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プログラム

NWEC

「女性に対する暴力をなくす運動」期間中





11月12日（月）～16日（金）、本館ロビーでは展示を行っています。

・パープルリボン活動 パネル展示
・フラワーアレンジメント作品展示
・滑川総合高校書道部 作品展示
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作り
12：30
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情報交流会
（高等教育機関関係者向け）
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自由交流会
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【ラウンジ】

歌って
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13：00
～15：00
【音楽室】
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【レストラン・昼食】
11/12    11/13 11/14     11/15    11/16

映画上映
「私は男女平等を憲法に書いた」
17：30～18：40
【大会議室】

映画上映
「夢は時をこえて
津田梅子が紡いだ絆」

16：00～18：00
【大会議室】

講演会
増田明美

13：30～15：00
【講堂】

講話1
高峰修

15：30～17：00
【大会議室】

講話2
河野美江

13：30～15：00
【大会議室】

ビブリオバトル
15：15～17：00
【大会議室】
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ボランティア
バザー
10：00
～17：00
【本館ロビー】
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〇比企の歴史講座
～畠山重忠と続日本の100名城・菅谷館跡～

〇女性アーカイブセンター展示案内
〇嵐山に奏でる夢コンサート

講師紹介

〇増田明美氏
講演会「スポーツから始まる男女共同参画」
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○河野美江氏
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～被害者支援から予防まで～」
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〇フラワーアレンジメント展示
〇滑川総合高校 書道展示
〇パープルリボン活動 パネル展示
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学 ぶ 作 る

食べる・飲む

買 う

〇講演会「スポーツから始まる男女共同参画」（P9）
講 師：増田明美

〇講話１「スポーツ界におけるハラスメントの現状と防止策」(P9)
講 師：高峰修

〇情報交流会(P9)
〇パネルディスカッション(P10)
「今、活躍する女性たち、大学を語る」

〇講話２
「高校・大学における性暴力への対応

～被害者支援から予防まで～」(P10)
講 師：河野美江
〇ビブリオバトル（P11）

〇ひもかご作り（P12）
〇シフォンケーキ作り（P12）

〇NWECボランティアバザー
（P8.10）

〇レストランらん
アニバーサリーウィーク特別コラボメニュー
を実施します。
（むさたんkitchen×けんこうサポーターズわ。
×NWECレストランらん）

〇一期一会のおもてなし（P11）
〇自由交流（P9）
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〇映画上映
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「夢は時をこえて 津田梅子が紡いだ絆」（P13）
〇嵐山に奏でる夢コンサート（P13）
〇フラワーアレンジメント展示（P14）
〇滑川総合高校書道部作品展示（P14）
〇パープルリボン活動 パネル展示（P14）
〇アーカイブ展示案内（P12.13）
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11月12日（月）

〇万葉の植物と出会う旅inNWEC～紅葉の葉たちと集いましょう～

秋の綺麗な紅葉でしおりを作ります。しおり作りの後は、紅葉を見

に散策にでかけます。

【時 間】11：00～12：50
【会 場】本館ロビー
【参加費】100円
【提 供】NWECボランティア

〇歌って健康教室

簡単な有酸素運動も取り入れて心もリフレッシュできる
講座です。

【時 間】13：00～15：00
【会 場】音楽室
【参加費】500円
【提 供】（株）ヌエックベストサポート

〇パープル・イルミネーション点灯

11月12日～25日は、「女性に対す暴力をなくす運動」期間です。女性に対する暴力根絶のシンボル
である「パープルリボン」に因んで、全国各地でパープルイルミネーションが行われます。NWECでも
パープルイルミネーションを行います。
嵐山町のキャラクター「嵐丸くん」と森林公園のキャラクター「しんくん」も来てくれます。
【時 間】17：00点灯
【集合場所】玄関前ロータリー
【参加費】無料

〇映画上映「シアター・プノンペン」

2014年・第27回東京国際映画祭「アジアの未来」部門
で国際交流基金アジアセンター特別賞を受賞した作品。
1970年代のクメール・ルージュによる大虐殺を潜り抜
けた1本の恋愛映画をめぐるヒューマン・ドラマです。
（2014,カンボジア）

【時 間】17：00～18:45
【会 場】音楽室
【参加費】無料
【提 供】NWEC
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11月13日（火）

〇NWECボランティアバザー

おしゃれなアクセサリー、バッグ、洋服、小物など掘り出しものが沢山あります。

【時 間】 10：00～17:00

【会 場】本館ロビー

【提 供】NWECボランティア

〇 映画「インド日記」上映＆トークショー

ドキュメンタリー映画「インド日記」の上映と、早川由美子監督によるお話と質疑応

答を行います。

【時 間】 10：00～12:00

【会 場】大会議室

【参加費】700円

【提 供】NWECボランティア

〇 楽しく学ぶ食育セミナー

「ロコモって知ってますか？～タンパク質摂取適正量とは～」

講師に、「けんこうサポーターズ わ。」代表であり、栄養士の島野僚子さんをお招きし

ます。食生活の見直しと簡単トレーニングでロコモ対策を学びましょう。

【時 間】 10：00～12:00（受付 9：30）

【会 場】101研修室

【参加費】1,000円

【提 供】（株）ヌエックベストサポート
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〇講演会「スポーツから始まる男女共同参画」

【講 師】増田 明美（スポーツジャーナリスト・大阪芸術大学教授）

【会 場】棟講堂
【時 間】13：30～15：00
【参加費】無料
【提 供】NWEC

〇講話１「スポーツ界におけるハラスメントの現状と防止策」

【講 師】高峰 修（明治大学教授）
【時 間】15：30～17：00
【会 場】大会議室
【参加費】無料
【提 供】NWEC

〇情報交流会（高等教育機関関係者向け）

【時 間】18：00～19：30
【会 場】レストラン内
【参加費】3,500円
【提 供】NWEC

〇自由交流会

当日ご来館の皆様同士とNWECボランティアの交流の場として、自由にご活用ください。

【時 間】19：30～
【会 場】本館ラウンジ

－9－



11月14日（水）

〇パネルディスカッション

「今、活躍する女性たち、大学を語る」

各界での女性活躍が進む中、大学はどのような役割を果たしているか、今、活躍する

女性たちのこれまでのキャリアを通して、大学へ期待することは何か、女性たちはどの

ように大学を活用すべきか等、熱く議論します。

【パネリスト】

〇NWECボランティアバザー

おしゃれなアクセサリー、バッグ、洋服、小物など掘り出しものが沢山あります。

【時 間】 10：00～17:00

【会 場】本館ロビー

【提 供】NWECボランティア

〇一期一会のおもてなし

秋色深まる響書院で日本の秋を満喫してください。

椅子の用意もあります。 お気軽にお越しください。

【時 間】 11：00～16:00 【会 場】響書院

【参加費】300円 【提 供】NEWCボランティア

－10－

森村 久美子
東京大学大学院工学系研究科

国際工学教育推進機構上席研究員

光畑 由佳
モーハウス代表取締役
茨城大学社会連携センター特命教授

八丁地園子
津田塾大学 学長特命補佐

【コーディネーター】

吉武 博通

首都大学東京理事
お茶の水女子大学監事

【時 間】10：00～12:00 【会 場】大会議室 【参加費】無料 【提 供】NWEC



〇講話２

「高校・大学における性暴力への対応

～被害者支援から予防まで～」

【講 師】河野美江（島根大学保健管理センター教授 学長特別補佐）

【時 間】13：30～15:00

【会 場】大会議室

【参加費】無料

【提 供】NWEC

〇ビブリオバトル

「私の人生を変えた本～進路・キャリアを考える～」

発表者が読んで面白いと思ったおすすめの本を発表し合い、参加者全員

でディスカッション。1番読みたくなった本に投票するというものです。

【時 間】15：15～17:00

【会 場】大会議室

【参加費】無料

【提 供】NWEC

－11－

〇ノルディックウォーク・菅谷館跡ガイドツアー

ノルデックウォーキングはポールを使う事で楽に歩けて運動量を高める事ができます。
後半は菅谷館跡ガイドツアーに参加して比企の歴史を学びながら紅葉を楽しみましょう。

【時 間】 10：00～12:00(受付 9:45) 【会 場】音楽室
【参加費】1,000円 【提 供】（株）ヌエックベストサポート

〇映画上映「私は男女平等を憲法に書いた」

当時22歳の女性であったGHQ民政局員ベアテ・シロタが起草した日本国憲法の人権条項。
作成の内側に迫るドキュメンタリー。（1993,日本）

【時 間】17：30～18：40 【会 場】大会議室
【参加費】無料 【提 供】NEWC



11月15日（木）

〇ひもかご作り

手芸ひもでつくるかごつくり講座です。簡単でエコな紙ひもバックは軽くて丈夫な実用性の高い作

品です。楽しくおしゃべりをしながら一緒にハンドメイドしましょう。

【時 間】10：00～12：30（受付 9：45）

【会 場】試食室

【参加費】2,000円

【提 供】（株）ヌエックベストサポート

〇万葉の植物と出会う旅inNWEC～紅葉の葉たちと集いましょう～

秋の綺麗な紅葉でしおりを作ります。しおり作りの後は、紅葉を見に散策にでかけます。

【時 間】11：00～13：30 【会 場】本館ロビー

【参加費】100円 【提 供】NWECボランティア

〇女性アーカイブセンター展示案内

女性アーカイブセンターで実施中の「鉄道と女性展」の案内を

行います。

【時 間】11：00～11：50

【会 場】本館ロビー集合

【参加費】無料

【提 供】NWECボランティア

－12－

〇 しっとりおいしい♪シフォンケーキ作り

地元で人気のケーキやさん！『higawari』のシフォンケーキの作り方を学べるチャンスです。

ふわふわのシフォンケーキを一緒に堪能しましょう！

【時 間】 12：30～15:00（受付 12:15） 【会 場】調理室
【参加費】2,000円 【提 供】（株）ヌエックベストサポート



〇映画上映「夢は時をこえて 津田梅子が紡いだ絆」

飯野正子津田塾大学名誉教授・元学長による、津田塾大学創始者・津田梅子の生
涯についての解説とともに、女性たちの真の自立に生涯を捧げた梅子の足跡を辿る長
篇ドキュメンタリーを「夢は時をこえて 津田梅子が紡いだ絆」上映。（2001,日本）

【時 間】16：00～18：00
【会 場】大会議室
【参加費】無料
【提 供】NWEC
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11月16日（金）

〇比企の歴史講座
～畠山重忠と続日本の100名城・菅谷館跡～

鎌倉幕府創立期にかけて、多くの武勇や逸話を残した武将として有名な畠山重忠と菅谷館跡
について学びます。
長い歴史の中で重忠の人物像や、かつてあった建造物を想像しながら貴重なお話しが聞け
る講座です。

【時 間】10：00～11：30（受付 9：45）
【集 合】本館ロビー
【参加費】100円
【提 供】（株）ヌエックベストサポート

〇女性アーカイブセンター展示案内

女性アーカイブセンターで実施中の「鉄道と女性展」の案内を行います。

【時 間】12：45～13：15 【会 場】本館ロビー集合
【参加費】無料 【提 供】NWEC

〇嵐山に奏でる夢コンサート

シャンソン、日本抒情歌など様々な歌のコンサートです。

【時 間】13：30～15：30
【会 場】音楽室、試食室
【参加費】3,000円（コーヒー、ケーキ付）
【提 供】NWECボランティア



フラワーアレンジメントと滑川総合高校書道部の作品を展示しています。

NWECボランティアによる「パープルリボン活動 パネル展示」もございます。

11月12日（月）～16日（金）

－14－



講師紹介

［講演会］
増田明美 ・・・・・・・17

［講話1］
高峰 修 ・・・・・・・・18

［講話2］
河野美江 ・・・・・・・・18

［パネルディスカッション］
森村久美子

光畑由佳
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八丁地園子

吉武博通





講演会「スポーツから始まる男女共同参画」

増田 明美
スポーツジャーナリスト、大阪芸術大学教授

［プロフィール］
千葉県生まれ。
成田高校在学中、長距離種目で次々に日本記録を樹立する。

１９８４年のロス五輪に出場。９２年に引退するまでの１３年間に
日本最高記録１２回、世界最高記録２回更新という記録を残す。

２００１年から１０年間、文部科学省中央教育審議会委員を務め
る。
２０１７年ＮＨＫ朝の連続テレビ小説「ひよっこ」の語りを担当。

－17－

［講演内容］
2020年のオリンピック・パラリンピック

を前に、今日問題視されているスポー
ツ指導者の問題や、スポーツ界にお
ける女性活躍、その他様々なスポーツ
の視点から、男女共同参画を考えま
す。



講話「スポーツ界における
ハラスメントの現状と防止策」

高峰 修 明治大学教授

［プロフィール］
専門はスポーツ社会学、スポーツとジェンダー論な
ど。
スポーツ領域におけるハラスメントや暴力問題の現
状と予防対策について研究。著書に『入門スポーツ
ガバナンス』（共著、笹川スポーツ財団編、東洋経
済新報社）など。

－18－

［講話内容］
今日、スポーツ界におけるハラスメントが世間の注目を集めています。
スポーツ界でハラスメントはなぜ起こるのでしょうか。講話では、ハラスメントの裏にある構造を探ります。

河野美江 島根大学保健管理センター教授
学長特別補佐（男女共同参画担当）

［プロフィール］

産婦人科医師、臨床心理士。大学で学生相談を行う傍ら、中
高校に性教育に出かける。2014年「一般社団法人しまね性暴

力被害者支援センターさひめ」設立。著書に「女性医学ガイド
ブック思春期・性成熟期編」（共著、女性医学学会編集、金原
出版）など。

［講話内容］

近年、学生の性暴力事件が度々報道されます。なぜ、日本の学校の現状と課題を把握しつつ、性暴力
のない学校にするためにはどのような予防教育、支援体制が必要なのかを探ります。

また、被害者をサポートするにあたり、どのような対応が必要なのか、精神面のサポート、法的支援等
様々な視点から解説します。

講話「高校・大学における性暴力への対応
～被害者支援から予防まで～」



パネルディスカッション
「今、活躍する女性たち、大学を語る」

［プロフィール］
工学部を中心に、英語教
育と国際的に通用する研
究者の育成に取り組む。
25年間の専業主婦から
50代で東大博士号を取得、
教授まで務める。

［プロフィール］

自己の子育て経験から、新し
い子育の仕方、働き方、多様
な生き方を応援する会社を経
営。

［プロフィール］

国内外の金融機関勤務に
て得た経験を踏まえ、50代
でMBA、60代で博士号取得。

上場企業の役員経験を活
かし、大学経営にあたる。

－19－

八丁地 園子

津田塾大学 学長特命補佐

森村 久美子

東京大学大学院工学系研究科
国際工学教育推進機構
上席研究員

光畑 由佳

モーハウス代表取締役
茨城大学社会連携センター
特命教授

吉武 博通
首都大学東京理事、お茶の水女子大学理事

［プロフィール］

筑波大学で副学長を務めたほか、国公私の大学経営
や評価に携わる。

執筆・講演を通して大学改革の在り方について提言・
発信を続ける。

［コーディネーター］

［パネリスト］





会館施設の利用時間・営業時間のご案内

【レストラン】
営業時間 7：00～8：30、11：30～13：45、16：00～20：00
※期間中、アニバーサリーウィーク限定の
特別コラボメニュー（むさたんkitchen部
×けんこうサポーターズわ。×NWECレ
ストランらん）もあります。

12日～16日：プレートランチ
13日：9マス弁当 16日：戦国ランチ

【売店】本館フロント横
営業時間 8：30～21：00
取扱い：生活用品、お菓子、飲み物、地域のお土産、宅急便等の受付
※本館フロントにて貸出（無料）：ナイトウェアー、アイロン、ドライヤー（台数に限り
あり）

【女性教育情報センター】本館2階
12日（月）～16日（金） 9：00～17：00
男女共同参画及び女性・家庭・家族に関する専門図書館です。
全国各地のミニコミ誌など、国立女性教育会館ならではの資料も揃えております。

【女性アーカイブセンター展示室】本館１階
12日（月）～16日（金） 9：00～19：00

「鉄道と女性展」
男性中心の職場だった鉄道会社に女性が進出 して行った過程を戦前から辿り、
今まさに活躍している女性鉄道員や鉄道を学ぶ女子学生や鉄道好きの女性など
を、紹介しています。



会場案内図

NWEC
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愛称「ヌエック」
「ヌエック」はNational Women’s Education Centerの頭文字
NWECを読んだものです。
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講話1・2
パネルディスカッション
ビブリオバトル
映画上映（11/14）
「インド日記」上映＆

トークショー

増田明美氏講演会

【音楽室】
歌って健康教室、映画上映（11/12）
嵐山に奏でる夢コンサート
ノルディックウォーク
【調理室】
シフォンケーキ作り
【試食室】
ひもかご作り

【ロビー】
NWECボランティアバザー
万葉の植物と出会う旅
パープルリボン展示
フラワーアレンジメント展示
滑川総合高校書道部作品展示
比企の歴史講座
【レストラン】
情報交流会

【101】
食育セミナー

一期一会のおもてなし

「女性に対する暴力をなくす運動」横断幕

女性アーカイブセンター
展示案内

映画上映（11/14）
「夢は時をこえて
津田梅子が紡いだ絆」

「インド日記」上映＆
トークショー


