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国連設⽴75周年の記念会合に集った各国の代表団。新型コロナウイルスの感染防⽌のため、出席
は各国1⼈に限られた＝2020年9⽉21⽇、⽶ニューヨークの国連本部、国連提供

国連創設75周年で世界に実施が呼びかけられた対話集会
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引退から40年、⼭⼝百恵に
は私たちを魅了する「暗
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国際連合が創設75周年を迎えた今年、9⽉に開かれた国連総会の⼀般討論のテーマ
は、「私たちが望む未来、私たちが必要とする国連︓マルチラテラリズムに対する私
たちの集団的なコミットメントの再確認－実効的な多国間⾏動を通じてCOVID-19に
⽴ち向かう」でした。マルチラテラリズムは多⾓的・多⾯的ということですから、新
型コロナウイルスの状況下において、さまざまな側⾯から国際的に協⼒しながら問題
解決しようという意志確認が⽬的であると理解できます。これは諸問題に統合的に対
応していこうとするSDGs（持続可能な開発⽬標）の精神を表していると捉えられま
す。
⼀⽅、国連75周年の記念イベントとして、「対話集会（UN75 dialogues）」の実
施が世界中に呼びかけられました。これは地域、学校、組織などが、それぞれの希
望、そして不安をも共有して、現在と将来のリスクや打開策を話し合う場を、⾃ら企
画・運営・実施し、その結果を国連に報告するというものです。筆者が代表理事を務
める⼀般社団法⼈インクルーシブ・アクション・フォー・オール（IAFA）

がこの

対話集会を⾼校⽣対象にオンラインで開きました。参加⼈数は16⼈と限られていまし
たが、中⾝の濃い議論ができ、未来に希望を感じることができたのでご紹介したいと
思います。

もっと⾒る

インクルーシブ・アクション・フォー・オール（IAFA）とは
IAFAは、2020年2⽉に設⽴され、アーティスト、研究者、会社員、主婦、弁護⼠、
医師など多様な仲間が参加しています。⺟体は、英語の絵本を寄付して頂き世界の
ニーズある⼦ども達に送るプロジェクトですが、海外の社会問題に取り組んでいる若
者を「IAFAフェロー」に任命して応援したり、⽇本の若い⼈たちに世界の問題を⾝近
に感じて将来に役⽴ててもらう活動をしたりしています。
IAFA海外フェローは、現在4名います。ケニアのスラム地区キベラで障がいのある
⼦もない⼦も共に学ぶ場を作り、障がい児の⺟親や⼥性のエンパワメントにも取り組
むマリア、バングラデシュのコックスバザールのロヒンギャ難⺠キャンプで難⺠⽀援
をしているタジン、パキスタンのカラチで障がい者の経済的⾃⽴のためにITの会社を
起業したアディール、ニューヨークで⿊⼈特有の遺伝病である鎌形⾚⾎球症の⼦ども
たちの学習⽀援をしているミドリです。

最新記事
【1】肯定することと隠すこと
2020年10⽉10⽇

鈴⽊杏インタビュー／上
2020年10⽉10⽇

⼭本芳樹がソロミュージカルを主演・演
出／上
2020年10⽉10⽇

『獣道⼀直線!!!』に出演、池⽥成志イン
タビュー／上
2020年10⽉10⽇

「6⼈除外」問題は⽇本学術会議を検証
する機会
2020年10⽉09⽇

左から、マリア、タジン、アディール、ミドリ＝インクルーシブ・アクション・フォー・オールの
ホームページから

「UN75グローバル・カンバセーション」は、IAFAの活動の⼀環として、8⽉にオン
ラインで開いた⾼校⽣を対象とした3回シリーズの⽇本語による対話イベントです。
コロナ禍だからこそ、平和、平等、環境等について、話し合いのプラットフォームを
創っていこうと思ったのです。

⽇本、アメリカ、イギリスから集まった16⼈の⾼校⽣
参加者を⼀般公募した結果、⽇本、アメリカ、イギリスの⾼校に通う16⼈の⾼校⽣
が集まり、2020年8⽉1⽇に第1回を開催しました。当⽇は、ケニア、バングラデ
シュ、パキスタンでのフェローたちの活動を映像化して字幕を付けて⾼校⽣達に⾒て
もらい、問題解決のためにどのように取り組んでいけるかとクリティカルに考えても
らう場づくりをしました。

「元・学者」が⽇本学術会議騒動に抱い
た⼤いなる違和感
2020年10⽉09⽇

気候危機を救う「3.5%」は誰なの
か︖ 下
2020年10⽉09⽇

廣瀬友祐「Live tour 2020 〜cherisH
〜」LIVE DVD、2020.11.4 リリース
2020年10⽉09⽇

『松⽥聖⼦』と時代を⽣きる〜デビュー
40年、私たちのシンボルステータス
2020年10⽉09⽇

スガノミクスとは何か〜「菅型⺠主主
義」から考察する
2020年10⽉09⽇

2回⽬は1週間後に設定し、前回の問題を発展させて「⾃⾝の⾝近にある問題につい
もっと⾒る

て考える」ことをテーマに話し合いました。3⼈の海外フェローのビデオメッセージ
を念頭に、貧困、教育、ジェンダー、環境とそれぞれの興味ある分野をグループで話
し合いました。特にコロナ禍では、もちろん⽇本⼈も苦しいのですが、海外での格
差、貧困、難⺠問題はなかなか顧みられない状況になってしまいます。⾼校⽣たち
は、普通に過ごしていたら光の当たらない世界の問題にもしっかり⽬を向けて、そこ
から⾃分なりの課題を抽出していきました。

編集部から
園⽥耕司・朝⽇新聞ワシントン特派員の
連載「アメリカ・ファースト－トランプ
の外交安保」が筑摩選書に
2020年09⽉17⽇

翌週の3回⽬は、それぞれが⾼校⽣としてできるアクションプランを、キーワード
と共に3分間でスピーチしました。⾔語に落とし込むことで、⾼校⽣達にとって、ア
クションプランは現実のものとなっていきます。

⾼校⽣が⾒つけたキーワードは
3回⽬のグローバル・カンバセーションを終えて⾒えてきたキーワードは、「知

イベントは終了しました）「どうするコ
ロナ時代のシューカツ・働き⽅」
2020年07⽉31⽇

「私はコロナから⽣還した」〜感染した
ジャーナリストが語る検査の実態。医師
は、⾏政はどうする︖ ★論座オンライ
ンイベント★
2020年05⽉15⽇

る」、「波紋」、「改善」でした。
例えば「知る」と答えた中鶴裕菜さん
（県⽴熊本⾼校2年⽣、熊本県）は、⽇
本も含めて世界で貧困や虐待など⽣きる
ことが⾮常に困難な状況が広がっている
中で、「若い世代の⼀⼈⼀⼈が意欲を

中鶴裕菜さん

持って学ぶ、問題について知る、触れる
機会を多く持つことがとても⼤切」とい
い、「当事者だけではなく、その事実を

知らなかった⼈たちが初めて触れることで、得られる学びが多くあり、結果的に問題
解決に⼀歩近づくことができると思います」としたうえで、「⾼校⽣として、積極的
に、⾃らの進路の幅を広げて、社会に貢献できる⼈になれるよう、頑張ります」とス
ピーチを結んでくれました。
また、「波紋」と答えた細⽥茜さん
（渋⾕教育学園渋⾕⾼校2年⽣、東京
都）は、この⾔葉を選んだ理由として
「あらゆる社会問題についての知識の輪
を波紋のように、少しずつ広める」と
「⾝近にできる⼩さなところから⾏動を

細⽥茜さん

起こし、波紋のようにより⼤きなものに
すること」を挙げました。例えばジェン
ダー問題だったらBLM（Black Lives Matter）などの活動を通して⾃分や周りの意識や
偏⾒を振り返ってみたり、環境問題だったらより環境に優しい⽣活のための⼯夫を取
り⼊れたりすることができるというのです。スピーチは、「問題解消への推進⼒にな
るように、こうした⾝近で⼩さなところから意識的に知識や⾏動の輪を広げていこう
と思いました」とまとめられていました。
そして「改善」と答えた松岡かれんさ
ん（ニュートンノース⾼校、マサチュー
セッツ州）は、アメリカでは
is room for improvement
松岡かれんさん

”

There

” という「改

善の余地がある」という意味のことわざ
があるといいます。この世界にはいつも
改善しなければならない問題があるの
で、「私達ができる範囲で問題を解決し

ていきたい。インターネットで調べれば情報があふれているので現状について多⾯的
に掘り下げて、その問題意識を社会に広め、社会の⼀員として少しでも貢献していき
たいです」と、⼒強く述べてくれました。

チャンス、コネクション、チャレンジの3Cが⼤事
3回にわたる⾼校⽣の対話の中では、将来の望ましい社会についても語られまし
た。例えば、それぞれの⼈には個性があって得意なことや不得意なことがあります
が、そうしたことをすべて認めて誰もが⾃分であることを尊重されることが挙げられ
ました。また、住んでいる地域や教育や⼈種・⺠族によって格差がありますが、すべ
ての⼈が平等な機会を与えられる仕組みを作る必要性にも⾔及されました。そして、
どうしたら国内を含めた世界中の⼈が質の⾼い⽣活を送れるようになるかを考えた
時、困っている⼈や問題を抱えている⼈の苦悩を知り共感することが⼤事だというこ
とも語られました。
これらは、多様性を認める社会、平等で格差のない社会、他者を思いやれるエンパ
シーのある社会とまとめられるかと思いますが、これは持続可能な社会のあるべき姿
の⻘写真になるでしょう。
また、このようなコロナ禍でも、何かアクションを起こすために、3C（チャン
ス、コネクション、チャレンジ）が⾮常に⼤事だということも皆で共有しました。そ
れは、知らない⼈や知らない情報と出会うチャンス、⼈と⼈とがつながること（コネ
クション）、そして、課題解決のためにチャレンジすることです。
このような対話の成果は、ウェブのフォームを通して国連事務総⻑に伝えられまし
た。今回の経験は、かれらが進路を選択したり、次の⾏動につなげたりするための準

備ともなるはずです。実際に⾼校⽣たちは、ロヒンギャの問題、スラムでの問題、障
がい者への差別や偏⾒について、⾝近な⼈に伝えたり、SNSで発信したりして⾏動を
起こしています。
⾼校⽣たちのまっすぐな視線の先には、SDGｓのその先の、⼈類が挑戦し続ける課
題が解決された世界が⾒えてくるような気がしました。
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科学・環境

宮﨑紗⽮⾹

気候危機を救う「3.5%」は誰なのか︖ 上
2020年10⽉08⽇

気候危機を救う「3.5%」は誰なのか︖ 下
2020年10⽉09⽇

政治・国際
若者の怒りがはじけた︕権威主義と戦うタイ・⾹港・台湾のミル
クティー同盟

吉岡桂⼦

政治・国際

若者たち
吉岡桂⼦

科学・環境

安藤崇敬

2020年09⽉06⽇

反政府運動が勢いづくタイで⼀党独裁の中国に厳しい⽬を向ける
2020年09⽉07⽇

⾼知の⼭奥の⽣徒が⽶国名⾨⼤⽣とサマーキャンプ
2019年08⽉27⽇

筆者

細⽥満和⼦（ほそだ・みわこ）

星槎⼤学副学⻑・教授

東京⼤学⼤学院⼈⽂社会系研究科で博⼠（社会学）を取得し、2004年からコロンビア⼤
学、ハーバード⼤学で社会学、公衆衛⽣学、⽣命倫理学の研究に従事。2012年に帰国し
現職。主著書は『パブリックヘルス』、『グローカル共⽣社会へのヒント』など。世界
社会学会医療部会会⻑。アジア太平洋社会学会会⻑。
細⽥満和⼦の記事

ロヒンギャ難⺠の苦境を知ろう

2020年09⽉16⽇

⽶国では⼤学教員が⼤量解雇、新型コロナが加速する⼤学再編
新型コロナがあぶり出した差別と偏⾒による健康の不平等
新型コロナを「戦争」の隠喩で語るのはやめよう

2020年08⽉13⽇

2020年07⽉13⽇

2020年06⽉19⽇

もっと⾒る

レコメンド（提供︓Outbrain）

PR

PR

クマの⾚ちゃんが危ない、勇 迷惑だけど笑っちゃう、街中 渡辺⿇友の電撃引退に納得。
気をもって助けた警察官の結 で⾒かけるすごい格好で寝て 彼⼥は「アイドルのプロ」だ
末とは
いる⼈たち
けじゃなかった
Japa Crunch

Post Fun

論座

⼩室圭さんと伊藤綾⼦さん、 ⼩保⽅晴⼦さんを（今度こ
嫌われる共通点（下）
そ）忘れよう

⼩室圭さんは留学で特別待遇
されるのは当然だ

論座

論座

論座

Recommended by

コメント0件

並び替え 古い順

コメントを追加...

Facebookコメントプラグイン

ページトップへ戻る
朝⽇新聞デジタルの関連サイト

有料会員（フルプラン）は追加料⾦なしでご利⽤可能。詳しく≫

朝⽇新聞社から

デジタル事業から

グループ企業

各国語サイト (News in various languages)

会社案内

デジタルサービス⼀覧

朝⽇新聞出版の本

The Asahi Shimbun Asia&Japan Watch (ENGLISH)

CSR報告書

携帯サービス

朝⽇新聞出版(AERA dot.)

Asahi Weekly (ENGLISH/JAPANESE)

採⽤情報

Astand(コンテンツ販売)

朝⽇インタラクティブ

朝⽇新聞中⽂網（繁體字）

記事や写真利⽤案内

法⼈向け配信

朝⽇学⽣新聞社

朝⽇新聞中⽂⽹（简体字）

新聞広告ガイド

写真の購⼊案内

ハフポスト⽇本版 (JAPANESE)

記事データベース案内

CNN.co.jp (JAPANESE)

朝⽇ID

潮⽇本(CHINESE)

サイトマップ

サイトポリシー

利⽤規約

特定商取引

web広告ガイド

リンク

個⼈情報

著作権

掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。すべての内容は⽇本の著作権法並びに国際条約により保護されています。
Copyright © The Asahi Shimbun Company. All rights reserved. No reproduction or republication without written permission.

お問い合わせ

