャレンジ！
本校には、外国籍の先生方がいるため、 翻訳作業に協力
いただき、国際色豊かな学校ならではの取り組みになりました！

③突撃！となりの国のSDGs事情インタビュー！
→日本のSDGsのことは分かってきたけれど、
他の国ではどのような感じなのだろうか・・・？
外国籍の先生方にお尋ねしてみました。

●「福祉」とは？

一人ひとりが幸せを感じながら安心して生活を

送るための仕組みのこと。

●日本は長生きする人が多い国！

2021年の日本人の平均寿命は、男性81.41歳、女性87.45歳でし

た。毎日、好きなことをしながら元気に活動し、幸せを感じながら

生きていくことは、ニンゲンにとって一番の健康です。その私たちの幸

せを支えるものに「福祉」があります。すべての人には幸せになる権利

があります。子どもから高齢者まで、自分の幸せ、他の人の幸せを一

緒に考え、支える。ステキな仕組みです。

目標3「すべての人に福祉と健康を」

●「教育」とは？

教育とは、みなさんのステキなところ（魅力）や能力を

伸ばすために教えること。

飢餓（きが）ってなぁに？

●「飢餓」について知ろう！

飢餓とは、お腹が空いても食べ物がなくて何も食べられない状
態が続くことで、生活ができなくなったり生きていけなくなった
りすることだよ。食べ物がない理由は①自然災害が多いから、
②戦争が起きるからだとされているよ。雨が降りすぎることで
畑や田んぼで作物が収穫できなくなったり、戦争で逃げなくて
はならなくて作物を作っている場合じゃなくなったりしてしまう
んだ…。

目標4「質の高い教育をみんなに」

●「1日210円」で生活できますか？

世界では、約7億人以上が1日210円で生活して
います。それは紛争や自然災害が原因です。
紛争により仕事や家を失い、食べ物も手に入りま
せん。また、病院にも行けず、学校に行けない子ど
もたちもいます。

学校という環境は、時間割にある科目を学ぶだけの場所

ではありません。部活動や野外学習、先生や友だち同士、

地域の方々との関わりを通じて、人として成長していくこと

ができる大切な場所です。世界中のすべての子どもたちが

安心して学校に通い、友だちと楽しく授業を受けられたら

子どもたちの世界が広がるのではないでしょうか？

さらに、自然災害によって年間約2,600万人が貧困に
陥っています。例えば、インドなどの南アジアでは、豪雨に
よる洪水で作物が全滅し、貧困者が増加しています。

そうだね！それも確かに必要だね。でも、食べ物をもらうばかり
じゃなくて作物を作るための知識や技術を教えることも大切
だよ。そうすれば、自分たちの手で飢餓から抜け出すことにつ
ながるからね。
そして、世界から飢餓をなくすためにどうすればいいか、
日本でも考えていかなくちゃいけないよ。日本は、食べられる
食べ物を捨ててしまう「フードロス」が多いんだ。食べ物をみん
なに行き渡らせるためにも、消費期限切れで捨ててしまうこと
や食べ残しのないようにすることが必要だよ。

困っている人には食べ物を
あげればいいんじゃない？

SDGsをまずは「知ろう」！ そして「行動しよう」！

わたしたちの“KARUTA PR   JECT”
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SDGsをまずは「知ろう」！ そして「行動しよう」！

わたしたちの“KARUTA PR   JECT”

目標5「ジェンダー平等を実現しよう」

目標7「エネルギーをみんなに
そしてクリーンに」

目標8「働きがいも経済成長も」

学校法人たちばな学園 保育・介護・ビジネス名古屋専門学校 社会福祉学科 心理学コース4年
有澤 朱莉・飯田 里香・島ノ上 聖那・田邊 香帆・戸田 大貴・長屋 美莉愛・尾藤 杏美・稲垣 もも

●「ジェンダー平等」とは？

①すべての女性や女の子が能力を最大限に
発揮できる社会をつくること。

②すべての人が性別に関係なく

平等にチャンス（機会）が与えられる社会をつくること。

目標9「産業と技術革新の基盤を作ろう」

●世界における「働く」実態とは？

①世界の最も貧しい国では、５歳から１７歳までの

子どもの４人に１人が労働を強いられています。

②世界の失業者は約2億人。そのうち、7,100万人は
15～24歳の若者です。貧困や戦争などの理由で教育も職業訓
練も受けられず、失業につながっていることも問題になっています。

③日本では「仕事を理由に自殺した人」が約2,000人います。

世界中のだれもが「ディーセント・ワーク
（働きがいのある人間らしい仕事）」に就けることが
大切です。日本では、女性活躍推進法、障害者雇用
促進法、働き方改革などの取り組みでディーセント・
ワークの実現に取り組んでいます。

●「エネルギー」とは？
ものを動かしたり、熱や光、音を出したりするために
必要な能力のこと。（例）電気・ガス

●世界のエネルギー事情は？
世界の貧しい国では、自分たちの国でエネルギーを
作り出すことができず、生活しにくい人もいます。
そのような人たちにも安定的なエネルギーを届けることが目標です。

世界には、現代でも「家事や育児は女性がするものだ！」、
「女性は男性よりも弱い生き物だ！」という考え方が残っています。
実際に、世界の女性の3人に1人が、これまでの人生で身体的
または性的な暴力の被害を受けたことがあります。

「女性だから・・・」、「男性だから・・・」ではなく、
さまざまな差別を受けることのない社会を
つくっていこうと、まずは一人ひとりが意識することが
必要ですね！

目標6「安全な水とトイレを世界中に」

●世界の総人口の3分の1が
安全な水を飲むことができていない！

●世界の総人口の約６割が
安全に管理されたトイレが使えていない！

安全な水がないと感染症などになる
可能性があります。そこで、2030年までに
①すべての人が、安全で安価な水を
安心して飲めるようになること

②すべての人が、適切な水処理施設を
使うことができるように環境を整える
ことを目標としています。

え！？じゃあ、その国の人たちは
どうなっちゃうの？

エネルギーを作り出す方法はさまざまありますが、今の
代表的な作り方では、地球に悪影響を与えてしまいます。
そこで、2030年までに「再生可能エネルギー」という、
太陽光や風力、地熱など、使っても減らず、二酸化炭素
を出さない、地球にやさしいエネルギーを使う
方法の割合を大きく増やすことも目標としています。

●「インフラ」とは？

私たちの生活を支える土台となるもののこと。

（例）道路・水道・電気・ガス・病院・学校・公園

これまでのKARUTA Projectの

準備段階の様子や普段の授業風景も

載っています。ぜひご覧ください！

SDGsをまずは「知ろう」！ そして「行動しよう」！

わたしたちの“KARUTA PR   JECT”

●「インターネット」も大切なインフラです！

毎日当たり前に使用しているインターネット。

しかし、世界では、約37億人の人たちが今でも

インターネットを使える環境にいません。

2021年時点で世界の人口は約78億人なので、実に

世界の約半分の人たちが使えない状態にいるといえます。

インフラがなければ私たちの生活は成り立ちません。

今の日本の課題は、大雨や地震といった

災害に強いインフラを整え続けることです。
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目標10「人や国の不平等をなくそう」 目標13「気候変動に具体的な対策を」

学校法人たちばな学園 保育・介護・ビジネス名古屋専門学校 社会福祉学科 心理学コース4年
有澤 朱莉・飯田 里香・島ノ上 聖那・田邊 香帆・戸田 大貴・長屋 美莉愛・尾藤 杏美・稲垣 もも

目標14「海の豊かさを守ろう」

●「気候変動」とは？

数十年間という期間における、大気の平均状態と
なる気候が移り変わること。

①2019年、日本の熱帯夜の日数は30年前の約2.6倍だった。

②世界でも異常気象が起こっている。

③これ以上気候変動が進み、平均気温が2℃上昇すると、熱波に見
舞われる世界人口が4億2,000万人増えると言われている。
海水温が上昇すると、台風や豪雨による被害が増加する。

つまり、温室効果ガス排出量の削減のために、
使い捨てをしない、環境負荷の低い製品を選ぶ、
公共交通機関や自転車などを利用するといった取り
組みを日常生活の中で行っていく必要があります。

目標11「住み続けられるまちづくりを」

●「住み続ける」ためには？

住み続けるためには、その人たちにあった場所で
なければなりません。人には人の家があり、
アリや鳥の巣には住めません。水の中に住んでいる
生き物も水のないところには住めないですよね？

①その町の魅力や好きなところを見つけてみよう
みなさんが住んでいる町の便利なところはどんなところですか？好きな
場所はありますか？例えば、私が住んでる町は、自然が多くて気持ち良
く、いろいろな景色を見ることができます。みなさんもぜひ町のいいとこ
ろ、好きなところを思い浮かべてみてください。他にも、世界遺産や
国宝があると、その町の好きなところや魅力につながると思います。

②災害に強いまちづくりをしよう
まちに住み続けるためには、地震や大雨といった災害に対して強い
まちであり続けることが大切です。日本は、地震などといった災害が
起こりやすい国であるため、強化する取り組みが必要です。

●「海の豊かさを守る」とは？

私たちが地球でずっと暮らしていけるような社会で

あり続けるため（持続可能な社会）にも、

①海と海の資源を守ること

②さらにその資源を持続可能な方法で大切に利用すること

を心がけましょう。

学校の雰囲気がわかる

体験授業つきのオープン

キャンパス開催中！ 皆さんの

お越しをお待ちしています！

このような生産者の不平等をなくすためにも
「フェアトレード」商品を買って応援しよう！

フェアトレードとは、開発が周りよりも遅れている国
（途上国）で作られた物を、生産者が生活に困らな
いような十分なお金で買う仕組みのこと。
安く売買されることで、生産者は納得できる売り上げ
金や給料をもらえず、貧しい生活を送っています。
このようなことをなくすためにも、買い物では
「正しくフェアトレードされた証」であるフェアトレード
ラベルがついた商品を積極的に選びましょう！

目標12「つくる責任 つかう責任」

●地球がひとつでは足りない？

つまり、今は未来の資源を先に使用している状態です。
豊かな資源には限りがあることを理解し、持続可能な生産や消費を
増やすことが必要です。

地球の生態系が 人間が1年間に
1年間に生産可能な資源 消費する資源

●ストップ！「フードロス」

世界が途上国に援助している 日本がムダにしている

食べ物４２０万㌧ 食べ物６１２万㌧＜

私たちにできることは、認証マーク（地球環境や
生産者の権利を考えた製品であるラベル）が
ついた商品を選ぶことです！

＜

●世界にはどんな「不平等」があるの？
（例）少しでも商品を安く作って売るために、

生産者の給料を低くしたり、仕事中に休憩時間を
設けなかったり、健康に良くない環境で長時間
働かせたりすること

SDGsをまずは「知ろう」！ そして「行動しよう」！

わたしたちの“KARUTA PR   JECT”

私たちが使っているペットボトルやビニール袋な

どのプラスチックゴミが年間800万トン、海に流

れ出ています。日常で何気なくポイ捨てたゴミひ

とつで海の生き物の命が奪われてしまっています。

また、そのゴミで、綺麗な海も川もどんどん汚れて

しまっています。しかし、この現状も私たちの行動

一つで変えることができます！
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目標15「陸の豊かさも守ろう」 「多言語版かるた」の紹介

学校法人たちばな学園 保育・介護・ビジネス名古屋専門学校 社会福祉学科 心理学コース4年
有澤 朱莉・飯田 里香・島ノ上 聖那・田邊 香帆・戸田 大貴・長屋 美莉愛・尾藤 杏美・稲垣 もも

鳥類１４％、哺乳類２５％、両生類４１％、針葉樹３４％
こたえ→今後、絶滅してしまうかもしれない割合

絶滅させないためには「森林の豊かさ」を
守り続けることが大切！

目標16「平和と公正をすべての人に」

●戦争に 「小さな兵士」は 必要でしょうか？
戦争が続いている国では、生きていくために、
戦争の手伝いや実際に戦っている子どもがいます。
未来ある子どもたちは、本当はそのようなことを
したいわけではなく、仕方なく、その方法しか
知らなくて戦いに出ています。また、親がお金ほしさに
子どもを武装グループに売るという人身売買も行われています。

目標17「パートナーシップで
目標を達成しよう」

●「パートナーシップ」とは？
もともとは「共同」「協力関係」という意味です。
SDGsの17この目標を達成するためには、
世界中の国の政府、国民、地域、企業などの
ありとあらゆる人たち全員がSDGsを知って
一致団結してSDGsに取り組むことが必要です。

①「３R」を生活に取り入れる⇒不必要な資源を使わない
（例）いらないものは買わない•いらなくなったものを譲る

ごみを正しく分別する

②地元で生産されたものを消費する（地産地消）
⇒輸送で排出されるガスの削減に効果的！

（例）愛知県に住む人が愛知県で収穫されたキャベツを食べる

③ＦＳＣ認証の製品を購入する
⇒みんなで環境・社会・経済を守ろう！

（例）ジュースの紙パック・お菓子のパッケージ

この武装グループでは、暴力行為、虐待行為なども
日常的に行われ、危険な仕事もやらされます。
例えば、スパイとして潜入させられたり、ドラッグな
どの危険物の運び屋として仕事をこなさなければ
ならなかったりします。このようなことを無くすために
は、子どもたちに教育を受ける機会を与えることや
戦争以外の方法でその国の利益や国民の権利を
守り、支える仕組みが必要です。

人はきっかけが無いとその物事には興味を示さな
いと思います。私は今回のEXPO出展を通して
SDGsについて知ることができました。
みなさんもこの「かるた」をきっかけに、SDGsに
関心を持っていただけると嬉しいです。

森林は動物の生態系や人間が生命を維持するために
必要です。しかし、世界では、この瞬間にも
1時間あたり東京ドーム約127個分もの森林面積が減少
しているとされています。

●かるたを「6種類」作成しました！
私たちが作成したかるたの読み札の内容を先生方に翻訳していただき、
全部で6種類の多言語版かるたができあがりました！

①英語版・②中国語版
③ベトナム語版・④ネパール語版
⑤やさしい日本語版・⑥日本語版の
6種類のかるたを展示しています。
また、会場には翻訳を担当した
先生方もいます。ぜひ各国について
尋ねてみてください！

SDGsというものを聞いたことはありましたが、内容はほとんど知ら
ない状態からのスタートでした。その中でもテレビなどで耳にする機
会が多かった、目標2「飢餓」と目標15「陸の豊かさ」について調べ
ました。特に、飢餓については日本で出ているフードロスの多さに驚
きました。「お腹いっぱいだから残しちゃおう、嫌いだから捨てちゃお
う」という考えはとても贅沢で、その捨てられてしまう食べ物を望んで
いる人がどれだけいるのだろうかと考えると、私も好き嫌いはしてい
られないと思いました。このように、内容を知れば知るほど、SDGsは
日本に住む私たちにも身近な問題だと理解することができました。
そこで、プレゼンテーションでは、私たちに「今」できることを盛り込み
ました。また、より身近だと思えた飢餓については、子どもでも理解し
やすいように物語風にすることや手描きイラストを入れる等の工夫を
しました。今後も、学んだことを身近な人に伝えてみたり、自分にでき
ることを継続したりして持続可能な社会のために貢献したいです。

今回のEXPOに参加するまで、SDGsについて「環境のための目
標」というように、漠然としか理解できていませんでした。そのため、
図書館に行き、SDGsに関する本を探しました。しかし、多くの本が
貸出中で、貸出までに2ヶ月待ちの本もありました。このことから、
人々の興味関心がSDGsに向けられていることを実感しました。
また、プレゼンテーションやかるたを作成する中で、私たちが暮ら
している日本は非常に恵まれていることに改めて気付きました。
特に、私が担当した目標8「働きがいも経済成長も」において、エ
チオピアやガーナ、アフガニスタン等では、4人に1人の子どもが
貧困や戦争の理由から働かなければならないことを知りました。
この学びから、私が学校に通えていることに、より深く感謝するよう
になりました。これからも、現在の環境に感謝しながら、ごみの分
別やエコモビリティ等、今できることを続けていきたいと思います。

最近、SDGsはマスメディアを通じて取り上げられる機会が多くなってき
たと思います。しかし、私自身はSDGsについて何となく理解していた
程度でした。今回、初めて自分で調べ上げ、プレゼンテーションを作成
したことは自分の知識の糧となり、SDGsに対して理解を深めることが
できた機会となりました。普段当たり前のように過ごしている日常が
世界から見れば恵まれているのだと再認識させられる内容や、これか
らの私たちの暮らしを維持していくためにも、私たちが中心となって
SDGsの内容を周囲に働きかけなければならないことも多くあると実感
しました。現在、日本でもSDGsの目標達成に向けて、企業や自治体等
で様々な取り組みが行われています。今後も自分でできることからコツ
コツと取り組んでいこうと思います。

まとめ その①

SDGsをまずは「知ろう」！ そして「行動しよう」！

わたしたちの“KARUTA PR   JECT”

●この数字にはどんな意味があるでしょうか？
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外国籍の先生方にインタビュー!
「家事・育児・介護」「ジェンダー平等」について（概要）

学校法人たちばな学園 保育・介護・ビジネス名古屋専門学校 社会福祉学科 心理学コース4年
有澤 朱莉・飯田 里香・島ノ上 聖那・田邊 香帆・戸田 大貴・長屋 美莉愛・尾藤 杏美・稲垣 もも

【質問1】家庭の中で、家事・育児・介護を主にしている人は誰か？
男性と女性で意識の違いはあるか？公的または民間の介護サービ
スはあるか？ある場合はどれくらい利用されているか？
※内容は個人の見解です。データの誤りなどあるかもしれませんがご了承ください。

インタビューの中で「中国は育休制度がない」と聞き、驚きました。
中国では、子どもが1歳になるまでは1時間だけの時短勤務は
できるそうです。日本と同様、世界各国で今後も制度や考えが
変わると女性も男性も生きやすい社会に近づくと思いました。

私の担当は目標７の「エネルギーをみんなにそしてクリーンに」と目
標１１の「住み続けられるまちづくり」でした。選んだ理由は、どちらも
「身近にあるもの」として捉えることができるからです。SDGsの内容
は「地球に良いこと」と漠然とイメージしていたので、この２つのように
身近にあるものも含まれているのは意外でした。調べるうちに、エネル
ギーを作り出せない国があること、今のエネルギーにとって代わる可
能性が示せる再生可能エネルギーがあることなど多くのことを学ぶ
ことができました。また、目標１１には「誰もが住みやすい街、自然環
境との共生」という考え方がありました。このことから、今の自分たち
の世代の課題というだけではなく、次の世代につなぐための課題で
あるとも思いました。このように、SDGsは未来につながるための活動
だと思いました。

今回、3ヶ月かけてEXPOの準備をしてきました。私は、SDGsの存在をなんとなく
知っている程度でした。自身でSDGsについて調べ、詳細を理解することはとても
大変でした。さらに、それを誰にでも分かるように表すことはさらに大変でしたが、
振り返るととてもやりがいがありました。プレゼンテーションを行う際には、ペアの
飯田さんとは「“耳”で理解できるプレゼンテーション」を目標に準備しました。
しかし、自分自身の100%の力を出し切れたものとは思っていないので、引き続
き積極的に取り組んでいきたいです。

また、かるたの作成では、絵札にとても力を入れました。単純でシンプルな絵柄
ではなく、カラフルで華やかな絵札や可愛らしい絵札を作りたかったので、
それを達成できたことはとても満足しています。これからも発想や思考を凝らして
作業する大切さや人へ伝えるための努力を惜しまず頑張ります。

今回、まずは「SDGsとは何か」を詳しく知るところから始めました。
私はその中で最も興味深かった目標3「すべての人に健康と福祉
を」、目標4「質の高い教育をみんなに」について調べました。これま
で学んできた福祉は日本の福祉が中心でしたが、今回改めて世界
の福祉にはどのような問題があるのかを知ることができました。また、
教育の面では学校生活での学びが今後の人生において重要になる
ことや学びの多様性について再確認することができました。

この２つのテーマで共通して言えることは、「すべての人に幸せになる
権利がある」ということだ思います。福祉の制度を利用し、過ごしやす
い環境を整え幸せに生きていくこと、学ぶことのできる環境を整え、
今後の未来に向けて自分自身を見つめなおすことを今回改めて
考えさせられた内容となりました。

今回の授業を通してＳＤＧｓについて様々なことを知ることがで
きました。例えば目標1の「貧困をなくそう」では、世界には十
分な食事が得られず、診察や教育を受けることができない人
たちがいることを知りました。日本でも６人１人が相対的貧困
状態であるため、貧困問題は遠い外国の出来事として捉えて
はいけないと感じました。目標17の「パートナーシップで目標
を達成しよう」では、先進国が開発途上国へ支援するだけでな
く、開発途上国同士や世界中の行政や企業、地域住民などあ
らゆる人たちが協力しあうことが必要であると学びました。例え
ば、私達にできることとして、不用品の寄付や募金があります。
このように、自身の日常生活を見直すとともに、身近なことから
関心を持って実際に行動に移すことの大切さを実感しました。
SDGsの認知度が今後ますます高まり、多くの人が協力してい
くことで目標達成に近づくと思いました。

SDGsがどんなものなのかは、大まかには知っていました。しかし、17個の
目標一つひとつについて調べてプレゼンテーションとして作り上げること
で、「SDGsとは何か」、「それぞれの目標が伝えたいことは何か」をより深
く知ることができました。私たちが住む日本だけではなく、世界各国、地球
全体で起こっている問題を再度認識することができ、その問題解決に向け
て今からでも自分たちにできる行動がたくさんあることも分かりました。

今回のEXPOに出展するにあたり、「より多くの人に私たちが学んだことを
知っていただけるようなプレゼンにしよう！」とペアの尾藤さんと試行錯誤
しながら準備を頑張りました。私たちのプレゼンを見ていただいた方、分か
りやすく楽しいプレゼンでしたか？

まとめ その② ＆ 準備段階の様子

【質問2】国会議員に女性がなっている割合は、各国共に日本より高い。
その理由は何だと思うか?女性が政治家になることについて、
どのような意識があるか？女性はどの地位までいくことができるか？
＜参考＞国会議員における女性の割合（2020年調査）

日本10%・中国 25%・ベトナム 27%・ネパール 33% 

中国
都市部では、夫婦2人で働き、家事は夫婦で分担する場合が
多い。育児は妻がする場合が多いが、親（祖父母）が幼稚園、
小学校の送迎などを手伝う場合が多い。

ベトナム
最近では、専業主婦になりたい女性より、仕事をしたい女性の
方が多い。これまで、家事は主に女性が担っていたが、最近では
女性が食事を作り、男性が食器を洗うなど分担している。ベトナ
ムの女性の立ち位置は徐々に強くなってきている。家事の分担は
半々まではいかないが、6:4、7:3の割合にはなってきている。

ネパール
家事、育児、介護は女性が主に行う場合が多い。男性と同様に
仕事をする女性でも家事はすべて女性が行い、男性は家では何
もしないという場合が多い。最近は、こういう状況に不満も出てき
ているが、まだ意識が変わっていない面もある。

中国
中国で国会議員を意味する「全国人民代表（2,980人）」のうち、
女性の代表は742人（全体の24.9%）。しかし、中国政治の真の
中枢といえる「中国共産党 中央政治局常務委員（7人）」には
女性はいない。

ベトナム
ベトナムでは1997年から現在にかけて、男女不平等がなくなる
ように対策を行っているため、女性の国会議員の割合はずっと25
～30%である。しかし、国のトップである「国家主席」に女性が
なったことはない。

ネパール
ネパールは2006年に和平が成立し、2008年に連邦民主共和
国になったばかりの国である。2015年に公布された新しい憲法
では、連邦議会議員のうち、女性議員が少なくとも33%を占める
ことを保証している。2007年当時は女性議員が6%しかいなかっ
たので、急激な変化である。現在の大統領は女性。

日本は年々女性の政治家が増えている印象でしたが、他国と比べ
るとまだ少ない方であることが分かりました。各国共にこれまでの
慣習や考え方の影響が残っているのかもしれませんが、日本を含
め、政治家のトップに女性がなる時代が来るといいなと思います。

SDGsをまずは「知ろう」！ そして「行動しよう」！

わたしたちの“KARUTA PR   JECT”
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