平成３０年度「男女共同参画推進フォーラム」ワークショップ一覧
８月３０日（木） １５：３０～１７：３０
ワークショップタイトル

内容

形式

資料

会場

〔運営団体･グループ名〕
「政治分野における男女共同
参画推進法」成立を受けて女性 政策・方針決定過程への女性参画の拡大のためには、
制度面の整備と、実際に立候補して議員になる女性へ 報告・討議 あり
を議会へ
５００円
の支援が欠かせません。女性議員を増やすために「私
たちに何ができるか」を、ともに考え行動しませんか？
〔クオータ制を推進する会〕
「日本とアジアの多様性・ジェン
ダー視点に立った防災ガイドラ 皆さんの地域の防災ガイドラインは、多様性やジェン
ダー視点に立った内容となっていますか？国内外のユ 報告・討議 あり
イン」
５００円
ニークなガイドラインの紹介を通して、ガイドラインの作り
方や使い方について一緒に考えてみませんか？
〔男女共同参画と災害・復興
ネットワーク（JWNDRR）〕
なぜ強姦は裁かれないのか？
－私にとって強姦とは、強姦と
法律、など－
〔東京・強姦救援センター〕

110

研
修
棟
1
階

被害に遭うのは隙があるから？「好きだ」って言われた
けどそれでも強姦なの？知り合いでも訴えてもいいの？ 報告・討議
あり
ロール
―知り合いからの性犯罪とその背景にある性差別につ プレイ等 １００円
いて一緒に考えませんか？―

日本女性会議は、男女共同参画社会の実現に向けた課
男女共同参画の視点から地域 題の解決策の探求と、参加者・情報のネットワーク化を
課題を掘り起こす～日本女性会 目的とした国内最大級の会議です。昨年度開催地・苫小
議の取組から～
牧市と今年度開催地・金沢市からの報告を通して、地域 報告・討議
課題の掘り起こし、人的・物的資産を活かした解決方策
の組み立て方、地域連携の在り方などについて考えま
〔会館提供ワークショップ〕
す。

109

大
会
議
室

あり
無料

男女平等世界一の国アイスラン
ドの視察研修から、今何が出来 人口の少ない極北のアイスランドにおいて、女性がどの
報告・討議 あり
るか。
ように男女平等を勝ち取ってきたのか？
５００円
私たちは今どう活かすか。
〔一般社団法人国際女性教育振
興会〕
ジェンダー平等の視点に立った
学習活動―科学と人権、平等な 今の性教育は不十分だと言わざるをえません。それが
関係性にもとづいた性教育を!― 性暴力事件や若年の妊娠・中絶などの社会問題に波及 報告・討議 あり
３００円
しているのではないでしょうか。今、国際基準による科学
と人権を基盤とした性教育が切実に求められています。
〔ジェンダー平等をすすめる
教育全国ネットワーク〕

101

中
会
議
室
研
修
棟

201

２
階

市民の視点で作成したジェン
ダー統計リーフレットー岡山市の 市民が主体で作成するジェンダー統計リーフレットの意
女性の労働と暮らしを中心にー 義は何だろうか。行政主体で作成したものとのメリット、 報告・討議
デメリットについて語り合いたい。市民と行政者双方で意
見を出し合いましょう。
〔ジェンダー統計を語ろうかい〕

あり
無料

206

あの人が集まる男女センターの
指定管理者が女性向けの起業 集客力のある講座で有名な都内の男女平等推進セン
支援施設「パシオンTOKYO」を ターの指定管理者が、借金してまで女性向け創業支援 報告・討議
施設を開設。その苦労と実績と効果を赤裸々に発表しま 参加者同
立ち上げた！
す。参加者には人が集まる講座づくりの冊子をさしあげ 士の交流
〔特定非営利活動法人
ます。
男女共同参画おおた〕

あり
無料

207

平成３０年度「男女共同参画推進フォーラム」ワークショップ一覧
８月３０日（木） １５：３０～１７：３０
ワークショップタイトル

内容

形式

資料

会場

〔運営団体･グループ名〕
男女で考える
『働きながら子育てする未来』
〔希望するみんなが保育園に
入れる社会をめざす会〕

働きながら子育てする未来を共に語りませんか？厚生
労働省イクメンの星、女性活躍推進コンサルタント、子育 報告・討議
て環境の研究者によるパネルディスカッションと、全員参
加型のワークショップで課題解決の糸口を考えます。

あり
無料

研
修
棟

208

２
階

映画「たたかいつづける女たち
～均等法前夜から明日へバトン 1980年代「私たちの欲しいものは男女平等法」と労働省
まで女たちはリレーして走り抜けました。今、女性たちの 映画上映・ あり
をつなぐ」 上映と意見交換
討議
５００円
現状をどう感じていますか？世代を超えて映画を見て意
見交換しませんか
〔働く女性の全国センター
（ACW2）〕

301

虹色キャリア♪ワークショップ
「キャリア＝仕事のこと！？」実はもっと広い意味を持っ
～わたしらしい生き方・働き方～
ています。仕事・家庭・趣味・・・あなたが担っている役割 報告・討議
全てがキャリア！過去から未来まで、あなたのキャリア 実技体験
を『虹色』に見える化してみませんか？
〔虹色キャリア〕

302

あり
無料

女性活躍時代の「市民編集員
チームによる広報誌のつくりか
た」ワークショップ～地域の出会 女性活躍が言われ、みんな忙しい時代。でも月に２回
いに学ぶ、書くことを楽しむ、話 （＋α）の立ち止まる時間、語り合う時間は自分を取り戻 報告・討議
し、地域を愛し、キャリアにもつながる貴重な場です。今
し合いに力をもらう
どきの市民参加の編集会議を体験してみませんか
〔Msスクエア編集委員グループ〕

あり
無料

『ピーター・ラビット』の絵本作家
絵本の輪
ビアトリクスポターの生き方から ピーター・ラビット等の絵本をとおして作品の魅力を探り 読・解説、
女性の社会的貢献をかたちにす 女性として絵本作家という職業で自立し社会活動キャリ ビアトリク
スポター
るために考える
アを積み、社会貢献したポターの一生から社会参画へ
女性のヒ
のヒントをみつけてみませんか。
ストリーな
〔ヌエック・ポターノットの会〕
ど

あり
無料

304

あり
無料

306

研
修
棟

302

３
階

「男性ケアワーカー（male nurse）」

と共に考える男性にとっての男
女共同参画プログラム
〔国際医療福祉大学
成田看護学部 助教 古山陽一〕

看護系大学における男性教員として、男性の育児・看
護・介護等へのケア参画を支援する取組（＝「ケアメン」 報告・討議
の育成）を進めてきました。「男性にとっての男女共同参 実技体験
画」のあるべき姿について、共に考えてみませんか？

◆すべてのワークショップは原則無料で参加・見学できます。一部のワークショップにおいて希望者に対し有料で資料を配布しています。
◆本館１階ロビー南側：情報コーナー
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・各団体の責任でお願いします。

平成３０年度「男女共同参画推進フォーラム」ワークショップ一覧
８月３１日（金） １０：００～１２：００
ワークショップタイトル

内容

形式

資料

会場

運営団体･グループ名
つながりませんか（ネットワーク） 苫小牧は市民団体・企業・行政各々の責務について平
全国のみなさん！！
等社会実現にむけ全国に発信しました。名称を「平等社 呼びかけ
の言葉、
会を推進するネットワーク苫小牧」と変え全国の皆様と 意見交換
ネットワークに＝つながりませんか 全国のみなさん＝
〔平等社会を推進するネット
ワーク苫小牧〕
寸劇・あなたならどうする・・・・・ スーパーでの夫とのかかわり。街角で出会った２人の発 実技体験
ロール
私は！
見。どんな出会いと発見があるでしょうか。一緒に考えて プレイ等
みませんか。
〔川越・参画座〕
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〕
主体的に活動を続ける７人の
女性音楽家とその音楽を紹介
する講座
〔MUSIC TRAVEL
（ミュージックトラベル）〕
持続可能な社会を作る消費者
～地球の未来に向けて～
〔文部科学省〕

約1000年以前、すでに紫式部は源氏物語の中で、男女
の問題をテーマにして「人間とが何か」「女だって人間よ」
と訴えています。紫式部が源氏物語に込めた熱い思い
について、共に考え、語り合いませんか。現代社会に於
ける男女のあり方を語り合いましょう。

はじめに
講演で解
説をする。
その後、
共に語り
合う。

主体的に活動を続け音楽の世界を拡げている女性音楽
家を紹介いたします。音楽を聴きながら学んでください。 報告・討議
紹介するのは、松任谷由実、岡村孝子、西本智実、上
原ひろみ、吉岡聖恵、ビョーク、アガ・ザリアンです。

私たちの消費生活に関する行動が、現在及び将来の社
会経済や地球環境に影響を及ぼし得るものであると
報告・討議
知っていますか？各地の取組事例やパネルディスカッ
ションを通して、消費について考えてみよう！

あり
無料

あり
無料

あり
無料

110

研
修
棟
1
階

あり
無料

大
会
議
室

あり
無料

研
修
棟

女性研究者ネットワークの意義
と可能性

２
階

〔埼玉大学 男女共同参画室〕

あり
無料

スタディツアーで得た沖縄の問
題を地域で伝える～性暴力につ 沖縄の構造的な暴力の問題を地域で自分事として考
報告・討議
あり
いて一緒に考えてみませんか～ え、伝える方法について一緒に考えませんか。スタディ
ロール
ツアーを企画した経緯からそこで出会った人の話まで、 プレイ等 ３００円
〔箕面市人権啓発推進協議会 地域での実践をもとにした報告会と話し合いをします。
男女協働参画啓発研究部会〕

109

マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
室

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 数多くの事例をもとに魅力的なタイトルやキャッチコピー
のつけ方、募集方法やチラシのつくり方など、人が集ま 報告・討議 あり
で男女共同参画の地域づくり
５００円
る講座を作るために必要なことのすべてを具体的に解
を!～
説します。男女共同参画講座事例も豊富に紹介します。
〔講座企画塾 吉田清彦（個人）〕

ダイバーシティ研究環境実現を目的として、現在わが国
で展開している女性研究者ネットワークのグッドプラク 報告・討議
ティス紹介を行った上で、こうしたネットワークの意義と
今後の可能性(連携）について討議します。

101

中
会
議
室

201

206

平成３０年度「男女共同参画推進フォーラム」ワークショップ一覧
８月３１日（金） １０：００～１２：００
ワークショップタイトル

内容

形式

資料

会場

運営団体･グループ名
お茶の水女子大学における女性 男女共同参画推進に関わる取組として、女性リーダー
リーダー育成のための取組につ シップ育成の教育プログラムやワーク・ライフ・バランス
いて
実現のための環境作りなどについて紹介し意見交換を 報告・討議
行います。皆様のご参加を心よりお待ち致しておりま
〔お茶の水女子大学グローバル す。
リーダーシップ研究所〕

あり
無料

進めたい：地域における男女共
同参画－市民・議員・自治体の ダイバシティーや多文化共生が男女共同参画にとって
かわる動きの中で 真の男女共同参画を地域で進める 報告・討議 あり
「連携」を考える
５００円
ために必要なものは何か。それぞれの立場からの困難
〔北京JAC（世界女性会議ロビイ や課題を共有し、克服する手段として「連携」を考える。
ングネットワーク）〕
出番です！
議会はあなたを待っている。
〔全国フェミニスト議員連盟〕

なし

あれから10年、男女平等推進 男女平等推進センターで男性グループが誕生してから
センターから生まれたシニア男 10年余り。誕生の経緯や活動の歩み、継続して活動で 報告・討議
ロール
性グループのその後！
きた理由等を発表します。地域で男性グループを作りた プレイ等
いと思っている方はぜひご参加ください。
〔サードエイジサロン〕

あり
無料

男女共同参画とユニバーサルデ 公共施設でベビーシートがないトイレは珍しい！でも、ユ
ザイン～差別解消法はできたけ ニバーサルシートは？ユニバーサルデザインの視点で
あり
ど、何が問題～
公共施設の実態を調べたら、男女共同参画が推進でき 報告・討議 ５００円
る障がい者課題解決の観点が見えてきた。その実際を
〔特定非営利活動法人
報告します。
みんなのまち草の根ネットの会〕

〔特定非営利活動法人SEAN〕
創作落語／おしゃべり・タイム／
歌とミニ講座「ニッポンの男女と
共同参画 やっぱり男はイクジな
し?!」（口演・講義・コーディネー
ト：男女共同参画落語創作・
口演家 千金亭値千金）

208

301

302

研
修
棟

あり
無料

303

３
階
304

2014年から始まった、小学生対象デートDV予防「みんな
活き活きプログラム」の大阪枚方市からの依頼実績(今 報告・討議 あり
５００円
年度含む)は30校74クラスです。その報告とプログラム
体験を通して、ディスカッションします。

妻にも夫にも育児休業をするチャンスがある。それが男
女共同参画。ならば妻と夫が、半年ずつ休業しようという 創作落語
ことで話がまとまります。ところが、男が仕事を休むとな
りますと、簡単にはいかないようでございまして…

207

２
階

政治分野における男女共同参画推進法が制定されまし
た。女性議員を増やし、議会改革を進めることで、出産 報告・討議 あり
５００円
育児介護などがあっても、議員活動を続けられるような
仕組みをご一緒に考えていきましょう。

企業やビジネスに必要な知的財 起業やビジネスにおいて必要な知的財産の知識を女性
産の初歩講座
弁理士がわかりやすく解説します。また、あまり知られて 報告・討議
いない女性弁理士としてのキャリア形成の実情について
〔埼玉応援隊女性弁理士
もお話しますので、ぜひご参加ください。
パール会〕

【実践報告＆プログラム体験】
小学生対象デートDV予防
「みんな活き活きプログラム」

研
修
棟

306

実
技
研
修
棟

響
書
院

〔つるがしま落語会〕
◆すべてのワークショップは原則無料で参加・見学できます。一部のワークショップにおいて希望者に対し有料で資料を配布しています。
◆本館１階ロビー南側：情報コーナー
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・各団体の責任でお願いします。

平成３０年度「男女共同参画推進フォーラム」ワークショップ一覧
８月３１日（金） １５：３０～１７:３０
ワークショップタイトル

内容

形式

資料

会場

〔運営団体･グループ名〕
男女共同参画社会の実現を推進するには、地域課題の
男女共同参画の視点に立った地 解決に向けて体系化された効果的な学習プログラムを
域づくりについて考える～学習 開発・企画・展開する人材として「学習オーガナイザー」
オーガナイザー養成研修から～ が必要です。この時間では、学習オーガナイザーの役 報告・討議
割、学習プログラムの設計図となる「プログラムデザイ
ン」、地域づくりを進めるプログラム作りについての解
〔会館提供ワークショップ〕
説、実践事例をもとにフロアとの意見交換を行います。
今こそ女性差別撤廃条約で
ジェンダー平等な社会を！
〔JNNC（日本女性差別撤廃条
約NGOネットワーク）〕

あり
無料

日本に残る女性を差別する悪しき慣行や慣習。日本の
女性差別がいかにグローバル・スタンダートからかけ離 報告・討議 あり
５００円
れているかが露呈している今こそ、女性差別撤廃条約
選択議定書批准に向けて考えましょう。

～東京から発信するメッセージ～

「多様な性」「多文化共生」が盛り 東京では、この４月に「多様性」「多文化共生」をタイトル
に入れた世田谷区の条例、「アウティング禁止」が注目 報告・討議 あり
込まれる「男女平等」条例の今
５００円
されている国立市の条例が施行。両自治体の市民か
ら、その特色や成立過程などを報告します。
〔東京男女平等条例ネット
ワーク〕
学校におけるキャリア教育
＜女子の理系進路選択支援授
業＆市教委との協働によるキャ
リア学習ノート＞
〔特定非営利活動法人
あなたらしくをサポート〕

110

101
研
修
棟
1
階

109

マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
室

キーワードは「NPOと大学や教育委員会との連携～キャ
リア教育を通じて～」
・中学校での「理系進路選択支援授業」の事例と男女別 報告・討議 あり
２００円
意識調査結果。
・小中学生向け「キャリア学習ノート」作成への参加報
告。

防災・減災に取り組む女性を育
てるー仙台・東京・福岡の実践か 災害時浮き彫りとなった様々な困難を繰り返さないため
には、災害から地域を守る女性達の力が不可欠です。 報告・討議
らー
今、各地域に防災の担い手となる女性達が誕生してい
ます。その取組を通して今後の展望を語り合いましょう。
〔特定非営利活動法人
イコールネット仙台〕

あり
無料

大
会
議
室

昨年8月のワークショップにて報
告した4か国比較を頭に昨年10 フィンランドと日本の教育の違いについて、意見交換が
月訪れたフィンランドの教育の できたらと思います。そこに昨年報告したノルウェー・デ
報告・討議
在り方等の報告
ンマーク・ドイツとの関わりから意見交換ができればと考
えています。
〔とちぎつばさの会〕

あり
無料

中
会
議
室

講座修了生の出口戦略～グルー グループワークを通して個人の学びを社会化する―静
プワークの成果発表＆人材バンク
岡市女性会館主催「アイセル女性カレッジ」は昨年度、
とのコラボ事例から～
新プログラムを実施。修了生には静岡版女性人材バン 報告・討議
ク登録を勧め、学びの継続、実践、交流につなげていま
〔特定非営利活動法人 男女共 す。
同参画フォーラムしずおか〕

あり
無料

女性のフォトボイス（写真と声）
を通してー東日本大震災から８ 被災した女性たち自らが、撮影した写真と声（メッセー
ジ）を通して、現状と課題を報告します。
あり
年目の現状と課題を考える
報告・討議
３００円
男女共同参画の視点も含め防災・復興について共に考
投影
えます。フォトボイス（PhotoVoice）の手法も紹介します。
〔特定非営利活動法人
フォトボイス・プロジェクト〕

研
修
棟
２
階

201

206

平成３０年度「男女共同参画推進フォーラム」ワークショップ一覧
８月３１日（金） １５：３０～１７:３０
ワークショップタイトル

内容

形式

資料

会場

〔運営団体･グループ名〕
トイレは「誰にでも」使いやす
い？～〈性〉の多様性の視点か
ら考えよう～
〔埼玉大学
みんなのトイレプロジェクト〕
セイフティネットをジェンダーの
視点から検証する
〔ＪＡＷＷ（日本女性監視機構）〕

学校は誰にでも平等に開かれた場ですが、例えばトイレ
などは「男女」でしか分けられていないことがあります。こ 報告・討議
れって本当に「誰にでも」平等に開かれていると言える
のでしょうか？みんなで一緒に考えましょう！

あり
無料

来年の国連女性の地位委員会（CSW）の優先テーマは
「ジェンダー平等のための社会的な保護システム」です。 報告・討議 あり
３００円
「誰一人取り残さない」ための国内のセイフティネットに
ついて、考えます、グローバルな自分事として。

「CSW62インターンが知った
私たちBPWインターン生は、CSW62に参加しました。常
性暴力」～その克服にむけて～ にテーマとなる女性のエンパワーメントに焦点をあて、性
報告・討議
暴力の問題解決が女性のエンパワーメントと密接に関
〔認定特定非営利活動法人
わっていることについて皆さんと議論をします。
日本BPW連合会CSWインターン〕

研
修
棟

207

２
階

208

なし

301

かつての地場産業であった町の資源（竹と筍）を使って
の町おこしに取り組んでいます。竹林整備から食品の製 報告・討議
造・販売までを手掛けています。男性とも協働できてい
ます。

あり
無料

302

男性が地域で居場所を持ちなが ヘルシーカフェのらに関わる男性２人はすっかりカフェに
ら朗らかに暮らすために
溶け込み、地域での暮らしを楽しんでいます。そんな２ 報告・討議
人の事例を題材にして、男性が自分の居場所を見つけ
て、地域で朗らかに暮らす方法について話し合います。
〔ヘルシーカフェのら〕

あり
無料

303

ダイバーシティの本質～経済活
性化とワークライフバランスを 国際比較をふまえてダイバーシティの本質に迫ります。
「ダイバーシティ推進の試金石としての女性活躍推進」 報告・討議
実現する鍵～
による経営効果、統計分析に基づく各種情報提供は、
〔”ダイバーシティ”の本質と魅力 企業、大学、自治体等にて活用されています。
を学ぶ会〕

あり
無料

ワークショップ
竹と筍を活用しての町おこし
〔特定非営利活動法人 加茂女〕

与謝野晶子の生誕140年に今
私たちが学ぶこと
〔与謝野晶子を語る会〕

研
修
棟

今年は晶子の生誕140年です。11人もの子を育てつつ、
24余の歌集、15の評論集、源氏物語現代語訳等を上梓 講演の
あり
後、参加
したかげには、師であり夫である寛（鉄幹）の協力があり 者と意見 ２００円
ました。夫婦それぞれの作品を通して「家族」を考えま
交換
す。

３
階

304

305

実技体験
レク
朗読劇「SEVEN・セブン」を通し 「セブン」は現代の女性が直面する様々な問題に取り組
チャー・
て学ぶ21世紀の女性問題
む世界７人の女性リーダーを描いたドキュメンタリー劇。 プレゼン
あり
演出家と役者と共に７人の「人生」を生き、それを人々に テーション・ 無料
ワーク
伝えていく朗読上演法を体験するワークショップ。
〔シアター・クラシックス/
ショップの
TCセブンの会〕
三部構成

306

◆すべてのワークショップは原則無料で参加・見学できます。一部のワークショップにおいて希望者に対し有料で資料を配布しています。
◆本館１階ロビー南側：情報コーナー
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・各団体の責任でお願いします。

平成３０年度「男女共同参画推進フォーラム」ワークショップ一覧
９月１日（土） １０：００～１２：００
ワークショップタイトル

内容

形式

資料

会場

〔運営団体･グループ名〕
ニューヨークの国連本部で開催された国連女性の地位
「ユースが見てきた世界とユース 委員会（CSW）に参加し学んだ10代から30代の若者が中
から見える社会」
心となって、今感じていることや身の回りで起きている問 報告・討議
題、若い女性の生きづらさや見えにくい貧困、差別など
について報告し、今後の取組みの可能性について会場
〔会館提供ワークショップ〕
の皆さまと一緒に考えます。
ガールスカウト提供
少女と女性に対する暴力をなく 小学生から若者までを対象とし各年代にあわせて開発
された、「差別と暴力のない世界をつくる」ためのプログ
すための教育プログラム体験
ラムを体験していただきます。頭と体を使うワークショッ
プをあなたの地域や学校での実施をご検討下さい。
〔公益社団法人
ガールスカウト日本連盟〕

実技体験

110

なし

あり
無料

研
修
棟
1
階

防災若手人財育成事業
高校が避難所に、その時、自分た
青森中央高校が避難所に指定され、総合的な学習の時
ちにできること
～高校生防災ゼミの学びと実践 間で防災研究に取り組んで３年。今年度は行政や地域・
あり
報告・討議
５００円
～
企業を巻き込んで多様性配慮の避難所運営訓練を実
践。実施に至るまでの経緯や実践内容を報告します。
〔一般財団法人男女共同参画
地域みらいねっと〕

大学生によるデートDVワーク
ショップ
〔明治大学情報
コミュニケーション学部
堀口ゼミ ４・３・２・１年〕

NWECボランティア劇場
「桃太郎・ノーリターン」
〔NWECボランティアの会〕
「虫愛ずる姫君達のおおむらさ
き」
～堤中納言物語改～
〔大妻嵐山中学校〕

報告・討議
ロール
「デートDV」を参加者に分かりやすく伝えるために、寸
プレイ等
劇、ダンス、ファッションショーなどを用いる。振付家のく ダンス、
はのゆきこさんと一緒に、誰でも踊れる「デートDV」のダ ファッショ
ンスを体感してみよう！
ンショー
（予定）等

〔特定非営利活動法人日本ネ
パール女性教育協会〕

109

あり
無料

大
会
議
室

「気づき」を促す寸劇「桃太郎ノーリターン」をNWECボラ
ンティアが演じます。それを基にして、楽しく面白く話し合 報告・討議
ロール
いを・・・・・。皆さんと一緒に活用の仕方を考えたい。固
定的性別役割分担意識に気づいてもらわないと・・・男女 プレイ等
共同参画社会はすすまない。

なし

中
会
議
室

本校はグローバルエコサイエンススクールとして理系女
子への取り組みを数多く行っています。嵐山町にはおお
むらさきが生息しています。私達大妻嵐山の１年生は毎 報告・討議
年先輩が残してくれたおおむらさきの幼虫を育て、羽化
しています。その過程を記録し、私達の視点で昨年発表
した内容をブラッシュアップして発表します。

あり
無料

ワーキングマザーたちは日々家庭と仕事で多忙です。で
家族カフェ
「子どもを持って働くってどう？」 も、時間のゆとりを生むと気持ちのゆとりに繋がります。 報告・討議 あり
３００円
女性たちが日々どんな日常を過ごし、どんな工夫をして
いるか、一緒に話し、共有しましょう！
〔あれあれあ〕
ネパールの女性教師育成
について

101

ネパールの小学校での女性教師の活躍を支援するた
め、体育、健康、情操教育、クラス運営等に関する指導
について、現場からの情報を提供します。

ロール
プレイ等
ネパール
での女性
教師養成
のための
活動紹介

あり
無料

「パパが変わる」一歩をみんなで パパの働き方を変えようとしてもすぐに変わるものでは
考える参加型ワークショップ
ありません。パパ自身が動機をもって一歩を踏み出し、 報告・討議 あり
１００円
自身の力で「変わる」ように動き出すことが重要です。そ
〔特定非営利活動法人
のためには何が必要か。参加者同士で考えます。
グリーンパパプロジェクト〕

研
修
棟
２
階

201

206

207

208

平成３０年度「男女共同参画推進フォーラム」ワークショップ一覧
９月１日（土） １０：００～１２：００
ワークショップタイトル

内容

形式

資料

会場

〔運営団体･グループ名〕
「生野きらきら子ども食堂」の
現状と見えてきた課題
〔高齢社会をよくする
下関女性の会（ホーモイ）〕

子どもの貧困や虐待などの報道がなされるたびに心が
痛み、子ども達を取り巻く環境を良くするために「何かで 報告・討議 あり
３００円
きることはないだろうか」と考えたどりついた結論は、い
ろいろな世代の人々が集う「子ども食堂」でした。

育自のための小さな魔法～自分 つい目の前のことに追われて、自分のことを脇に置いて 実技体験
を語ることで自分を認める～
いませんか？自分より誰か優先してませんか？自分を 対話中心
語ることで自分を大事にすることを体験するワークショッ のワーク
〔特定非営利活動法人
ショップ
プです。自分のことを語って元気になりませんか？
育自の魔法〕
国際舞台でも通じるスキル・
自信をもって話そう！

人前で話すのが苦手、自信を持って話せない、そんな女 報告・討議
性が多いのは日本だけではありません。世界で活躍す 実技体験
ロール
る女性MCから、いますぐ実践できるスキルを伝授しま
プレイ等
〔特定非営利活動法人GEWEL〕 す。人前で話すことを一緒に楽しみましょう。
男女共同参画センター等で
できること、できないこと
〔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〕

男女共同参画センターができること、最近始まったこと、
難しくなったこと、できなくなったことの情報を交換しま
報告・討議
しょう。他地域の人とつながって、「できること」を増やす
ための知恵を出し合いましょう。

301

あり
無料

あり
無料

あり
無料

302

研
修
棟
３
階

グループ
「性の多様性」ってなんだろう？
最近、身近なテーマとして目にすることが増えた「性の多
ワークを
～じぶんごととして〈性〉を考え
様性」。コレってなに？「LGBT」の話？いえいえ、すべて 中心とした あり
るアクティブ・ラーニング～
アクティ ３００円
の人に関係する話です。「性の多様性」についてワーク
ブ・ラーニ
をしながら一緒に学び、考えてみませんか？
〔性教協 さきたまサークル〕
ング

302

304

305

地域の女性の視点から見た町づくりを目指して活動して
います。4人の講師の方々が以下の内容でそれぞれ発
報告・討議
表します。
・栄町を愛する女性の会活動 ・ほのぼの、の集い
・コスプレの館
・ドラム焼きで町づくり

あり
無料

306

“i SELECT SHOP by I LADY. ” 恋愛、セックス、避妊、妊娠、産む、産まない・・・あなた
～こころとからだ、自分を知る は、どのような選択をしていますか？自分を大切にし、
報告・討議
～
自分で決めて行動できていますか？このワークショップ
で、今一度自分自身を見つめ直してみませんか？
公益財団法人ジョイセフ

あり
無料

響
書
院

セルフディフェンス入門～女性の 女性による女性のための護身法ワークショップです。女 実技体験
ための護身法～
性が自分を守る為に必要なのは知識・意識・技術です。 ロール
プレイ等
〔インパクト東京（特定非営利活動 レクチャーと実技で、暴力や侵害に対して「ＮＯ」の意思 レクチャー
表示をする事を学びます。年齢や腕力は問いません。
法人ライフライツ）〕

あり
無料

女性の視点からみた町づくり
〔栄町を愛する女性の会〕

実
技
研
修
棟

音
楽
室

◆すべてのワークショップは原則無料で参加・見学できます。一部のワークショップにおいて希望者に対し有料で資料を配布していま
す。
◆本館１階ロビー南側：情報コーナー
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・各団体の責任でお願いします。

平成３０年度「男女共同参画推進フォーラム」ワークショップ一覧（パネル展示）
パネル展示
No

タイトル

会場：研修棟２階大会議室前ロビー
内容

8月30日 8月31日 8月31日 9月1日
（木）
（金）
（金）
（土）

運営団体･グループ名 15:30～ 10:00～ 15:30～ 10:00～
17:30

「わたしたちの声をもっ
1
と社会へ」

12:00

17:30

12:00

女性が参政権を獲得してから70年を経た現在でも、政治分
野での男女の差は大きなままです。日々の暮らしは政治に 埼玉県男女共同
直結しています。多様な声を社会へ届けるために、ひとりひ 参画推進センター
とりができることを考えてみましょう。

2

理系女子夢みっけ★応援
プロジェクト in しずおか

静岡大学は、県内の大学・行政・企業等と協同し、女子中高
生に向けた進路選択支援を実施しています（具体的には、 静岡大学男女共同
大学での実験体験、企業・研究機関見学会、社会人や女子 参画推進室
学生との交流）。その内容を報告します。

3

女性が本当に活躍できる
社会に

イラストや短い文章で、女性が本当に活躍できる社会にする
ねりまジェンダー
ために、女性の政治参画の視点から考える必要があること
研究会
を語りあうパネル展示です。

大学におけるダイバーシ
4 ティの推進～首都大学東
京の取組紹介～

男女共同参画推進からダイバーシティ推進へ。大学の施策
首都大学東京ダイ
は新たな段階を迎えています。学生との協働も取り入れな
バーシティ推進室
がら進めている首都大の取組を紹介します。

女性の未来に大学ができ
ること
5
～女子大学における人材
育成の新境地～

女性の活躍を推進するには社会の啓蒙や企業の実践のみ
ならず、教育の果たす役割も大きいものです。では、何がで 目白大学
きるのか。ビジネス界での実務経験を有する大学教員として メディア学部
女子大学で行った教育の様子をご紹介します。

「東日本大震災から８年
―」被災した女性たちが
6
撮る、語り合う、発信・
記録する

被災した女性たちが多様な視点で撮影した写真を媒介に各
地のグループで語り合い、声（メッセージ）をつくりパネル化 NPO法人
して発信・記録する活動を続けて7年余。写真と声集NO.2も フォトボイス・
刊行。その一端をぜひご覧ください。
プロジェクト
※ワークショップ実施 8月31日（金）15:30～17:30 2階206

未来へつなぐ「#One
7 Voice」 ～性暴力のない
社会へ～

「性犯罪と認められる条件とは」刑法性犯罪規定を中心に、
「性暴力のない社会へ」などのテーマで展示をします。会場 一般社団法人
に設置した「ワンボイスカード」に、感想や想いをご記入くだ Ｓｐｒｉｎｇ
さい。

東邦大学における継続就
8
労支援の変遷

女子教育の伝統を引き継ぐ東邦大学は、女性研究者の継
東邦大学
続就労支援を皮切りに、昨年度から、名称を「ダイバーシ
ダイバーシティ推
ティ推進センター」と改め、新たなステートメントを掲げて、さ
進センター
らなる活動の充実を目指しています。

賃金の男女格差解消を目
指して
9
イコール・ペイ・デイ運
動を広げよう！

男女の賃金格差ってどれだけ？女性たちが、男性たちの
2017年の年収と同じ金額を手にするには、2018年4月6日迄
認定ＮＰＯ法人
働いてようやく同額になるのです。その日が『イコール･ペイ・
日本ＢＰＷ連合会
デイ（同じ賃金を手にする日）』
※ワークショップ実施 8月31日（金）15:30～17:30 3階301

「政治均等法」制定！！
10
さぁ 次のステージへ

女性が直面する課題にも対応する女性議員を増やすため
に、「政治分野における男女共同参画推進法」を活かして市 クオータ制の実現
町村の「ゼロ議会」を無くし、また、女性国会議員を増やすた をめざす会
めに必要な選挙制度を共に考えましょう！

三重大学生の男女共同参
11
画に関する意識調査

三重大学男女共同参画推進学生委員会は大学の組織とし 三重大学男女共同
て位置付けられています。授業改善や活動に活かすため、
参画推進学生委員
平成27年度から毎年行っている、学生の男女共同参画に対
会
する意識・知識・要望調査の結果を展示します。

◆すべてのワークショップは原則無料で参加・見学できます。一部のワークショップにおいて希望者に対し有料で資料を配布しています。
◆本館１階ロビー南側：情報コーナー
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・各団体の責任でお願いします。

