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～若い人たちに伝えたいこと～ 

2月5日（土）、6日（日）開催！ 

～若い人たちに伝えたいこと～ 
コムズフェスティバルのご案内 
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COMS FESTIVAL SCHEDULE

F O R  Y O U N G  G E N E R A T I O N

COMS FESTIVAL
FIRST DAY

第6回 

「若い人たちに伝えたいこと」 

2月5日 

「男女共同参画っていうじゃない？」 
～でも、わたしたち迷ってますから…～ 

【コーディネーター】　門田　欣也さん 
　　　　　　　　　　（元女性学・ジェンダー研究フォーラム企画委員） 

ヌエック（国立女性教育会館）で開催された「女性学・ジェンダー研究フォー
ラム」のワークショップの参加報告と、参加者とのディスカッションをします。 

市民企画分科会（財団市民派遣事業派遣市民） 

14：00～ 時　間 3F・会議室3会　場 30名 定　員 

「私にもできる！！ＤＶ根絶への取り組み」 

【コーディネーター】　田中　弘子さん（愛媛大学教育学部教授） 

警察の方や、小さな子どもとかかわっている方を交え、私たち一人ひと
りができるＤＶ根絶のための取り組みについて一緒に考えましょう。 

市民企画分科会 

14：00～ 時　間 4F・視聴覚室 会　場 60名 定　員 

「つくってみようよ！“さんかく”料理！イタリアン」 
～実践料理教育～ 

●材料費500円必要 

“料理の楽しさ”をご存知ですか？“さんかく”料理を作ることについて歓談
しましょう。カップルでの参加をお待ちしています。 

市民企画分科会（運営推進委員有志の会） 

18：00～ 時　間 3F・調理室 会　場 30名 定　員 

「中学生からのメッセージ」 

【メインコメンテーター】　天野　祐吉さん（子規記念博物館館長） 
【シンポジスト（意見発表者）】　市内中学生 

●天野さんからの問題提議　●中学生による意見発表 

大人世代と若い世代の間のコミュニケーションが希薄化する中、両者の思いをつないでいくためのシンポ

ジウムを子規記念博物館天野館長をメインコメンテーターに迎え、市内中学生の協力を得て開催します。 

メインシンポジウム A
「韓国文化体験！おしえてコレア2

「韓国の本当の姿」とは何か？松山在住のみなさんと共
再現し、体験する異文化体験イベント。 

まつやま国際交流センターイベント

10：00～17：00（受付12：30～） 時　間 

3F・調理室・多目的室 会　場 

お問い合せは…1（089）943－

コムズステップアップⅡ修了生研究発表 

「わたしたちの取り組み」 
今年度男女共同参画推進センターのステップアップⅡコ
が、自分たちの取り組んだ研究内容と体験を展示の形で

展示スペース利用イベント 

日本女性会議2004まつやま 

写真でたどる「日本女性会議200
10月22、23日、日本女性会議2004まつやまが開催
子を撮影ボランティアの作品を主にたどります。また分
も展示します。 

巨大だるまおとし・景品つり等のあそび、昔なつかしい
缶バッジやスライム等ができる工作コーナー 

松山市新玉児童館イベント 

10：00～15：30時　間 2F・遊会　場 

「だがしや」 

人気の駄菓子屋さんです。（有料） 

10：00～15：30時　間 1F：児会　場 

終日 時　間 1F：ホ会　場 

お問い合せは…1（089）943－
「働く親と子育ち・子育て」 

【講師】　普光院　亜紀さん（保育園を考える親の会） 

活動が全国的に注目される「保育園を考える親の会」の代表を招き、働
く親の子育てと仕事への思いを語り合います。 

市民企画分科会 

14：00～ 時　間 3F・会議室2会　場 30名 定　員 

「集い、語り、ともに拓こう！新たな
～2004年日本女性会議を終えて、これから

【コーディネーター】　船橋　邦子さん（和光大学教
【パネリスト】　立川　百恵　実行委員長　各部

前半は、実行委員として関わった活動の中から生ま
標を語り合います。その後、船橋さん、立川委員長
後の方向性を語ってもらいます。 

日本女性会議アフターイベント D

10：00～ 時　間 5F・大会議室 会　場 定

土 

COMS FESTIVAL SECON

2月6日 日 

1B

2B

3B

C

10：00～ 時　間 5F・大会議室 会　場 200名 定　員 

F

総合テーマ 

若い人たちに 
伝えたいこと 

メインシンポジウム 
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「若い人たちに伝えたいこと」 

2
5 6
土 日 

はがきまたはファックスで、参加希望のイベント記号（A～F）・住所・
氏名・電話番号を記入して、お申し込みください。 

フェスティバル期間中は、託児（1歳から就学前まで／1回1人
200円）・要約筆記・手話通訳を行います。 
予約制ですので希望者は、お申し込み時に合わせてご連絡くださ
い。託児希望者（定員15名、申込順）は、子どもの名前と年齢も
お願いします。 

各イベントとも、参加が不可能な場合のみ、締切
日以降早急にご連絡いたします。 

メインシンポジウム 
「韓国文化体験！おしえてコレア2005」 

「韓国の本当の姿」とは何か？松山在住のみなさんと共に韓国の生活文化を
再現し、体験する異文化体験イベント。 

まつやま国際交流センターイベント 

10：00～17：00（受付12：30～） 時　間 

3F・調理室・多目的室 会　場 

お問い合せは…1（089）943－2025

コムズステップアップⅡ修了生研究発表 

「わたしたちの取り組み」 
今年度男女共同参画推進センターのステップアップⅡコースで学んだ修了生
が、自分たちの取り組んだ研究内容と体験を展示の形で発表します。 

展示スペース利用イベント 

日本女性会議2004まつやま 

写真でたどる「日本女性会議2004まつやま」 
10月22、23日、日本女性会議2004まつやまが開催されました。当日の様
子を撮影ボランティアの作品を主にたどります。また分科会部会の当日資料
も展示します。 

巨大だるまおとし・景品つり等のあそび、昔なつかしい、駄菓子やくじ引き、
缶バッジやスライム等ができる工作コーナー 

松山市新玉児童館イベント 

10：00～15：30時　間 2F・遊戯室 会　場 

「だがしや」 

人気の駄菓子屋さんです。（有料） 

10：00～15：30時　間 1F：児童館 会　場 

終日 時　間 1F：ホール 会　場 

お問い合せは…1（089）943－5801

「やるときゃ、やるよっ！」 
～新居浜の高校生　災害復興ボランティア体験～ 

2度の水害に見舞われた新居浜市で獅子奮迅の働きをした地元高校生に、
ボランティア体験を語ってもらいます。 

まつやまＮＰＯサポートセンターイベント 

13：00～ 時　間 4F：視聴覚室 会　場 30名 定　員 

「集い、語り、ともに拓こう！新たな関係」 
～2004年日本女性会議を終えて、これからの私たち～ 

【コーディネーター】　船橋　邦子さん（和光大学教授） 
【パネリスト】　立川　百恵　実行委員長　各部より実行委員6名 

前半は、実行委員として関わった活動の中から生まれた課題や今後の目
標を語り合います。その後、船橋さん、立川委員長に大会を総括し、今
後の方向性を語ってもらいます。 

日本女性会議アフターイベント D

10：00～ 時　間 5F・大会議室 会　場 200名 定　員 

かたち  

ドキュメンタリー映像「ヤカオランの春」上映会 
～あるアフガン家族の歴史～ 

あるアフガン家族の歴史を通して、アフガニスタンの教育事情と女性差
別について、「ヤカオランの春」制作者・川崎けい子さんと話し合います。 

ビデオ上映会 

14：00～ 時　間 5Ｆ・大会議室 会　場 200名 定　員 

●ビデオ上映　　　　約90分 
●参加者と意見交換　約30分（映像ディレクター　川崎　けい子さん） 

COMS FESTIVAL SECOND DAY

2月6日 日 

申し込み先 〒790‐0003　松山市三番町6丁目4－20 
（財）松山市男女共同参画推進財団・事業係 
TEL：089‐943‐5777 
FAX：089‐943‐0460

締 め 切り  

フェスティバル期間中は駐車場が利用できませ
んので、公共の交通機関をご利用ください。 

お　願　い 

平成17年1月29日（土） 

コムズフェスティバルお申し込み方法 
2
5 6
土 日 

2
6
日 

2
5 6
土 日 

2E

1E

託児・要約筆記・手話通訳のご案内 

参加無料　※材料費が必要な催しがあります。 

F

「若い人たちに伝えたいこと」

3
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2004年は国際婦人年から

30年、女子差別撤廃条約から

20年、北京女性会議から10

年という節目の年であること

から、「日本女性会議2004ま

つやま」では、女性の人権や

平等への世界的取り組みが、

わが国の施策や制度にどのよ

うに反映され、成果を残した

か、また、どこでつまずいて

いるのか、それはなぜかを検

証し、一人ひとりが自分らし

く輝いて生きることのできる

男女共同参画社会の実現のた

めに、取り組むべき方向を参

加者とともに模索し、確認す

ることを最大のテーマに進め

られました。

開会式は、ボイスアーティ

ストのRICO神島さんの力強

い歌唱と小富士文化保存会に

よる愛媛の伝統芸能「船踊

り」、愛媛の女性史を辿った

「時代を拓いた先人たち」の

上映で始まりました。そのあと、立川百恵実行委員長と中

村時広松山市長が主催者挨拶を行い、愛媛県知事からのお

祝いのメッセージと松山市議会議長の祝辞をいただきまし

た。

基調報告では内閣府男女共同参画局

長の名取はにわさんが、「北京女性会議

から10年」～行動綱領は、どのように

活かされてきたか～というテーマで、

世界的な男女平等の気運と北京会議で

の行動綱領がわが国の女性施策に与え

た影響と成果、さらには課題について

報告がありました。

北京女性会議までの5回の女性会議で、途上国の貧しさ

の改善や先進国における貧富の差の解消のために女性の地

位向上やエンパワーメントが必要であることが認識された

が、北京会議で提起された行動綱領は日本の女性施策に大

きな影響を与え、1999年の男女共同参画社会基本法の成

立に結実したと報告。その結果、「法律や制度は整備され

つつあるが、まだまだ社会に根付いてはいない。しかし、

高齢化や少子化、経済の状況を考えると女性の社会での貢

献が求められている。国は女性の力に期待しポジティブア

クションを推進しているので、ぜひエンパワーメントして

ほしい」と述べました。

シンポジウムでは、「男女

共同参画社会の今、そしてこ

れから」をテーマにコーディ

ネーターに樋口恵子さん、シ

ンポジストには岩男寿美子さ

ん、瀬地山角さん、竹信三恵

子さんをを迎え、さらに壇上

に市内の高校生・専門学校生・大学生約100名の市民シン

ポジストが加わり、熱気のある会議となりました。

ここでは基調報告を受けて、行動綱領がわが国において

「日本女性会議2004まつやま」成功裏に終わる
全国から2750人が参加。新たな社会づくりをめざし、ともに語り、学ぶ。

10月22日・23日、松山市道後町の愛媛県民文化会館におい

て、第21回日本女性会議が開催されました。折りしも全国に

大きな爪あとを残した台風23号の四国上陸と重なり、大会当

日まで交通機関に影響が出るなど、実行委員会では開催すら危

ぶむ一幕もありましたが、好天に恵まれ、全国から2750人が

参加。参加者と講師、主催者の三者が一体となって、語り、学

び、交流し、2日間の会議を終了しました。

期待される女性のエンパワーメント

第1日　全体会

開会式で挨拶をする立川委員長

開場を待つ参加者

歓迎のキルト展示。
参加者の目と心を奪いました。

基調報告をされた
名取はにわさん

会場と一体となって「男女共同参画」
を考えたシンポジウム

大会会場前に設けられた歓迎花壇

「時代を拓いた先人たち」を
見入る参加者

RICO神島さん

小富士文化保存会による船踊り
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実際にどのように活かされているかを検証。樋口さんは

「この10年はいろんな意味でのパートナーシップの基盤整

備に取り組んだ」と、女性たちが元気に社会参画する姿を

若い人や社会に示すことができたと評価しました。岩男さ

んは「基本法ができたことで男女共同参画社会を推進する

ための仕組みや制度をつくることが可能となった」と述べ

ました。瀬地山さんは「この10年で少子化と自殺が増え

た。今のままのシステムでは男性が厳しい状況に追いやら

れ、新たな男性問題を引き起こしている」と、竹信さんは

「法律は整備されたがあくまでも建前にすぎず、仕事の現

場では新たな差別構造が生まれていると」指摘しました。

現状を踏まえたうえで、これからの10年で何をすべき

か、を各シンポジストが発言。瀬地山さんは「育児休業な

ど享受できる権利を活用すること。男性はもっと出産に立

ち合うこと」、竹信さんは「女性が経済力をつけること。

ネットワークをつくって自分の権利を守るために自衛する

こと」、岩男さんは「何か変だなと感じたことはその意味

を考えてほしい」と述べ、最後に樋口さんが、「現在はシ

ステム変換の途上を歩いている。これからは人間の幸福を

考える文化を育み、それを次の世代につなげよう」と締め

くくりました。

交流会は、県民文化会館の

真珠の間と道後温泉「大和屋

本店」の2会場で開かれ、約

1200名が参加しました。日

本女性会議参加の楽しみの一

つとされる交流会は、参加者

同士が交流し、情報交換する

だけではなく、主催地それぞ

れの料理や心温まる演出で参

加者に地域の良さを伝える場

となっており、参加者は愛媛

の郷土料理を中心とした食事

と太鼓や舞囃子などのアトラクションで、楽しい松山の夜

のひと時を過ごしました。

また、俳句の町松山にちなみ、特別分科会「俳句食談会」

も1日目の夜、道後温泉の「ふなや」で開催され、夏井い

つきさんを進行役に俳句ライブを楽しみました。

日本女性会議では全体会での総論を分科会でさらに各論

討議することを特徴としています。今回は北京会議で提起

された12の課題にそって「女性と暴力」「メディア・リテラ

シー」「教育」「女性と健康」「条例」「仕事と子育て」「政策決

定における男女共同参画」「環境」「働き方」「平和」「女性

学・男性学」「農山漁村と女性」「家族」「高齢社会と女性」

「いのち」の15のテーマにつ

いて19の分科会が市内の各会

場で開催されました。

会場では講師の方々と参加

者、実行委員が一つになって、

それぞれのテーマについて熱

心な話し合いが行われました。

記念講演は、演出家・女優として

活躍中の渡辺えり子さんを講師に迎

え、平和について参加者とともに考

えました。戦後生まれの渡辺さんは

日本は戦争をしないし、平和な社会

と信じ込んで演劇界で活動していま

したが、一見平和に見える日本でも、

国家権力と住民との間で衝突がある

ことを知り、自分や世間の「平和ボ

ケ」に気づきました。それをきっか

けにイラク戦争が勃発すると、戦争を絶対止めなくてはい

けないという思いから、演劇人たちで暴力や武力ではなく

「言葉の力」で平和にしていくという非戦演劇人の会を立

ち上げ、演劇活動のなかで平和の尊さを訴えています。講

演でも、イラクの演劇人との交流の例を引いて、いかに平

和が大切か、平和がもたらしてくれる自由という恩恵、ま

た平和がいかに危ういものであるかを親しみやすい口調で

語りました。そして、平和のために「いま、わたしに何が

できるか」を参加者一人ひとりに問いかけました。

閉会式では、大会宣言を朗読し、男女共同参画社会の一

日も早い実現を願って大会の幕を閉じました。

「性別や世代を超え、誰にとっても暮らしやすい平和な社

会」の実現こそが、我々が次世代に贈ることのできる財産

なのだと実感しつつ、散会となりました。

15のテーマで19の分科会開催

第2日　分科会・記念講演

交流会①　真珠の間

交流会②　大和屋本店

親しみやすさで好評だっ
た基調講演の渡辺えり子
さん

第4分科会　ダンスセラピー

第7分科会
政策決定における男女共同参画

第11分科会　女性学・男性学
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ペルー出身　日本在住16年　英語・スペイン語講師

4児の母　特技：料理

日本に来た当初の写真を見せていただきました。16年たった

現在の写真の方が表情が豊かで自信にあふれています。マベル

さんの努力の結果のようです。さて、これからどんな写真が増

えていくのか楽しみです。

リポート：三好　久美子

近年、私たちの住む松山市でも、たくさんの外国人が住むようになりました。私たちの知
らない外国の暮らしは、どんなものなのでしょうか？また、外国からいらっしゃった方から
見ると、日本の状況はどう映るのでしょうか？外国での女性の生き方や、家族のようすを伺
ってみることにしました。

夫は日本人です。結婚前、船員をしていました。結婚当初、

日本に永住しようと決心しましたが、言葉や文化、習慣の違

いは想像以上に大変でした。あの頃の写真を見ると、とても

疲れた顔が映っています。私は不安もあり、子育ても一緒に

したかったので、二人で話しあいました。夫は、今は企業の

社員として働いています。休日はよく子ども達と遊んだり、

夕食を作ってくれたりします。私や子ども達、母も夫のこと

を大切に思っています。週末には二人で子ども達やお互いの

ことなどを話しあいながら家庭を作っています。

マベルさんのご家庭について
教えてください。

両親と6人兄弟で暮らしていました。父は地元の新聞記者、

母は主婦をしながらボランティアやパッチワークを楽しんで

いました。週末の夕食は父の担当で、得意料理はポークソテ

ーやスパゲティボンゴレです。寝る前に両親がトムソーヤや

シンデレラなどの絵本をよく読んでくれました。休日は、親

せきも集まりランチタイムを楽しむといったスローライフで

した。

マベルさんの育ったペルーの
家庭について教えてください。

一番下の娘が小学校に入った時、知人が紹介してくれまし

た。皆さんの語学が上達して喜んでくれる時がとてもうれし

いです。また、自分の収入があることも喜びです。

今の仕事を始められた
きっかけは？

発展途上国に洋服や文房具を送る手伝いをしています。頼

まれれば学校でペルーの話をすることもあります。松山に慣

れていない外国の方のお手伝いもしています。

ボランティア活動は
どうですか？

講師の仕事をもう少し増やしたいです。ペルーの料理も教

えてみたいですね。時間ができれば、夫と横浜や長崎へ旅行

に行ってみたいですね。

これからの夢は？

ペルーは大家族で住むことが多く、私が住んでいた頃は、

10人くらいの家族は珍しくありませんでした。今の私の家

族も7人家族です。日本では核家族や、単身赴任、母子家庭、

父子家庭、一人暮らしのお年寄りなど、さまざまな形の家族

がありますね。家族の中でコミュニケーションをとりながら、

愛情を分かちあいお互いに自立を助け合うことが大切だと思

います。日本人は、男女ともにシャイな方が多いので、もう

少し気持ちをオープンにした方がいいように思います。

日本の家庭を
どう思いますか？

池田 マベルさん
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お二人のお話によると、日本の状況は不思議なことも多

いようです。

社会主義国でどんどん経済発展をしている中国では、男女

平等の意識が日本よりずっと高そうです。中国の男性は、

女性の能力向上（例えば留学や社会人で大学に入学するな

ど）に対して全く抵抗がなく、共働きは家庭の収入か増え

るから良いと考えるそうです。男性の家事に対する意識も、

日本とは随分異なっているように感じました。

一方、ペルーでは、まだまだ家事分業の考え方が大半を

占めるというように伺いましたが、そんな中でも、女性は

ボランティア活動など、社会参加も頑張っていらっしゃる

ようです。ペルーのお話で印象に残ったのは、日本とは違

う女性の息抜きの仕方です。週末、家族でのんびり外に椅

子を置いて食事をしたり、夫が料理を担当して友達を招待

したり、家族にふるまったり…。日本では、住宅事情やパ

ートナーの考え方などで、できないことも多そうですね。

改めて、日本での暮らし方…女性の生き方、ストレスの発

散方法など考えさせられることの多い取材でした。

みなさんはお二人のお話を読んで、どう感じられたでしょ

うか？

共働きで互いに家事労働を分担するのが当たり前の中国で

は、日本の夫婦は不思議に見えるようですね。謝さん、これか

らも頑張って勉強を続けてくださいね！

中国出身　日本在住2年　愛媛大学研究生　特技：英語

愛媛大学の研究生で、大学院に入るため猛勉強中です。親

が働いて送ってくれた仕送りで生活しています。日本は、電

化製品や自動車がとても安くて便利ですが、物価は高いので

生活は大変です。将来は、たくさん仕事をして親孝行がした

いです。日本人の印象は、真面目で誠実、正直な感じです。

時々、曖昧な時もありますが…。

日本での生活はどうですか？

中国の家庭では共働きが普通ですから、先に帰った方が家

事をすることが多いです。買い物や送り迎え、料理、子ども

の面倒…など夫も何でもします。日本の男性はあまりしませ

んね。中国では、男だからとか女だからとかいうことは関係

ありません。妻の収入の方が多いことだって、いっぱいあり

ます。日本の男性は家事をほとんどしないと聞いていますが

不思議ですね。私の国では考えられません。

中国では、夫婦が働くのは
当たり前ですか？

婚約者が中国で大学の講師をしています。今は互い忙しい

ので結婚はもう少し後ですが、そのうち結婚して海外に住み

たいです。子どもは３人欲しいです！結婚しても、自分の勉

強はずっと続けていきたいね。日本の女性は結婚すると仕事

を辞めてしまう人が多いですね。これはとても勿体無いこと

だと思います。親は子どもを大学へ入れるために、多額のお

金を使っているわけです。結婚してそれらの全てを捨ててし

まうという考えは、中国ではまず、ありませんね。社会主義

で経済がどんどん発展している中国では、男女平等意識が非

常に高いのです。中国の男性は、女性の能力向上（留学や昇

進など）に対して全く抵抗がありません。共働きは家庭の収

入が増えるからいいことなのです。

将来の夢や結婚観は？

謝 紅（シャ・ホン）さん

写真左：謝紅さん　右：池田マベルさん

外国人から見た お国事情
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「あなたにはホッとするバショがありますか。それはどこで

すか」というアンケートを188人の方にしました。その中で

ホッとするバショで撮影OKとお返事をして下さった方たち、

6人に登場していただきお話を伺いました。「ホッとするバシ

ョについて・夢は？」の2点を共通する質問とし、あとはその

方たちとのキャッチボールで進めていきました。

「ホッとするバショ」は自然の中だったり、自分の部屋だっ

たり、友だちといる時だったり…6人の方たちそれぞれ違って

いました。

11名の参加でビデオ上映会が開催されました。今回は、ビ

デオ上映終了後、参加者同士で自分の「ホッとするバショ」に

ついて話をしました。皆さん自分なりの「ホッとするバショ」

があり、仕事に家事に疲れた心身をリフレッシュされていまし

た。たぶん、そのバショにいる時は、自然に心やからだが「疲

れたよ～」と言っているのかもしれません。そんな時間がない

と一日がなんとなく落ち着かない…「ホッとするバショ」はそ

の人にとって大切な自分を再生するバショと時間なのですね。

10代の約2割の人が、「ホッとするバショ」が「ない」「わ

からない」と答えたそうです。自分を好きになり、大切にする

ためにもあなたの「ホットするバショ」を探してみませんか。

あなたには「ホッとするバショ」がありますか。それはどこ

ですか。
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ホームページはもうご覧になっていただけましたか？

新しい情報満載です。お気軽にアクセスしてね。

「『私たちがんばってます』で紹介してほしい」

「情報誌置いてもいいですよ」

「定期的に発行しているミニコミ誌おいて下さい」

そんな方、グループを募集中です。お気軽にお問合せください。

情報担当　　089（943）5777

“主夫”10万人時代到来か…。国民年金の第三号被保険者が

10万人に達する見込みといわれています。最近では、専業主夫

を主人公にしたテレビドラマが登場するなど“主夫”は社会的

にも認知されつつあるようです。ある新聞に、20代男性の5人に

1人がほぼ毎日料理をするというアンケート結果が掲載されてい

ました。家庭科の男女共修が中学校で始まったのが93年。翌年

には高校でもスタート。家庭科の共修により若い世代を中心に

男性の家事能力が向上し、料理をはじめとする家事に対する抵

抗感が少なくなったのではないでしょうか。コムズでは男性を

対象とした料理教室を開催しています。参加の半数以上がこれ

をきっかけに家庭でも料理を作るようになったそうです。みな

さんも、料理に挑戦してみませんか？

（Ｔ・Ｙ）

編集後記

学習資料 無料貸出中!!

●図書コーナーのお知らせ

こころ、からだ、結婚・離婚、家族、生き方といった様々なジャンル

の図書を収集しています。どうぞお気軽にお立ち寄りください。

●利用時間

火～土曜日／9：00～20：30 日・祝日／9：00～17：00

休館日／毎週月曜日（祝日の場合はその翌日）

「へんしんするんだったらなにがいい？」

「パパやママよりとくいなものはなあに？」など語りかけのヒント

になる92個の会話の種が詰まっています。父親と子ども、おばあ

ちゃんと孫、それとも恋人で…答え方に正解はありません。どのペ

ージから読んでも楽しめます。

「どんどんきいて！」
アンティエ・ダム／作・石津ちひろ／訳

学習プログラムのデザインや参加型学習

（ワークショップ）の20の手法など学習プ

ログラムのつくり方や学習のすすめ方を紹

介しています。～参加型から参画型へ～

社会学習関係者やＰＴＡ、ＮＰＯなどの団体関係者が参加型学習を

進める上で参考になる１冊です。

生涯学習支援のための
「参加型学習

ワ ー ク シ ョ ッ プ

のすすめ方」
廣瀬隆人・澤田実・林義樹・小野三津子／著

コムズでは、地域や学校で「男女共同参画」を学習するため

にかるたやパネル・ビデオなどの貸出を行っています。この

機会に、遊びながら楽しく学習してみませんか？

●貸出期間…１週間

●利用方法

コムズ２階図書コーナーでお申し込みください。電話での予

約も受付けております。お気軽にどうぞ。

ビデオ上映会＆トーク
●日　　時：平成16年9月18日（土）10：00～11：30
●会　　場：コムズ4階　視聴覚室
●上映作品：ホッとするバショ（その1・その2）

内　容

ビデオ上映＆トーク
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