
女性教育情報センター所蔵・・・☆             

資料名 著者 出版社/作成者
出版年/
作成年

所蔵 内容

国際婦人年記念切手（アジア州）（複製）、ピンズ 1975
女性アーカイブ
センター

国際連合が1975年を国際婦人年と定めたことを記念して作成されたグッズ。

国際女性年世界会議（メキシコ会議）　写真 森山真弓 1975
女性アーカイブ
センター

会議に参加した森山真弓氏が撮影した写真４点。

全国婦人新聞　126（464）号　（複製） 全国婦人新聞社 1975.7.10 ☆ 国際女性年世界会議（メキシコ会議）のレポート。

女も男も 家庭科新時代 10 : 「ぼくも作る人」の時代を
男女共修、実現へ苦闘（読売新聞）

読売新聞社 1992.3.14 ☆
1975年、国際婦人年をきっかけとして行動を起こす女たちの会の「私作る人、僕食べる人」
CMへの抗議　関連新聞記事

新・心のサプリ : 「私作る人、ボク食べる人」（毎日新聞） 海原純子 毎日新聞社 2018.4.29 ☆ 同上

全国婦人新聞　612号 全国婦人新聞社 1980.8.10 ☆ 「国連女性の十年中間年世界会議」のレポート。

　「国連婦人の十年世界会議」閉幕 : 混乱の議場が生んだ前
進 日本イエスにどよめき 「行動プログラム」採択 : 育児も男
女共同で 「母性保護休暇」に日本も修正案 （読売新聞）

読売新聞社 1980.8.1 ☆ 「国連女性の十年中間年世界会議」（コペンハーゲン会議）　関連新聞記事

二つの婦人会議報告会から : 南北対立は予想以上 国
際政治そのまま反映 （東京新聞）

中日新聞東京本社 1980.8.9 ☆ 同上

えがりて　14号
総理府・婦人問題担
当室

1980.10 ☆
「国連女性の十年中間年世界会議」（コペンハーゲン会議）で開催されたNGOフォーラムのレ
ポート。

国連婦人の十年中間年世界会議で女子差別撤廃条約
に署名　写真　（複製）

1980
女性アーカイブ
センター

条約に署名する高橋展子主席代表の写真。

2020年10月16日(金)～2021年4月22日(木)　開室時間：9時～17時
　休室日：会館休館日、年末年始（12/28～1/4）

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北京会議まで

2020年度女性アーカイブセンター所蔵展示

「北京＋25 ～第4回世界女性会議から25年～」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

https://w-archive.nwec.jp/il/meta_pub/G0000337warchive
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会館だより　第11号 国立婦人教育会館 1980.10 ☆
「国連女性の十年中間年世界会議」（コペンハーゲン会議）に日本政府代表として出席した
縫田曄子氏（1977年～82年国立婦人教育会館（当時）初代館長）のレポート。

Forum 85 : Nairobi, Friday, July 19, 1985
Planning Committee
for NGO Activities

1985.7.19
女性アーカイブ
センター

Planning Committee for NGO Activitiesによる、「国連女性の十年世界会議」（ナイロビ会議）
を特集した新聞。フォーラムおよび政府間会議中に土日を除き毎日発行。

私たちのナイロビレポート 1985.7.10-19
国際婦人年北区の
会

国際婦人年北区の
会

1985
女性アーカイブ
センター

「国連女性の十年世界会議」（ナイロビ会議）についての、国際婦人年北区の会による会議
資料。

国立婦人教育会館ニュース　第30号 国立婦人教育会館 1985.8 ☆
「国連女性の十年世界会議」（ナイロビ会議）がケニアで開催された際に、日本政府代表とし
て出席した縫田曄子氏へのインタビュー。

全国婦人新聞　691号　（複製） 全国婦人新聞社 1983.1.1 ☆ 初代労働省婦人少年局長に就任した赤松良子さんへの取材記事。

けっとばせ均等法・労基法改悪！11･25集会　写真　（複
製）

全国婦人新聞社 1984
女性アーカイブ
センター

1984年11月25日に東京の日本橋公会堂にて開催された決起集会（主催：効力ある平等を！
女も男も連帯委員会）の写真。

世界婦人会議で採択された 2000年に向けての将来戦
略（毎日新聞）

毎日新聞社 1985.7.31 ☆ 「国連女性の十年世界会議」（ナイロビ会議）　関連新聞記事

女性ニューズ　第1108号 全国婦人新聞社 1995.9.20 ☆ 第4回世界女性会議（北京会議）のレポート。

女性ニューズ　第1110号 全国婦人新聞社 1995.10.10 ☆ 同上

第4回「世界女性会議」（北京会議）　開会・閉会　式次第 1995
女性アーカイブ
センター

第4回「世界女性会議」（北京会議）　参加者のための情
報

1995
女性アーカイブ
センター

会議に参加するために必要な情報について書かれたもの。開催地や主要行事、式典、参加
するにあたっての事務手続きなど。

第4回「世界女性会議」（北京会議）　プログラム等 1995
女性アーカイブ
センター

国立婦人教育会館ニュース　第72号 国立婦人教育会館 1996.1 ☆
第4回世界女性会議（北京会議）NGOフォーラム北京’95について、会議の内容と成果を普
及するために国立婦人教育会館で開催された特別展示を紹介する記事。

「女性の人権」で行動 : 沖縄問題を内外に : 北京会議で
世界と交流 : 県内回顧 : 米兵暴行事件にセクハラ裁判
（沖縄タイムス）

沖縄タイムス 1995.12.28 ☆ 第4回「世界女性会議」（北京会議）　関連新聞記事

95非政府組織婦女論壇会場布局図
（Map of the NGO Forum on Women 95）

1995
女性アーカイブ
センター

NGOフォーラムが開催された中国北京市懐柔県の会場地図。

紙芝居『ゆう子さんからの手紙』
国際女性の地位協
会

1995
女性アーカイブ
センター

第4回世界女性会議NGOフォーラム北京’95の、国際女性の地位協会ワークショップにて発
表された紙芝居。

②第４回世界女性会議（北京会議）
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聯合国第四次世界婦女大会 : 平等・発展・和平 1995
女性アーカイブ
センター

第4回世界女性会議のポスター

男女共同参画社会基本法の成立 : 何が、どう、変わる
のか!?（毎日新聞）

毎日新聞社 1999.06.18 ☆

踏まれたスカート 安倍政権と女性 中 : 女性の決定権
やり玉 : 性教育に「処分」…現場二の足 : 家庭科にも強
まる国家色（朝日新聞）

朝日出版社 2007.07.11 ☆

「候補者数男女均等に」女性議員増 法成立 : 遅れる政界国
会1割強 : 女性参画への「出発点」超党派議連が実効策議論
へ : 女性政治塾 続々（東京新聞）

東京新聞社 2018.05.17 ☆ 「政治分野における男女共同参画推進法」関連記事

#With You性を語る : 女性と政治(上) : 参議院議員 寺田
静さん : 格差のない国へ 悩んだ1票 : 「生活の実際」
知って（秋田魁新報）

秋田魁新報社 2020.10.01 ☆

改革The論点 新政権に望む 7 : 日本総合研究所理事
長 翁百合氏 : 脱・少子化へ働き方柔軟に（日本経済新
聞）

日本経済新聞社 2020.10.08 ☆

共同参画　132号
内閣府男女共同参
画局総務課

内閣府男女共同参
画局

2020.03 ☆
北京会議から25年の節目にあたる北京+25について、国内や世界、国連などの男女共同参
画や女性活躍に関する取り組みを紹介。

女性ニューズ　第1144号　（複製） 全国婦人新聞社 1996.1 ☆
第4回世界女性会議（北京会議）から1周年を記念して、北京JACが東京で開催したシンポジ
ウム「北京から日本へ－女性たちのエンパワーメント」の報告記事。

女性ニューズ　第1440号　（複製） 全国婦人新聞社 2005.11.30 ☆
第4回世界女性会議から10周年および北京JAC設立10周年を記念し、国立女性教育会館に
て開催された、北京JAC第10回全国シンポジウムの報告記事。

北京JAC第10回全国シンポジウム　写真　（複製） 2005.11
女性アーカイブ
センター

第4回世界女性会議から10年を記念し、国立女性教育会館にて開催された、北京JAC全国
シンポジウムの写真。

女性政策に草の根の声生かせ : NGOの提言活発化 北京会議で採択
の行動綱領具体化へ : 選挙制度の見直し割り当て制の導入「国内本
部」の強化 : 5年間に取り組む目標は? （読売新聞）

読売新聞社 1995.11.27 ☆ 北京JAC　関連新聞記事

女性の社会参画テーマ 房野さんが講演 : 岡山で「北京
＋10」報告会（山陽新聞）

山陽新聞社 2005.06.05 ☆ 同上

女性ニューズ　第1289号　（複製） 全国婦人新聞社 2001.3.20 ☆ ネットワーク「JAWW（日本女性監視機構）」立ち上げ準備についての記事。

女性ニューズ　第1293号　（複製） 全国婦人新聞社 2001.4.30 ☆
国連女性の地位委員会（CSW）に参加したNGOメンバーによる報告と、第5回世界女性会議
の開催についての話し合いの記事。準備中のJAWWの組織・事務体制についても話し合わ
れた。

⑤関連団体紹介（JAWW（日本女性監視機構））

④関連団体紹介（北京JAC）

③北京会議から2020年まで
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NGOがみたCSW（国連女性の地位委員会）　写真　（複
製）

全国婦人新聞社 2001
女性アーカイブ
センター

3月に開催された第45回国連女性の地位委員会（CSW）の報告会と、新ネットワークJAWW
（日本女性監視機構）について話し合う様子の写真。

JAWW(日本女性監視機構)報告会　写真　（複製） 2005
女性アーカイブ
センター

北京で開催された「北京+10」記念国際会議の報告会の写真。

NGO、女性政策監視 : 2005年会議に向けネット（日本経
済新聞）

日本経済新聞社 2001.02.28 ☆ JAWW　関連新聞記事

女性政策問われる日本「北京+15」（読売新聞） 読売新聞社 2010.02.04 ☆ 同上

第4回世界女性会議開会式及び歓迎式典 1995
女性アーカイブ
センター

第4回世界女性会議の開会式と歓迎式典の写真10枚;スチレンボード(90cm×61cm)に貼付;写真の
キャプション: 「開会式出席者でにぎわう人民大会堂前」、「政府間会議が行われた国際会議場ロ
ビー」 、「発表を聞く各国政府代表者や記者たち。」

第4回世界女性会議 : NGOフォーラム開会式 1995
女性アーカイブ
センター

第4回世界女性会議NGOフォーラム開会式の写真12枚;スチレンボード(90cm×61cm)に貼付;写真の
キャプション: 「NGOフォーラム開会式は爽やかに晴れあがって…」、「思い思いのコスチュームでスタ
ンドにつめかけた女性たち」、「抽選でやっと手にした招待状を持ち、会場へ急ぐ人々

第4回世界女性会議 : NGOフォーラムワークショップ 1995
女性アーカイブ
センター

第4回世界女性会議NGOフォーラムの写真21枚をスチレンボード(61cm×90cm)2枚に貼付;写真の
キャプション: 「会場は北京市から80キロ離れた懐柔(ファイロー)で、会議場、中学校、ホテル、テントな
どを使って行われた」、「『私たちのワークショップへ来てください!』」、「中国政府はパフォーマンスやデ
モを禁じたが女性たちはさまざまな想いや願いを会場のあちこちで爆発させた」

第4回世界女性会議 : NGOフォーラムの様子 1995
女性アーカイブ
センター

民族衣装を身に着けた参加者の写真10枚;スチレンボード(90cm×61cm) に貼付;写真のキャプション:
「世界からの参加者も中国の少数民族の女性も伝統の民族衣装を誇らしげに着こなして」

第4回世界女性会議 : NGOフォーラムの様子 1995
女性アーカイブ
センター

第4回世界女性会議NGOフォーラムの写真13枚;スチレンボード(90cm×61cm)に貼付;写真のキャプ
ション: 「メキシコ、コペンハーゲン、ナイロビと4回目を迎えた北京では親子連れの参加者が目立っ
た」、「ヒラリー演説が行われたNGOメイン会場」、「雨の中警備に神経をとがらす中国当局」

第四次婦女問題世界会議 : 以行動謀求平等、発展与
和平 : 1995年9月4日至15日、中国北京

1995
女性アーカイブ
センター

公式ポスター（中国語）

Quatrieme Conference Mondiale sur les Femmes : lutte
pour l'egalite, le developpement et la paix : 4-15
Septembre 1995 Beijing, Chine

1995
女性アーカイブ
センター

公式ポスター（フランス語）

Cuarta conferencia mundial sobre la mujer : accion para la igualdad, el
desaprollo y la plaz 4 Al 15 de Septembre de 1995 Beijing, China 1995

女性アーカイブ
センター

公式ポスター（スペイン語）

Четвертая　всемирная конференция ио
иоложению женщин : Действия интереса
х равенства, развития и мира : 4-15 сентя
ъря 1995 года Пекин, Китай

1995
女性アーカイブ
センター

公式ポスター（ロシア語）

[第4回世界女性会議アラビア語ポスター] 1995
女性アーカイブ
センター

公式ポスター（アラビア語）

ケース以外の展示物（北京会議）
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