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1953 年 花巻市生まれ
1978 年  お茶の水女子大学大学院家政学研究科修士課程修了
1994 年  博士（学術）お茶の水女子大学大学院人間文化研究科
1999 年 ４月 岩手大学教育学部 教授
2010 年 ４月 岩手大学副学長（男女共同参画担当）
2015 年 ３月 岩手大学理事（地域連携・男女共同参画担当）・副学長
2019 年 ４月 岩手大学名誉教授
　授賞歴
　いわて男女共同参画社会づくり功労者表彰（知事表彰）（2014 年）

主なプロフィール

　11月 1日～11月 30日まで、岩手県女性に対
する暴力をなくす運動を行いました。県やセン
ターでは児童虐待防止推進月間の取組とも連携し、
パープルオレンジライトアップや
DV・デートDVパネル展示など
で情報発信啓発を行いました。

人を愛したり守ったりする「いいタッチ」と、人
に暴力をふるい権利を奪う「わるいタッチ」が
あることを知って、自分の身体を守ろう ! とい

う教育絵本です。 子どもが性被害に遭遇しやすい現代。可愛いイヌの子
どもたちが、愛されるタッチと、そうではないタッチを学びます。親子
で楽しく読みながら、大切なことをお子さんに伝えられる 1冊です。

「知識」と「情報」は生きていくための「味方」となってくれます。あなた
の「味方」となってくれる本を多数揃えました !! 自分を大切に、自分ら
しく生きる「ヒント」があります…。

　新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、非正規雇用で働く
人が仕事を減らされたり、解雇されたりという問題が起きています。

特に女性は、こうした非常時に様々な影響を受けやすく、困難な状況に置かれることが多いで
す。「仕事を減らされた」「仕事が続けられない…」などの就労に関する悩み事やつらさをひとり
で抱えず、「女性のための就労支援相談」に相談してみませんか？ ぜひ、声を聞かせてください。

2021年度も女性のキャリアデザイン講座などを企画しております。決定次第ホーム
ページでご案内します。お楽しみに！

　「3.11」を風化させ
ない。沢山の人の経
験が活かされ、誰も
が暮らしやすい社会
の実現を目指し、今
号を贈ります。

　東日本大震災津波では、復興・防災分野に男女共同参画の視点が不足していることによる様々な困難が明らかになり
ました。また、新型コロナウイルス感染症による危機においても、平常時における男女共同参画に関わる様々な課題が浮
き彫りとなりました。今号では、被害の甚大化が懸念される様々な災害に備えるため、東日本大震災津波から10年とな
る岩手県のこれまでの歩みをふりかえり、これからの取り組みについて考えます。

　女性参画推進専門委員会は、2014年に被災県では
唯一の女性のみの委員会として県内各分野の女性有識
者 13名で設置されました。2016年からは、若手、沿
岸居住、IUターンといった多様な背景をもつ女性を委
員に迎え、活動の幅を広げています。本委員会では、
その前身である「意見交換会」の時代から復興委員会
へ様々な提言を何度も提出し、復興基本計画に盛り込
まれるなどの成果もありましたが、基本的な復興や防
災に関わる女性委員を 30％以上にという提言は、残
念ながら未だに実現できていません。今後は、地域防
災会議における女性委員の割合を 30％以上にとの提
言が必要と考えています。自然災害が多発している現
在、地域防災計画における女性・男女共同参画の視点

　岩手大学名誉教授 菅原悦子さんが「令和２年度男女共同参画社会づくり功労者内閣総理大臣表彰」を受賞さ
れました。東日本大震災津波からの復興という重要な局面において、復興における男女共同参画の推進に大きく
寄与したほか、女性研究者として、政策方針決定場面への参画のロールモデルとなりながら、学内のみならず、
県内外で幅広く連携しながら男女共同参画を強力に推進した功績による受賞です。おめでとうございます!!

は益々重要です。
　岩手大学や本委員会での経験から、今後の暮らしや
すい地域づくりには、平時の男女共同参画の強力な推
進が改めて最も重要だと思います。その実現には、地
域で活躍する女性が多様な場面で声をあげ意見を表明
すること、さらに地域のリーダーを目指すことが大切
です。政策決定や機関の意志決定場面への参画により
実現できることが多くあります。地域では女性リー
ダーの育成意義の理解と、共同参画の輪の拡大を期待
しています。震災復興で得た学びを生かし、性別に関
わりなく力を合わせることで、コロナ終息後の岩手の
未来は必ず楽しく明るくなります。

平時に強力な男女共同参画の推進を平時に強力な男女共同参画の推進を

「男女共同参画社会づくり功労者内閣総理大臣表彰」を受賞! !「男女共同参画社会づくり功労者内閣総理大臣表彰」を受賞! !

岩手県東日本大震災津波復興委員会女性参画推進専門委員会委員長・岩手大学名誉教授

菅原　悦子さん

「女性に対する暴力を
なくす運動」を行いました
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一般相談
面接（要予約）・電話相談

★水/木/土/日/祝　 9：00～16：00
★火/金　　　　　　 13：00～20：00
　※月曜日にあたる祝日はお休み
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LGBT相談
面接（要予約）・電話相談

★火 /金　16：00～ 20：00
　※祝日にあたる
　　火・金曜日はお休み

女性のための
就労支援相談

面接（要予約）・電話相談

★水 /木 /日
　 9：00～ 16：00

★アイーナホームページ★
http://www.aiina.jp/

※相談者様の個人情報保護のため、
　情報登録が必要になります。
　アイーナHPよりご登録ください。

インターネット相談インターネット相談
専門相談

法律相談 弁護士による面接相談
★毎月第３木曜日
　10：00～ 15：00（要予約・40分）

★毎月第 2・第 4土曜日
　10：00～ 13：00（要予約・45分）

男性相談員による
面接・電話相談

男性相談

「用途別で探す」

▶ 　 　 　 　

「相談」をクリック

新着図書のご案内新着図書のご案内

いいタッチわるいタッチ
安藤由紀 著

今号のおすすめ

あなたが守るあなたの心・
あなたのからだ
森田ゆり 著

おとめ六法
上谷さくら 著

おうち性教育
はじめます
フクチマミ・
村瀬幸浩 著

地方を変える
女性たち
麓　幸子 著

フィンランド人はなぜ
午後４時に仕事が終わるのか
堀内都喜子 著

purple orange

展示の様子

ライトアップの様子

特集

女性の力を

復興防災へ！
女性の力を

復興防災へ！

左：達増知事　右：菅原悦子さん予告➡



　策定中の「いわて男女共同参画プラン（素案）」には、
「災害時には、平常時における社会の課題が一層顕著
になって現れるため、平常時からの男女共同参画社会
の実現が、防災と災害からの復旧・復興を円滑に進め
る基盤」と記されています。社会的な立場によって危
機的状況でのダメージの大きさや回復の速さが違うた

め、普段の格差解消の取組が防災や復興にとって重要であり、男女共同参画推進もその取組の一つだということです。コ
ロナ禍もまた危機的状況であり、平常時の格差を反映した影響が出ています。その中で例えばシングルマザーの当事者団
体が全国規模のアンケートを実施し、その困難な状況を「見える化」して、必要な支援を届けたり、政策提言等に取り組
んでいます。
　3.11 から 10年。復興に取り組んできたものの、先行きが見通しにくい今、皆さんにさまざまな疲れが出ているのでは
ないかと気がかりです。けれども、さまざまな形で、経験を記録に残す活動を続ける人たちがいます。復興防災に自分た
ちの声を届けようと取り組む人たちもいます。岩手県には、震災津波の経験をその後の取組や政策に活かしてきた蓄積が
あります。経験を活かした着実な取組の先に、多様な人々が尊重される社会が実現するだろうと期待しています。

　県では、「いわて県民計画（2019～ 2028）」で掲げている「多様な生き方が認められる男女共同参
画社会の実現に向けた環境の整備」の観点から、現在「多様な性のあり方を尊重するための職員ガイ

ドライン」を作成中です。
　今後も多様な性が尊重される社会の実現に向け、取り組んでいきます。

　岩手県では、東日本大震災津波からの復興に関する計画の策定や見直しな
どの進行管理に当たっては、女性をはじめとした幅広い意見の集約に努めて
きました。
　平成 23年の「岩手県東日本大震災津波復興計画」の策定の際には、県内の
様々な分野で活躍されている女性の方々との意見交換会を行い、いただいた
御意見を計画に反映するとともに、「女性や高齢者、障がい者、子ども、若者、
外国人県民等の視点も含めた、社会的包摂（ソーシャル・インクルージョン）
の観点」を計画に明記しました。
　また、平成 26年３月に策定した復興実施計画（第２期）では、計画を進め
るに当たって重視する視点の一つに「参画」を掲げ、女性や若者をはじめとした地域住民が復興に参画し、活躍できる地
域づくりを推進していくこととし、平成 26年度からは「岩手県東日本大震災津波復興委員会」の専門委員会として「女
性参画推進専門委員会」を設置し、女性の意見を幅広く取り入れながら十分な議論が行えるよう、復興委員会の体制強化
を図りました。
　県では、今後も、被災された方々のこころのケアやコミュニティ形成支援、まちづくり後の事業者への支援などの課題
に対し、一人ひとりに寄り添った、より丁寧な支援を実施していくとともに、女性の活躍を促進するなど幅広い参画によ
り復興の取組を進めていきます。

岩手県が定める「いわて男女共同参画推進月間」（６月）に合わせ、今年も「いわて男女共同参画フェスティバル」を開催します！

オンライン
開催も計画中!!

　男女共同参画センターでは、10月 4
日の「第 7回いわて親子フェスティバル
inアイーナ」で「ぬり絵で楽しく遊ぼう! !
Let’s Family Learning!」を初めて出展しました。
　当日は 3才～ 8才のお子さんとその保護者の皆さん 8
家族が参加し、岩手県立大学看護学部 金谷掌子さんをお
迎えし、プライベートゾーン※について学び、自分や相手

の身体を大切にすること
を考えました。

　令和に必要な生き方講座（いわて男女共同参画サポーター養成講座）が
11月 30日で終了。今年度は初のオンライン開催としたところ、これま
で集合型の研修に参加することが難しかった学生や 30代、40代の有職
者の方の受講が増え、132名の申し込みがありました。
　その中から今年度は「91名」の新サポーターと「17名」のスキルアップ講座修
了者が誕生しました！ 地域でのご活躍を期待しております！

ぬり絵で楽しく遊ぼう!!

Let’s Family 
Learning!
Let’s Family 
Learning!
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Learning!

岩手県東日本大震災
津波復興委員会 女性参画推進専門委員会の設置について

岩手県
復興局

岩手県東日本大震災津波復興計画の策定に
当たり実施した女性との意見交換会（H23.7）

ワタシが主役の復興防災ワタシが主役の復興防災

いわて男女共同参画フェスティバル2021 予 告

日時

会場

基調講演
テーマ

2021年６月12日（土）
いわて県民情報交流センター（アイーナ）
7階 小田島組☆ほ～る　ほか

講師 東京大学大学院総合文化研究科 教授
　瀬地山 角さん

「世界一受けたい授業」で
東大人気講義No.1に選ばれた講師から学ぶ
～ポストコロナ時代の男女共同参画!! ～（仮）

講師プロフィール

©HONOTA design

瀬地山 角（せちやま・かく）
10 年間 2人の子供の保育園の送迎を
一手に担い、今でも毎日の夕食作り
を担当するジェンダー論の研究者。
子連れで渡米し、父子家庭も経験し
た。日本テレビ「世界一受けたい授
業」の東大生 100人へのアンケート
で東大の人気講義No.1に選ばれた
ジェンダー論の講義は毎年 500人以
上で立ち見が出る。NPO法人の理事
として保育所の運営にも参加。抱腹
絶倒の講演で日本全国を行脚中。

ヘタな漫才より
笑えます !!

金谷掌子さん

カラフル内臓エプロンで
身体のお勉強♪
カラフル内臓エプロンで
身体のお勉強♪

「いわて男女共同参画サポーター」が
過去最高認定者数で誕生!!
「いわて男女共同参画サポーター」が
過去最高認定者数で誕生!!

みんなでぬり絵タイム♪みんなでぬり絵タイム♪

赤ちゃんのお人形に興味津々
赤ちゃんのお人形に興味津々

岩手県立大学看護学部

※プライベートゾーンとは…
　他人に見せても触らせてもいけない、
　性に関係のある、自分のカラダの大切な場所。

お 知ら せ

YouTube
の様子

YouTube
の様子

　岩手県の復興防災の歩みを元岩手大学
男女共同参画推進室准教授  堀 久美さん
にお話いただく動画配信講座です！
お楽しみに！

開催方法開催方法

岩手県男女共同参画センターホームページ上
にてYouTube による動画配信で一般公開

ドーンセンター（大阪府立女性総合センター）を拠点に活動すると共に、大学院に社会人入学してジェンダー論を学ぶ（博士（人間科学））。
2010 年、岩手大学男女共同参画推進室特任准教授、2013 年より准教授、2020 年より大阪府立大学客員研究員。
この間、ドーンセンター運営推進委員会委員、大阪府大東市男女共同参画懇話会委員、岩手県男女共同参画審議会委員、岩手県防災会議委
員、岩手県男女共同参画調整委員等を歴任。

動画配信期間

2021年３月１日
～３月19日

受講料

無料 不要

申込み

～市民活動団体の記録から読み解く岩手の歩み～～市民活動団体の記録から読み解く岩手の歩み～～市民活動団体の記録から読み解く岩手の歩み～～市民活動団体の記録から読み解く岩手の歩み～

東 日 本 大 震 災 津 波 の

経験を活かした取組をを かした を
元岩手大学男女共同参画推進室 准教授 堀 久美さん

講師
プロフィール
講師

プロフィール
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るに当たって重視する視点の一つに「参画」を掲げ、女性や若者をはじめとした地域住民が復興に参画し、活躍できる地
域づくりを推進していくこととし、平成 26年度からは「岩手県東日本大震災津波復興委員会」の専門委員会として「女
性参画推進専門委員会」を設置し、女性の意見を幅広く取り入れながら十分な議論が行えるよう、復興委員会の体制強化
を図りました。
　県では、今後も、被災された方々のこころのケアやコミュニティ形成支援、まちづくり後の事業者への支援などの課題
に対し、一人ひとりに寄り添った、より丁寧な支援を実施していくとともに、女性の活躍を促進するなど幅広い参画によ
り復興の取組を進めていきます。

岩手県が定める「いわて男女共同参画推進月間」（６月）に合わせ、今年も「いわて男女共同参画フェスティバル」を開催します！

オンライン
開催も計画中!!

　男女共同参画センターでは、10月 4
日の「第 7回いわて親子フェスティバル
inアイーナ」で「ぬり絵で楽しく遊ぼう! !
Let’s Family Learning!」を初めて出展しました。
　当日は 3才～ 8才のお子さんとその保護者の皆さん 8
家族が参加し、岩手県立大学看護学部 金谷掌子さんをお
迎えし、プライベートゾーン※について学び、自分や相手

の身体を大切にすること
を考えました。

　令和に必要な生き方講座（いわて男女共同参画サポーター養成講座）が
11月 30日で終了。今年度は初のオンライン開催としたところ、これま
で集合型の研修に参加することが難しかった学生や 30代、40代の有職
者の方の受講が増え、132名の申し込みがありました。
　その中から今年度は「91名」の新サポーターと「17名」のスキルアップ講座修
了者が誕生しました！ 地域でのご活躍を期待しております！

ぬり絵で楽しく遊ぼう!!

Let’s Family 
Learning!
Let’s Family 
Learning!
Let’s Family 
Learning!
Let’s Family 
Learning!

岩手県東日本大震災
津波復興委員会 女性参画推進専門委員会の設置について

岩手県
復興局

岩手県東日本大震災津波復興計画の策定に
当たり実施した女性との意見交換会（H23.7）

ワタシが主役の復興防災ワタシが主役の復興防災

いわて男女共同参画フェスティバル2021 予 告

日時

会場

基調講演
テーマ

2021年６月12日（土）
いわて県民情報交流センター（アイーナ）
7階 小田島組☆ほ～る　ほか

講師 東京大学大学院総合文化研究科 教授
　瀬地山 角さん

「世界一受けたい授業」で
東大人気講義No.1に選ばれた講師から学ぶ
～ポストコロナ時代の男女共同参画!! ～（仮）

講師プロフィール

©HONOTA design

瀬地山 角（せちやま・かく）
10 年間 2人の子供の保育園の送迎を
一手に担い、今でも毎日の夕食作り
を担当するジェンダー論の研究者。
子連れで渡米し、父子家庭も経験し
た。日本テレビ「世界一受けたい授
業」の東大生 100人へのアンケート
で東大の人気講義No.1に選ばれた
ジェンダー論の講義は毎年 500人以
上で立ち見が出る。NPO法人の理事
として保育所の運営にも参加。抱腹
絶倒の講演で日本全国を行脚中。

ヘタな漫才より
笑えます !!

金谷掌子さん

カラフル内臓エプロンで
身体のお勉強♪
カラフル内臓エプロンで
身体のお勉強♪

「いわて男女共同参画サポーター」が
過去最高認定者数で誕生!!
「いわて男女共同参画サポーター」が
過去最高認定者数で誕生!!

みんなでぬり絵タイム♪みんなでぬり絵タイム♪

赤ちゃんのお人形に興味津々
赤ちゃんのお人形に興味津々

岩手県立大学看護学部

※プライベートゾーンとは…
　他人に見せても触らせてもいけない、
　性に関係のある、自分のカラダの大切な場所。

お 知ら せ

YouTube
の様子

YouTube
の様子

　岩手県の復興防災の歩みを元岩手大学
男女共同参画推進室准教授  堀 久美さん
にお話いただく動画配信講座です！
お楽しみに！

開催方法開催方法

岩手県男女共同参画センターホームページ上
にてYouTube による動画配信で一般公開

ドーンセンター（大阪府立女性総合センター）を拠点に活動すると共に、大学院に社会人入学してジェンダー論を学ぶ（博士（人間科学））。
2010 年、岩手大学男女共同参画推進室特任准教授、2013 年より准教授、2020 年より大阪府立大学客員研究員。
この間、ドーンセンター運営推進委員会委員、大阪府大東市男女共同参画懇話会委員、岩手県男女共同参画審議会委員、岩手県防災会議委
員、岩手県男女共同参画調整委員等を歴任。

動画配信期間

2021年３月１日
～３月19日

受講料

無料 不要

申込み

～市民活動団体の記録から読み解く岩手の歩み～～市民活動団体の記録から読み解く岩手の歩み～～市民活動団体の記録から読み解く岩手の歩み～～市民活動団体の記録から読み解く岩手の歩み～

東 日 本 大 震 災 津 波 の

経験を活かした取組をを かした を
元岩手大学男女共同参画推進室 准教授 堀 久美さん

講師
プロフィール
講師

プロフィール
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1953 年 花巻市生まれ
1978 年  お茶の水女子大学大学院家政学研究科修士課程修了
1994 年  博士（学術）お茶の水女子大学大学院人間文化研究科
1999 年 ４月 岩手大学教育学部 教授
2010 年 ４月 岩手大学副学長（男女共同参画担当）
2015 年 ３月 岩手大学理事（地域連携・男女共同参画担当）・副学長
2019 年 ４月 岩手大学名誉教授
　授賞歴
　いわて男女共同参画社会づくり功労者表彰（知事表彰）（2014 年）

主なプロフィール

　11月 1日～11月 30日まで、岩手県女性に対
する暴力をなくす運動を行いました。県やセン
ターでは児童虐待防止推進月間の取組とも連携し、
パープルオレンジライトアップや
DV・デートDVパネル展示など
で情報発信啓発を行いました。

人を愛したり守ったりする「いいタッチ」と、人
に暴力をふるい権利を奪う「わるいタッチ」が
あることを知って、自分の身体を守ろう ! とい

う教育絵本です。 子どもが性被害に遭遇しやすい現代。可愛いイヌの子
どもたちが、愛されるタッチと、そうではないタッチを学びます。親子
で楽しく読みながら、大切なことをお子さんに伝えられる 1冊です。

「知識」と「情報」は生きていくための「味方」となってくれます。あなた
の「味方」となってくれる本を多数揃えました !! 自分を大切に、自分ら
しく生きる「ヒント」があります…。

　新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、非正規雇用で働く
人が仕事を減らされたり、解雇されたりという問題が起きています。

特に女性は、こうした非常時に様々な影響を受けやすく、困難な状況に置かれることが多いで
す。「仕事を減らされた」「仕事が続けられない…」などの就労に関する悩み事やつらさをひとり
で抱えず、「女性のための就労支援相談」に相談してみませんか？ ぜひ、声を聞かせてください。

2021年度も女性のキャリアデザイン講座などを企画しております。決定次第ホーム
ページでご案内します。お楽しみに！

　「3.11」を風化させ
ない。沢山の人の経
験が活かされ、誰も
が暮らしやすい社会
の実現を目指し、今
号を贈ります。

　東日本大震災津波では、復興・防災分野に男女共同参画の視点が不足していることによる様々な困難が明らかになり
ました。また、新型コロナウイルス感染症による危機においても、平常時における男女共同参画に関わる様々な課題が浮
き彫りとなりました。今号では、被害の甚大化が懸念される様々な災害に備えるため、東日本大震災津波から10年とな
る岩手県のこれまでの歩みをふりかえり、これからの取り組みについて考えます。

　女性参画推進専門委員会は、2014年に被災県では
唯一の女性のみの委員会として県内各分野の女性有識
者 13名で設置されました。2016年からは、若手、沿
岸居住、IUターンといった多様な背景をもつ女性を委
員に迎え、活動の幅を広げています。本委員会では、
その前身である「意見交換会」の時代から復興委員会
へ様々な提言を何度も提出し、復興基本計画に盛り込
まれるなどの成果もありましたが、基本的な復興や防
災に関わる女性委員を 30％以上にという提言は、残
念ながら未だに実現できていません。今後は、地域防
災会議における女性委員の割合を 30％以上にとの提
言が必要と考えています。自然災害が多発している現
在、地域防災計画における女性・男女共同参画の視点

　岩手大学名誉教授 菅原悦子さんが「令和２年度男女共同参画社会づくり功労者内閣総理大臣表彰」を受賞さ
れました。東日本大震災津波からの復興という重要な局面において、復興における男女共同参画の推進に大きく
寄与したほか、女性研究者として、政策方針決定場面への参画のロールモデルとなりながら、学内のみならず、
県内外で幅広く連携しながら男女共同参画を強力に推進した功績による受賞です。おめでとうございます!!

は益々重要です。
　岩手大学や本委員会での経験から、今後の暮らしや
すい地域づくりには、平時の男女共同参画の強力な推
進が改めて最も重要だと思います。その実現には、地
域で活躍する女性が多様な場面で声をあげ意見を表明
すること、さらに地域のリーダーを目指すことが大切
です。政策決定や機関の意志決定場面への参画により
実現できることが多くあります。地域では女性リー
ダーの育成意義の理解と、共同参画の輪の拡大を期待
しています。震災復興で得た学びを生かし、性別に関
わりなく力を合わせることで、コロナ終息後の岩手の
未来は必ず楽しく明るくなります。

平時に強力な男女共同参画の推進を平時に強力な男女共同参画の推進を

「男女共同参画社会づくり功労者内閣総理大臣表彰」を受賞! !「男女共同参画社会づくり功労者内閣総理大臣表彰」を受賞! !

岩手県東日本大震災津波復興委員会女性参画推進専門委員会委員長・岩手大学名誉教授

菅原　悦子さん

「女性に対する暴力を
なくす運動」を行いました
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一般相談
面接（要予約）・電話相談

★水/木/土/日/祝　 9：00～16：00
★火/金　　　　　　 13：00～20：00
　※月曜日にあたる祝日はお休み

019-606-1762019-606-1762

東日本大震災津波から10年、そしてこれから東日本大震災津波から10年、そしてこれから東日本大震災津波から10年、そしてこれから東日本大震災津波から10年、そしてこれから

相談室から相談室から

2
0
2
0
年
度
よ
り
相
談
時
間
が
変
更
に
な
り
ま
し
た
。

019-601-6891019-601-6891

LGBT相談
面接（要予約）・電話相談

★火 /金　16：00～ 20：00
　※祝日にあたる
　　火・金曜日はお休み

女性のための
就労支援相談

面接（要予約）・電話相談

★水 /木 /日
　 9：00～ 16：00

★アイーナホームページ★
http://www.aiina.jp/

※相談者様の個人情報保護のため、
　情報登録が必要になります。
　アイーナHPよりご登録ください。

インターネット相談インターネット相談
専門相談

法律相談 弁護士による面接相談
★毎月第３木曜日
　10：00～ 15：00（要予約・40分）

★毎月第 2・第 4土曜日
　10：00～ 13：00（要予約・45分）

男性相談員による
面接・電話相談

男性相談

「用途別で探す」

▶ 　 　 　 　

「相談」をクリック

新着図書のご案内新着図書のご案内

いいタッチわるいタッチ
安藤由紀 著

今号のおすすめ

あなたが守るあなたの心・
あなたのからだ
森田ゆり 著

おとめ六法
上谷さくら 著

おうち性教育
はじめます
フクチマミ・
村瀬幸浩 著

地方を変える
女性たち
麓　幸子 著

フィンランド人はなぜ
午後４時に仕事が終わるのか
堀内都喜子 著

purple orange

展示の様子

ライトアップの様子

特集

女性の力を

復興防災へ！
女性の力を

復興防災へ！

左：達増知事　右：菅原悦子さん予告➡


