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110 男女共同参画の視点に立つキャリア開発プログラムを考える 会館提供ワークショップ N1 第59回国連婦人の地位委員会（CSW）報告会 会館提供ワークショップ N2 リレートーク「東北はいま～男女共同参画の視点からの復興」 会館提供ワークショップ
（共催：復興庁男女共同参画班）

N3

101 大学生によるデートDVワークショップ－寸劇・歌・ダンス－
明治大学情報コミュニケーション学部
堀口悦子ゼミナール（2年・3年） 9 ワークショップ　「働く女性の意識改革」－企業、上司、女性自

身の立場で考える－
公益財団法人２１世紀職業財団 19 女性差別撤廃条約と日本ー日本審査に向けて

日本女性差別撤廃条約
NGOネットワーク

8

109
男女共同参画推進センターの役割と機能、地域や利用者と
の連携・協働

山梨県立男女共同参画推進センター
（ぴゅあ） 32 行列ができる講座の企画と思わず手にとるチラシのつくり方

～人が集まる講座の企画・実施で男女共同参画の地域づくりを！～ 講座企画塾　吉田清彦 1 北京＋20「世代間対話ーいまの視点から北京行動綱領を読む」 北京JAC
（世界女性会議ロビイング・ネットワーク）

36

201
突然の災害から地域やたいせつな人を守るための「エセナお
おた版避難所運営ゲーム」体験

特定非営利活動法人
男女共同参画おおた

33 日米高校生との交流報告
～ジェンダーの視点をいれた原発事故から学んだこと～

一般社団法人国際女性教育振興会
福島県支部 7 若者の性意識とデートDV

～互いを思いやる豊かな関係をめざして～
NPO法人SEAN（シーン） 23

206
社会的弱者を支える”まさか”の時につながる「地域防災ネットワーク」
～外国人の防災を考える会の取り組みから得たものは？～

特定非営利活動法人
みんなのまち草の根ネットの会

42 北京会議から20年！いまだにつづく男女賃金差別！！ 均等待遇アクション２１ 14 もっと数字で勝負だ！
－データ解析に基づいた男女共同参画のススメ－

政策コンサルタント　小林敦子 29

207 女性活躍の武器として、経営数値に強くなる！ 株式会社ビーエムエー 31 与謝野晶子を羽ばたかせた、偉大な夫、寛 与謝野晶子を語る会 40 脱暴力支援と複合的援助の有効性 メンズカウンセリング協会 12

208
非正規で働く35歳以上のシングル女性の現状と支援のあり
方を考える

公益財団法人横浜市男女共同
参画推進協会

24 まなぶ　みがく　つながる　→一歩前へ！
　「お茶大女性ビジネスリーダー育成塾：徽音塾」

お茶の水女子大学
グローバルリーダーシップ研究所 15 源氏物語に学ぶ男女共同参画　式部の思いこそ原点 源リウ会 27

大会議
室

ワークショップ　女性の力で変革を
～男女共同参画と災害リスク削減～

男女共同参画と災害・復興ネットワー
ク（JWNDRR)・（公財）日本女性学習
財団（JAWE)

34 女性差別撤廃条約と選択議定書・調査制度
―メキシコケースを事例に―

国際女性の地位協会 30 「北京+20」前へ！～世界の潮流は「男女50・50」へ クオータ制を推進する会 10

301
学校教育における男女共同参画
―学校教育で育てたい「道徳」って？―

男女平等をすすめる教育全国
ネットワーク

43 「北京+20以後の課題と戦略」 JAWW（日本女性監視機構） 28 安全確保と意思表示～体と心を守る女性のための護身とは～
インパクト東京
(NPO法人ライフライツ）

37

303 ～減災と克災～と男女共同参画 とよはし女性フォーラム 44 『ピーターラビット』から読み解く女性の社会進出・男女共同参
画・環境保全他

ヌエック・ポターノットの会 41 暮しとキャリアのデザイン～しつもんで未来を拓く～
働く人の応援プログラム～卓育のすすめ～

暮らしとキャリアのデザイン研究会＆
食空間コーディネート協会関東甲信
越支部

13

304
男女共同参画スタディツアー学んだ先進国の女性と男性の
生き方を語合う

とちぎつばさの会 2 花作りで環境と男女共同参画問題を解決 八万花の会 26

306 男女共同参画社会の啓発活動を分析する i-さんかく座（あいさんかくざ） 22 学生の視点から見る男女共同参画～結婚って何だろう？～
岩手大学男女共同参画推進
学生委員会

25

女性関連施設の成果って何だろう？
－「男女共同参画センター等との関わりについての調査」報告会－

特定非営利活動法人リソース・
エンパワメント・ネットワークREN 17

どんな人間にも住みやすい「世間」へ
～男女共同参画とセクシュアル・マイノリティー～

つるがしま落語会 3

ワークショップタイトル 運営団体･グループ名 No パネル展示タイトル 運営団体･グループ名 No 　　　　　　　　　　　　　　会　　　場

110 メディアと格闘するアーキビストたち～実践と報告より NWECアーキビストの会 39
子育てを切り口とした男女共同参画推進活動
『パパと赤ちゃんとのベビーダンス』

一般社団法人日本ベビーダンス協会 1 　　　　　　　本館ロビー（総合受付となり）

101 暴力のない世界を創る若年層のためのグローバルプログラム
公益社団法人ガールスカウト
日本連盟

38 『災害と女性』 ねりまジェンダー研究会 2 　　　　　　　本館ロビー（総合受付となり）

109 ”ダイバーシティ” を語らうカフェ
～多様な人々の個性を尊重し組織を伸ばすダイバーシティの魅力を学ぶ～

”ダイバーシティ”の本質と魅力
を学ぶ会

35 筑波大学における女子中高生の理系進路選択支援の取り組
みと課題

筑波大学　ダイバーシティ推進室 3 　　　　　　　本館ロビー（総合受付となり）

201
ワークショップ　子どもたちを災害から守る
～防災寺子屋（sole）の活動～

NPO法人パートナーシップながれや
ま・流山子育てプロジェクト 4 ジェンダーを探そう＠Library

 ～Look at Your Library with gender perspective～
図書館員のキャリア研究フォーラム 4

　　　　　　　本館2階
　　　　　　　　 女性教育情報センター前

206 「日本を変えた１０人の女性音楽家」 ミュージック　トラベル 6 スポーツと女性 埼玉県男女共同参画推進センター 5 　　　　　　　本館ロビー（総合受付となり）

207 「3.11 福島原発事故」と男女共同参画社会
婦人国際平和自由連盟
（WILPF)日本支部

16 「クオータ制」は鍵なり　～女性参政権 これまで＆これから～ クオータ制の実現をめざす会 6 　　　　　　　本館ロビー（総合受付となり）

208 安心・安全な「対話を醸す土壌を作る」ワークショップ紹介 働く女性の全国センター 5 北京世界女性会議　資料展示
「北京世界女性会議―あの時、今、そしてこれから」

国立女性教育会館（企画・協力：北
京＋20 NGOフォーラム実行委員会）

A 　　　　　　　本館2階
　　　　　　　　 女性教育情報センター前

301
東京から発信するメッセージ「これでいいのか！男女平等条
例制定」～渋谷区と台東区の実情～

東京男女平等条例ネットワーク 20 男女共同参画の視点からの復興 復興庁男女共同参画班 B 　　　　　　　研修棟110研修室横

303 幻の染「紅板締め」復元活動から得た文化と女性史
－内に秘めた紅のパワーを現代に受け継ぐ－

たかさき紅の会 18 　

306 若い世代が読む北京行動綱領
－行動綱領で目指したものを振り返り、今の課題を洗い出そう

特定非営利活動法人
アジア女性資料センター

21

平成２７年度「男女共同参画推進フォーラム」ワークショップ・パネル展示一覧

　　　　　　　　日時
会場

ワークショップ（1）　8月20日（木）　15:30～17:30 ワークショップ（2）　8月21日（金）　10:00～12:00 ワークショップ（3）　8月21日（金）　15:30～17:30

1
階

２
階

◆実技研修棟前　： 情報交換コーナー
   参加者の皆さまが、ご所属団体のパンフレットやチラシなどの資料や書籍などを自由
に交換・販売するコーナーを設置しますので、ご利用ください。
資料の運搬、陳列、金銭の取扱いなどは、各自の責任でお願いします。

研
修
棟

響書院

３
階

1
階

２
階

ワークショップ（4）　8月22日（土）　10:00～12:00

３
階

研
修
棟

　　　　　　　　日時
会場 8月20日（木）

15:30～17:30

パネル展示

8月21日（金）
10:00～12:00

8月21日（金）
15:30～17:30

8月22日（土）
10:00～12:00


