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婦人学級事例集
文部省社会教育局編 文部省社会教育局 1974 ☆

婦人学級のうち、特色があり、効果的に実施されているものがまとめられていま
す。国や都道府県教育委員会の婦人教育施策の参考にするために調査が行わ
れました。

婦人学級新聞 : 第三号(複製) 弘報委員会(発行) 1955 ●
婦人学級の情報発信の場として「婦人学級新聞」が発刊されました。「労働の時間
多きや円グラフ」という学級生の短歌が掲載されています。

町の歴史 : 婦人学級研究集録 (復刻版) 鈴木武夫 三井為友編集 1958 ☆ 各地で行われた婦人学級の記録。

婦人学級のあしあと : 文部省委嘱 茨城県教育庁社会教育課
茨城県教育庁社会教
育課

1958 ☆ 各地で行われた婦人学級の記録。

湊中央婦人学級テキスト : 文部省委嘱 福島県会津若松市教育委員会
福島県会津若松市教
育委員会

1967 ☆ 各地で行われた婦人学級の記録。

婦人学級の歩み
秋田県教育庁社会教育課成人
教育係

秋田県教育委員会 1963 ☆ 各地で行われた婦人学級の記録。

わたくしたちの婦人学級 : 若い母親の学習
活動を中心に

香川県婦人教育研究委員会, 香
川県教育委員会社会教育課

香川県教育委員会社
会教育課

1971 ☆ 各地で行われた婦人学級の記録。

婦人学級のあゆみ
伊万里市大川内婦人
会

1957 ☆ 各地で行われた婦人学級の記録。

文部省委嘱婦人学級の歩み 熊本県教育委員会 1959 ☆ 各地で行われた婦人学級の記録。

私たちのあゆみ : 文部省委嘱県教委指定
研究婦人学級

奈良県教育委員会文部省委嘱
婦人学級, 奈良県社会教育課

奈良県教育委員会文
部省委嘱婦人学級

1962 ☆ 各地で行われた婦人学級の記録。

平成30年1月26日(金)～9月9日(日)
開室時間：9時～19時

               女性教育情報センター所蔵・・・☆
               女性アーカイブセンター所蔵・・・●

会場：独立行政法人国立女性教育会館本館1階
       女性アーカイブセンター展示室

①稲取婦人学級資料

平成30年度女性アーカイブセンター特別展示

「女性の歩みを受け継ぐ 女性アーカイブセンター10周年展」展示物リスト

女性アーカイブセンター所蔵資料の全目録情報と

デジタル画像（一部）をインターネットで公開中です。

国立女性教育会館 女性デジタルアーカイブシステム

http://www.i-repository.net/il/meta_pub/G0000337warchive



女性ニューズ　第1110号 全国婦人新聞社 1995.10.10
☆

第4回世界女性会議（北京会議）の特集号。17日間に渡る会議の様子を知ること
ができます。「国立女性教育会館リポジトリ」で公開されており、PDFがダウンロー
ドできます。

連帯と行動 : 国際婦人年連絡会の記録 国際婦人年日本大会の
決議を実現するための連絡会･
編

市川房枝記念会出版
部

1989
☆

国際婦人年に関する図書。

国際婦人年世界会議報告 : 世界行動計画
及び宣言

外務省国際連合局編 大蔵省印刷局 1975
☆

国際婦人年に関する図書。

国際婦人の10年から21世紀へ : 平等・発
展・平和

国際婦人年大阪の会編 創元社 1985
☆

国際婦人年に関する図書。

北京で燃えた女たち : 世界女性会議'95 松井やより [著] 岩波書店 1996
☆

北京会議開催までのいきさつから、議論の内容、女性問題解決のために採択され
た「行動綱領」、日本の課題などを、実際に会議に参加した著者の視点から解説し
たハンドブックです。

北京からの風 : 世界女性会議NGOフォーラ
ム参加報告書

大分県女性青少年課 大分県女性青少年課 1996
☆

北京会議の記録。

 '95北京世界女性会議北九州NGOフォーラ
ムの記録

アジア女性交流・研究フォーラ
ム

 KFAW 1996
☆

北京会議の記録。

95 北京〜東京 NGO日本女性大会の軌跡 国際婦人年日本大会の決議を
実現するための連絡会

国際婦人年日本大会
の決議を実現するため
の連絡会

1996
☆

北京会議の記録。

基本解説 : そうだったのか。SDGs : 「我々
の世界を変革する : 持続可能な開発のた
めの2030アジェンダ」から、日本の実施指

SDGs市民社会ネットワーク編 SDGs市民社会ネット
ワーク

2017
☆ SDGsに関する図書。

SDGs : 世界の未来を変えるための17の目
標 : 2030年までのゴール

日能研教務部企画・編集 みくに出版 2017
☆

SDGs（持続可能な開発目標）は、「国連持続可能な開発サミット」（2015年9月開
催）で採択された、持続可能な世界を次世代に受け継いでいくための行動計画の
目標。目標は17項目あり、その一つにジェンダー平等が示されています。

全国婦人新聞 : 623号 全国婦人新聞社 1980.11.30
☆

女子差別撤廃条約の批准や、国連婦人の十年中間年日本大会についての記
事。全国婦人新聞の記事は「国立女性教育会館リポジトリ」でインターネット公開さ
れています。

♯子育て政策おかしくないですか : 待機児
童の親や「先輩」SNSで政治動かす

朝日新聞 2017.12.7
☆

待機児童問題について、親たちがSNSを駆使して集めた意見が、政治に影響を与
えました。今は新聞記者だけでなく、誰でもインターネットを通じて自由に声を発信
することができます。

ふぇみん：ふぇみん婦人民主新聞　No.3174 ふぇみん婦人民主クラ
ブ

2017.12.15
☆

女性の視点による新聞各紙。女性ニューズ（旧・全国婦人新聞）は2006年に廃刊
となりましたが、女性の視点による新聞は今も様々な各地の団体から発行されて
います。

主婦連たより　第820号 主婦連合会 2017.12.15
☆

女性の視点による新聞各紙。

婦民新聞　第1571号 婦人民主クラブ 2017.12.20
☆

女性の視点による新聞各紙。

婦人時報　第763号 東京都地域婦人団体
連盟

2018.1.1
☆

女性の視点による新聞各紙。

母親しんぶん　第699号 日本母親大会連絡会 2017.12.15
☆

女性の視点による新聞各紙。

②第4回世界女性会議（北京会議）資料

③全国婦人学級新聞社取材写真コレクション



女のしんぶん　第1177号 女性会議 2018.1.1
☆

女性の視点による新聞各紙。

全地婦連　第496号 全国地域婦人団体連
絡協議会

2017.12.15
☆

女性の視点による新聞各紙。

婦人北九州　第153号 北九州市婦人会連絡
協議会

2018.1.1
☆

女性の視点による新聞各紙。

埼玉県婦連絡　第217号 埼玉県地域婦人会連
合会

2016.3.25
☆

女性の視点による新聞各紙。

婦人なごや　第647号 名古屋市地域女性団
体連絡協議会

2018.1.10
☆

女性の視点による新聞各紙。

京都女性　第731号 京都市地域女性連合
会

2017.12.1
☆

女性の視点による新聞各紙。

婦人神戸　第1305号 神戸市婦人団体協議
会

2017.12.28
☆

女性の視点による新聞各紙。

昭和23年～26年頃の主婦連古いアルバム
(複製) ●

奥むめおが創設した主婦連合会に残されていた、昭和20年代～40年代のアルバ
ムです。

人間奥むめを：奥むめおの紹介ポスター [19--]
●

奥むめおが好きなものや、活動の様子が紹介されています。「料理でも、裁縫で
も、原稿でも、演説でも何でも来い」と書かれており、多方面で活躍した奥むめお
の姿が表現されています。

主婦連50周年記念 : 歩み 1948〜1998  [主婦連合会], 清水鳩子編 主婦連合会 1998
☆

1948年に設立した主婦連の50周年記念誌。茶の間や台所にある悩み、願い、希
望を政治の大きなテーマにすることが奥むめおの悲願でした。奥むめおの思いは
受け継がれ、主婦連は2018年に70周年を迎えます。

主婦連60年 上 : 「台所の声」行政・企業へ :
粗悪品や値上げに抗議活動

読売新聞 2008.09.04
☆

戦前の教育を受けた主婦たちにとって、行政や企業に物申す行為は考えられない
ものでしたが、奥むめおの行動によって消費者運動が全国に広がり、主婦連合会
が結成されました。

女性議員増 法案再提出へ : 候補者数の男
女均等促す : 「政治に女性」遅れ響く 144カ
国中123位国、地方とも少数

埼玉新聞 2018.01.04
☆

日本の女性議員はまだまだ少ないのが現状です。日本の男女格差が大きい要因
として、政治の分野に女性が少ないことが挙げられています。

主婦連合会のスローガン・おしゃもじ(複製) 主婦連合会 [19--]
●

スローガンが書かれたおしゃもじは主婦連合会のシンボルです。
おしゃもじには「めし取る」＝「戦いとる」という意味などが込められています。

全国区参議院候補奥むめお : 主婦の代表
おく

[19--]
●

ポスターには「主婦の代表おく」と書かれています。奥むめおの苗字である「奥」
と、主婦という意味の「おくさん」をかけて、「奥さんを国会へ」という選挙運動のス
ローガンが作られました。

参議院議員当選書 1953年の参議院議員選挙に当選した際の証明書。

選挙時のたすき

④奥むめお資料



九重式手織機 ●
卓上で簡単に織物を織れるよう、九重年支子が発明した織機のうちの一つ。

九重式手織機で織った洋服 ●

日記を兼ねた家計簿 : 昭和30年版（複製） 中村喜美子 1955
●

中村喜美子さんが書いた家計簿。

65日記家計簿（複製） 中村喜美子 1965
●

中村喜美子さんが書いた家計簿。

生協の家計簿 : 50年（複製） 中村喜美子 1975
●

中村喜美子さんが書いた家計簿。

生協の家計簿 : 60（複製） 中村喜美子 1985
●

中村喜美子さんが書いた家計簿。

家計簿からみた私たちのくらし 日本生活協同組合連合会 2016
☆

全国の生協組合員が「生協の家計簿」に毎月つけた記録をもとにした報告書。

昭和30年代の家計簿 : 東京オリンピックで
変わった日本の暮らし（別冊宝島）

宝島社 2016
☆

NWECが「女性デジタルアーカイブシステム」でインターネット公開している中村の
家計簿をもとに、取材が行われました。家計簿の画像はすべて「デジタルアーカイ
ブシステム」のものです。

生協のハム・ウインナー（写真） 1972 1972年、中村が開発に関わった「無塩(むえん)せき」のハムやウインナーが生協
から発売されました。発色剤で赤くしたハムが主流だった時代、無着色の商品は
当初売れず、組合員たちが店頭に立って宣伝をしました。

教育女礼式 1906
☆

掛け軸のかけ方、お茶や火鉢の出し方、家庭教育のあり方、障子の開け閉めなど
の図解です。当時の礼儀作法は、人々が日本家屋で暮らすことを大前提として成
り立っていました。

日本女子立志編　下巻 干河岸貫一編 1902
☆

明治後期にも、江戸時代もしくはそれ以前の時代を生きた淑女・猛女列伝が刊行
されていました。この本には、親や夫に尽くす女性たちとともに、なぎなたや素手で
敵を退治する女性たちが登場します。挿絵の女性は悪党を投げ飛ばす「奴の小萬

」。女子学術　創刊号（復刻版） 1906
☆

女子高等師範学校・東京府第一高等女学校・学習院女子部など当時の女子高等
教育に関わる教師たちによる、歴史・地理・物理・化学などの講義が掲載されてい
ます。

女子教育　創刊号（復刻版）
☆

教育者・津田梅子が、日本の女性について「学術または技芸のある一科の訓練を
受けて、必要な時にはどんなに小さくとも自分の身を支えることができなくては」と
述べた談話です。

女学世界　創刊号（復刻版）
☆

明治期に出版された女学生向けの雑誌（復刻版）。

日本之女学　創刊号（復刻版）
☆

明治期に出版された女学生向けの雑誌（復刻版）。

明治時代の女子教育には、江戸時代の流れを受け継ぐ礼儀作法の教えと、西洋の学問に基づく教えが共存していました。
◆この展示は政府による「明治150年」関連施策の一環として実施しています◆　入れ替えのため、時期により展示資料が異なります。

ミニ展示　明治時代の女子教育　明治150年関連資料

⑥中村喜美子資料

⑤九重年支子資料



女学生　創刊号（復刻版）
☆

明治期に出版された女学生向けの雑誌（復刻版）。

婦人教育雑誌　創刊号（復刻版）
☆

明治期に出版された女学生向けの雑誌（復刻版）。

女権　創刊号（復刻版）
☆

明治期に出版された女学生向けの雑誌（復刻版）。

女子家庭双六（複製） 1898 都立中央図書館特別文庫室所蔵。
上流家庭における女子のたしなみを双六にしたもの。「あがり」は結婚式。

新双六淑女鑑（複製） 1886 都立中央図書館特別文庫室所蔵。
女性の良い進路・悪い進路を戯画化。「あがり」を上流階級夫人とする一方、女性
の職業例として、医師・新聞記者・宣教師なども挙げられています。

女礼式教育寿語録（複製） 1888 都立中央図書館特別文庫室所蔵。
幕府の公式礼法だった小笠原流の当主が、文部省と東京府に礼法教授の必要性を申し立
て、「女礼式（女性のための礼儀作法）」が明治時代の教育に取り入れられました。

女子学校勉励寿語録（複製） 1889 都立中央図書館特別文庫室所蔵。
公立小学校で裁縫・洋算・習字などを学ぶ女子たちの様子が描かれています。

女大学宝文庫 貝原先生著 甘泉書梓 1872 名古屋大学ジェンダー・リサーチ・ライブラリ所蔵。
展示期間：1/24-3/6

明治孝節録　一 宮内省蔵版・文学御用掛・近藤
芳樹編輯

御用書物師
吉川半七

1877 名古屋大学ジェンダー・リサーチ・ライブラリ所蔵。
展示期間：1/24-3/6

明治女大学　巻の一 加藤弘之・中島徳蔵 大日本図書
株式会社

1906 名古屋大学ジェンダー・リサーチ・ライブラリ所蔵。
展示期間：1/24-3/6

裁縫教科書　上巻 谷田部順子 明治図書 1908 名古屋大学ジェンダー・リサーチ・ライブラリ所蔵。
展示期間：1/24-3/6

世界婦女往来 山本與助・荻田筱夫 寶文堂 1873 名古屋大学ジェンダー・リサーチ・ライブラリ所蔵。
展示期間：3/7-4/18

明治孝節録　二 宮内省蔵版・文学御用掛・近
藤芳樹編輯

御用書物師
吉川半七

1877 名古屋大学ジェンダー・リサーチ・ライブラリ所蔵。
展示期間：3/7-4/18

明治女大学　巻の二 加藤弘之・中島徳蔵 大日本図書
株式会社

1906 名古屋大学ジェンダー・リサーチ・ライブラリ所蔵。
展示期間：3/7-4/18

裁縫教科書　下巻 谷田部順子 明治図書 名古屋大学ジェンダー・リサーチ・ライブラリ所蔵。
展示期間：3/7-4/18

補習科用　女子習字帖　全 小山左文二編纂・西脇静揮
毫

松邑三松堂 1912 名古屋大学ジェンダー・リサーチ・ライブラリ所蔵。
展示期間：3/7-4/18

明治孝節録　三 宮内省蔵版・文学御用掛・近
藤芳樹編輯

御用書物師
吉川半七

1877 名古屋大学ジェンダー・リサーチ・ライブラリ所蔵。
展示期間：4/18-5/29

女德寶鑑（生徒用）
安積五郎　田中登作合著　巻一

安積五郎・田中登作 普及舎 1894 名古屋大学ジェンダー・リサーチ・ライブラリ所蔵。
展示期間：4/18-5/29



日用百科全書　第七編
裁縫と編物

大橋又太郎 博文館 1900 名古屋大学ジェンダー・リサーチ・ライブラリ所蔵。
展示期間：4/18-5/29

日用百科全書　第三編
実用料理法

大橋又太郎 博文館 1903 名古屋大学ジェンダー・リサーチ・ライブラリ所蔵。
展示期間：4/18-5/29

高等女学校用　修身教科書
巻一

文部省 小林義則・文学社 1907 名古屋大学ジェンダー・リサーチ・ライブラリ所蔵。
展示期間：4/18-5/29

通俗教育全書　第四編
家庭教育　女学校

谷口政徳 博文館 1890 名古屋大学ジェンダー・リサーチ・ライブラリ所蔵。
展示期間：5/30-7/10

女德寶鑑（生徒用）
安積五郎　田中登作合著　巻二

安積五郎・田中登作 普及舎 1894 名古屋大学ジェンダー・リサーチ・ライブラリ所蔵。
展示期間：5/30-7/10

女学全書　第十一編
和漢婦女亀鑑全

岸上操
（岸上質軒）

博文館 1894 名古屋大学ジェンダー・リサーチ・ライブラリ所蔵。
展示期間：5/30-7/10

高等女学校用　修身教科書
巻五（巻一～巻四は明治40年）

文部省 小林義則・文学社 1903 名古屋大学ジェンダー・リサーチ・ライブラリ所蔵。
展示期間：5/30-7/10

高等女学校用　修身教科書
巻二

文部省 小林義則・文学社 1907 名古屋大学ジェンダー・リサーチ・ライブラリ所蔵。
展示期間：5/30-7/10

女德寶鑑（生徒用）
安積五郎　田中登作合著　巻三

安積五郎・田中登作 普及舎 1894 名古屋大学ジェンダー・リサーチ・ライブラリ所蔵。
展示期間：7/10-8/20

日本女鑑　新撰貴女用文
附諸礼式　裁縫　歌の心得

福井淳 積善館 1895 名古屋大学ジェンダー・リサーチ・ライブラリ所蔵。
展示期間：7/10-8/20

家政学　下 下田歌子 博文館 1903 名古屋大学ジェンダー・リサーチ・ライブラリ所蔵。
展示期間：7/10-8/20

明治女大学　巻の三 加藤弘之・中島徳蔵 大日本図書
株式会社

1906 名古屋大学ジェンダー・リサーチ・ライブラリ所蔵。
展示期間：7/10-8/20

高等女学校用　修身教科書
巻四（巻五は版が異なる。明治36）

文部省 小林義則・文学社 1907 名古屋大学ジェンダー・リサーチ・ライブラリ所蔵。
展示期間：7/10-8/20

女德寶鑑（生徒用）
安積五郎　田中登作合著　巻四

安積五郎・田中登作 普及舎 1894 名古屋大学ジェンダー・リサーチ・ライブラリ所蔵。
展示期間：8/21-9/9

日用百科全書　第拾二編
通俗書簡文

大橋又太郎 1899 名古屋大学ジェンダー・リサーチ・ライブラリ所蔵。
展示期間：8/21-9/9

家政学　上 下田歌子 博文館 1903 名古屋大学ジェンダー・リサーチ・ライブラリ所蔵。
展示期間：8/21-9/9

欧米　女子立身傳 根本正 吉川半七 1906 名古屋大学ジェンダー・リサーチ・ライブラリ所蔵。
展示期間：8/21-9/9

高等女学校用　修身教科書
巻三

文部省 小林義則・文学社 1907 名古屋大学ジェンダー・リサーチ・ライブラリ所蔵。
展示期間：8/21-9/9


