
＜図書＞

１.国際女性年・世界女性会議

No 書名 編著者 出版者 出版年 請求記号

1 国際婦人年メキシコ会議の記録
現代史出版会編集部編;ジャ
パン・プレス・サービス訳

現代史出版会 1975 367.1/Ko51

2
国連婦人の10年(中間年)と婦人の教育活動 : 昭和55年度婦人
教育研究集会記録

日本女子社会教育会編 日本女子社会教育会 1981 367.1/Ko49

3
国際婦人の10年から21世紀へ : 平等・発展・平和（資料 国際婦
人年 [1] ）

国際婦人年大阪の会編 創元社 1985 367.1/Ko51

4
国際婦人年(昭和50年)及び「国連婦人の十年」(昭和51年～60
年)の記録

総理府 1986 367.1/Ko51

5
2000年への女性のためのガイドライン : 「国連婦人の十年」ナイ
ロビ世界会議及び関連事業等報告書

内閣総理大臣官房審議室
(婦人問題担当室)編

大蔵省印刷局 1986   367.1/Ko49

6 ナイロビ戦略と女性の未来（資料 国際婦人年 2） 国際婦人年大阪の会編 創元社 1989 367.1/N28

7 第4回世界女性会議に関する資料集
全国労働組合総連合
婦人部

1994 367.2/D28

8 北京につどう : 95年国連世界女性会議に向けて 久保田真苗,大脇雅子[著] 日本社会党機関紙局 1994 367.2/P36

9 第4回世界女性会議・NGOフォーラム北京 (婦人白書 1995) 日本婦人団体連合会 ほるぷ出版 1995 367/F64/R

10
北京からのメッセージ : 第4回世界女性会議及び関連事業等報
告書

総理府内閣総理大臣官房男
女共同参画室編

大蔵省印刷局 1996 367.1/D28

11 ナイロビから北京へ : 10年の歩み : 昭和61年度～平成7年度 総理府 総理府 1996 367.1/N28

12
国際連合特別総会「女性2000年会議:21世紀に向けた男女平
等、開発および平和」

国際連合広報センター,国際
ソロプチミストアメリカ日本東
リジョン[編]

国際連合広報センター 2000 367.1/Ko51

13
「成果文書」をどう読むか : 北京プラス5ニューヨーク2000年世界
女性会議

アジア女性資料センター[編]
アジア女性資料セン
ター

2000 367.2/Se17

２.北京宣言・行動綱領

No 書名 編著者 出版者 出版年 請求記号

1 女性がつくる21世紀 : 私たちの北京「行動綱領」 清水澄子,北沢洋子共著 女性政策研究所 1996 367.2/J76

2 北京行動綱領を読む : 第4回世界女性会議報告 大阪市女性協会編
大阪市市民局生活文
化部女性施策推進課

1997 367.1/63-O

3
Open sesame! ひらけごま : イラストでよむ北京世界会議「行動
綱領」

プラウ・プロジェクト制作 プラウ・プロジェクト 1997 367.2/O69

4
権利実現のための公約 : 女性と少女の人権に関する、北京行
動綱領、関連国連会議および条約対照ガイド

UNIFEM,UNICEF著;山下泰子
監訳

横浜市女性協会 1999 367.1/37-Yo

2020年7月～12月　女性教育情報センターテーマ展示

北京＋25
～第4回世界女性会議（北京会議）から25年～

1995年に北京で開催された第4回世界女性会議（北京会議）

では、ジェンダー平等をめざす取り組みの指針となる「北京宣

言」と「行動綱領」が採択されました。

北京会議から25周年の節目に当たり、北京会議とその後ジェ

ンダー平等に向けた取り組みに関する資料を取り上げます。

国連は女性の地位向上を目指して、1975年を国際女性年と定めました。

同年、メキシコで「平等・開発・平和」をテーマに、国際女性年世界会議

が開かれ、「世界行動計画」が採択されました。

1976～1985年は「国連女性の10年」として取り組みが進み、1980年の

中間年、1985年の最終年に世界女性会議が開催されました。
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No 書名 編著者 出版者 出版年 請求記号

1
ありのままの女(ワタシ)が好き! : 第4回世界女性会議NGO
フォーラム参加報告集

DPIほか編 [DPIほか] 1995 367.2/A74

2 共同研究報告書 1995年度
世界人権問題研究セン
ター研究第4部

1996 367.2/Ky2

3 女たちの北京 : 第4回国連世界女性会議NGOフォーラム報告 女のスペース・おん編 女のスペース・おん 1996 367.2/O66

4 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 367.2/P37

5
札幌市「第4回世界女性会議NGOフォーラム」派遣団報告書 :
前へ進み続けよう

札幌市市民局青少年女性部
女性企画課

札幌市市民局青少年
女性部女性企画課

1996 379/11-Sa

6 福島の女性たちが見た-第4回世界女性会議&NGOフォーラム-
福島県生活環境部青少年女
性課女性政策室

福島県 1996 379/26

7
福島県の女性 : 第4回世界女性会議に伴うNGO Forum分科会
報告 : 1995.8.31

福島大学行政社会学
部栗原るみ研究室

1995 367.2/F84

8
女性の目を通して世界を見よう : 1995年栃木県女性の海外研
修「第4回世界女性会議NGOフォーラム参加事業」団員報告書

栃木県県民生活部婦人青少
年課

栃木県女性青年海外
研修実施委員会

1995 379/32

9 女性の目を通して世界を見よう : 第4回世界女性会議・報告書
宇都宮市女性団体連
絡協議会NGOフォーラ
ム北京'95視察研修団

1996 379/J76

10 第4回世界女性会議NGOフォーラム派遣団報告書
埼玉県第4回世界女性会議
NGOフォーラム派遣団

埼玉県県民部女性政
策課

[1996] 379/34

11 第4回世界女性会議NGOフォーラム北京'95報告書
NGOフォーラム千葉県
派遣団

 [1995] 367.2/D28

12 1995年第4回北京世界女性会議NGOフォーラム報告書 小原寿美編
東京都婦人教育研究
会

1995 367.2/D28

13 女性の諸外国派遣報告書 : 北京会議報告会記録集
板橋区生活文化部文化振興
課

板橋区生活文化部文
化振興課

1996 379/36

14
女性の海外視察報告 : 私たちの北京 第4回世界女性会議NGO
フォーラムに参加して

大田区総務部男女平等推進
室

大田区総務部男女平
等推進室

1996 379/36

15
葛飾区女性の海外派遣事業報告書 : (第4回世界女性会議
NGOフォーラム参加)

葛飾区女性の海外派遣事業
報告書編集会議

葛飾区女性センター 1996 379/36

16 北京女性会議参加報告会
高齢社会をよくする女
性の会「厚木」いちごの
会

1995 367.2/P36

17 友好の道 : 第四回国連女性会議・NGOフォーラム報告集
日中友好神奈川県婦
人連絡会

1996 367.2/Y97

18
第4回世界女性会議NGOフォーラム川崎市市民女性派遣団報
告書

川崎市市民女性派遣団報告
書編集委員会

川崎市市民局女性行
政推進室

1996 379/37-Ka

19 1995北京 第4回世界女性会議横浜市民派遣報告書
横浜市女性協会,横浜市市
民局女性計画推進室

横浜市市民局女性計
画推進室

1996 379/37-Yo

20
世界の風を感じて : 第4回世界女性会議・NGOフォーラム新潟
市派遣団報告書

新潟市総務局総務部女性政
策課

新潟市総務局総務部
女性政策課

1996 379/41

21
第4回世界女性会議NGOフォーラム'95報告書 ; いま大いなる一
歩を

富山県婦人会 [1996] 367.2/D28

22 第4回世界女性会議in北京NGOフォーラム報告書 富山県婦翔会  [1995] 367.2/D28

23 第4回世界女性会議「女性NGOフォーラム北京'95」参加報告書
石川県県民部生活局女性青
少年課

石川県  [1996] 379/43

３.北京会議・NGOフォーラム'95参加の記録
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24
女性の目を通して世界を見よう : 第4回世界女性会議・NGO
フォーラム 友好都市杭州市婦女連合会との研修交流会 : 福井
市民代表団報告集

世界女性会議・NGOフォーラ
ム福井市民代表団報告書編
集委員会

福井市・福井女性ネット
ワーク派遣実行委員会

1995 379/44

25
世界女性会議NGOフォーラム北京'95 : 浜松市女性リーダー海
外研修団報告書

浜松市教育委員会社会教育
部女性施策課

浜松市教育委員会社
会教育部女性施策課

1996 379/54

26
第4回世界女性会議女性NGOフォーラム北京'95愛知県派遣団
報告書

愛知県総務部青少年女性
室,愛知県教育委員会生涯
学習課

愛知県 1995 379/55

27
名古屋市女性海外派遣団報告書 : Look!女たちは地球規模 :
第4回世界女性会議、そして北京・南京・上海へ

名古屋市市民局女性企画室
名古屋市市民局女性
企画室

1995 379/55-Na

28
第4回世界女性会議NGOフォーラム報告書 : みんなでしあわせ
になろう

京都府,京都府NGOフォーラ
ム代表団

京都府 1995 379/62

29 京都市「第4回世界女性会議」派遣団報告書
京都市文化市民局市民生活
部男女共同参画推進課

京都市文化市民局市
民生活部男女共同参
画推進課

1996 379/62-Ky

30 95北京女性会議NGOフォーラム報告集
尼崎・北京の会編集委員会
編

尼崎・北京の会 1995 367.2/P36

31
第4回世界女性会議NGOフォーラム'95北京報告書 : 女性の目
から世界を見よう

95世界女性会議岡山連絡会
運営委員会編

'95世界女性会議岡山
連絡会

1995 367.2/D28

32 世界の女たちは今 : 第4回世界女性会議広島県派遣団報告書 (財)広島県女性会議 (財)広島県女性会議 1995 379/76

33
21世紀へ北京からの発信 : 第4回世界女性会議・友好都市重
慶を訪ねて

広島市女性行政推進課
広島市女性行政推進
課

1996 379/76-Hi

34
Keep on Moving Forward : 前進しつづけよう : 第4回世界女性
会議NGOフォーラム北京'95報告書

女性NGOフォーラム北京'95
報告書編集委員会

やまぐち女性財団  [1996] 379/77

35 第4回世界女性会議'95NGOフォーラム北京大会報告書
北京大会報告書編集委員会
企画・編集

香川県各種婦人団体
懇話会

1996 367.2/D28

36 福岡県NGO女性フォーラム'95北京NGOフォーラム参加報告書 FWF'95報告書編集委員会編
[福岡県NGO女性フォー
ラム'95]

1995 367.2/F82

37 北京会議報告書 : 第4回世界女性会議 : NGOフォーラム'95
久留米北京会議研修・交流
団[著]

久留米北京会議研修・
交流団

1996 367.2/P37

38 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 379/95

39 NGO北京・沖縄うない報告書 : 第4回世界女性会議
NGOフォーラム北京95沖縄
実行委員会編

NGOフォーラム北京95
沖縄実行委員会

1996 367.2/N69

40 第4回世界女性会議 : NGOフォーラム北京'95 : 報告書 豊見城実行委員会 1996 367.1/D28

No 書名 編著者 出版者 出版年 請求記号

1 北京発、日本の女たちへ : 世界女性会議をどう生かすか アジア女性資料センター編 明石書店 1997 367.2/P36

2 行動する女たちが拓いた道 : メキシコからニューヨークへ
行動する会記録集編集委員
会編

未來社 1999 367.21/Ko21

3
北京会議から女性2000年会議へ : 男女共同参画社会基本法を
中心に : エポック10トーク

名取はにわ[述]
豊島区立男女平等推
進センター

2000 367.1/36

4 男女共同参画統計データブック2015 : 日本の女性と男性 男女共同参画統計研究会編 ぎょうせい 2015 367.21/D37

5
連帯と行動 Part II : 時代を拓く女性たち : 国際婦人年連絡会40
年の記録

国際婦人年連絡会編
パド・ウィメンズ・オフィ
ス

2015 367.2/R27

6
2015年NGO日本女性大会 : めざそう!203050 平和な未来のた
めに : プログラム・資料

国際婦人年連絡会[編] 国際婦人年連絡会 2015 367.1/N79

7
北京女性会議から20年 : 日本の男女平等を進めるために : 報
告書

北京JAC編 北京JAC 2016 367.2/P36

４.北京会議から25年～男女共同参画・ジェンダー平等の現在～

3 



8
国連女性差別撤廃委員会 : 総括所見の活かし方と今後の課題
: 第7回及び第8回報告書審査を踏まえて

日本弁護士連合会[編] 日本弁護士連合会 2017 367.2/Ko49

9 男女平等はどこまで進んだか : 女性差別撤廃条約から考える 国際女性の地位協会編 岩波書店 2018   367.1/D37

10
知る・わかる・伝えるSDGs : 貧困・食料・健康・ジェンダー・水と
衛生

阿部治編著;野田恵編著 学文社 2019 333.8/Sc9

11 JAWW NGOレポート : 北京+25に向けて
JAWW(Japan Women's
Watch, 日本女性監視
機構)

2019 367.1/J29

12 女性学・男性学 : ジェンダー論入門 (第3版)
伊藤公雄,樹村みのり,國信潤
子著

有斐閣 2019 367.2/J76

13 男女共同参画白書　令和元年版 内閣府男女共同参画局編 勝美印刷 2020 367.1/D37/R

14
CSW (国連女性の地位委員会) 基礎知識 : Commission on the
Status of Women

国立女性教育会館 [編] 国立女性教育会館 2020 367.1/C94

＜新聞記事＞

No 記事タイトル等 新聞名

1
95北京女性会議 : 女性会議で自信 : さあ改革へ発信だ : 報告
集会へ、組織づくりへ : 「積極行動こそ」決議の実行求め政府へ
の要請も

朝日新聞

2
「女性は変革の担い手」 : 北京女性会議 : 「行動綱領」「北京宣
言」採択し閉幕 : 行動綱領 : 各国に具体策求める : 女性関連機
関の強化も : '95世界女性会議

毎日新聞

3
変わりゆく女性 北京会議25年(1) : 男女差ない職場道半ば : 非
正規シングル「収入少なく不安」 : 行動綱領に基づき法整備進
む

読売新聞

4
変わりゆく女性 北京会議25年(2) : DV後絶たず対策なお課題 :
相談員の質、加害者向け教育 : 「暴力許さない」相談件数最多

読売新聞

5
変わりゆく女性 北京会議25年(3) : ジェンダー平等 学ぶ若者 :
性差への固定観念考える

読売新聞

6
変わりゆく女性 北京会議25年(4) : 身近な自治会長 まだ6% : 地
方議会進出の契機に / 板東玲子 [ほか]

読売新聞

 

2020.02.25

2020.02.26

2020.02.27

2020.02.28

掲載日

1995.09.21

1995.09.16

図書の貸出や複写郵送サービスなどを行っています。

ぜひご活用ください！

女性教育情報センターは、国立女性教育会館内にある、

男女共同参画および女性・家庭・家族に関する専門図書館です。

●文献情報データベース（所蔵検索）
http://winet.nwec.jp/bunken/opac_search/

【検索キーワード】

世界女性会議、北京会議、男女平等、エンパワーメント、ジェンダー など

お問い合わせ先
女性教育情報センター

（独立行政法人国立女性教育会館 情報課）

〒355-0292
埼玉県比企郡嵐山町菅谷728番地

TEL:0493-62-6195
FAX：0496-62-6721
E-mail:infodiv@nwec.jp
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