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女性の活躍を促進することは経済社会において、今後減少する労働力を補うだけでなく、様々な分野で活性化
させる力となるとして

①男性の意識改革

②思い切ったポジティブ・アクション

③公務員から率先して取り組む

の３つを柱として、政府は女性活躍促進のための行動計画をとりまとめました。

ポジティブ・アクションとは？
＊ 女性の活用状況の

固定的な男女の役割分担意識や過去の経緯から

「見える化」

● 営業職に女性はほとんどいない

＊ 女性の活躍推進に取り

● 課長職以上の管理職は男性が大半を占めている

組む企業の表彰制度

等の差が男女労働者の間に生じている場合、このよ

＊ 女性の起業促進。開業

うな差を解消しようと、個々の企業が行う自主的か

資金の補助制度
＊ 女性の再就職支援。主婦の

つ積極的な取組をいいます。

インターンシップ事業など

◆

〈参考：厚生労働省 HP〉

ポジティブ・アクション５つの取組

高等教育を受けた女性（24〜64 歳）の就業率

−OECD 加盟国抜粋−
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働き方による生涯所得（大学卒女性）

◆

職場環境・風土の改善(男
女の役割分担意識の解消

役職別管理職に占める女性割合の推移
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〜女性とスポーツ〜

体育に生涯をかけた女性

オリンピックは、多くの勇気と感動を与えま

西村絢子著
杏林書院 1983

す。明治 29 年（1896 年）フランスのクーベル
タン男爵の提唱により第 1 回アテネ大会が開

｢女子体育は女子の手で｣
と、日本の女子体育普及のた
め、その生涯を捧げた二階堂
トクヨは、現在の日本女子体
育大学の設立者。女子体育界
で活躍した多くの教え子達
の中には、オリンピックメダ
リスト人見絹枝もいる。

催されました。しかし女性の出場は許されず、
現在のように女性がスポーツで活躍できるよ
うになるまでには、多くの困難と闘った女性た
ちがいたからです。今回初めてイスラム圏の

780

女性が参加し、またボクシングにも女性の出
場が認められ、全競技に女性が参加すること
になり、五輪史上画期的な大会となりました。

782

走る女たち

人見絹枝

シャンティ・ソシーンスキー著
日経 BP 社 2008

人見絹枝著

女性が走ることを楽しめる
ようになったのは実はそれほ
ど昔のことではないという。
本書に出てくる 15 人の魅力
的な女性たちは、ポジティブ・
ランニングで人生の転機を乗
り越えていく。読んでいくう
ちに走り出したくなるかも。

「世界のヒトミ」と呼ば
れ、走り幅跳びや 100ｍで
次々に記録を更新した人見
絹枝の記録である。日本女
子選手初の銀メダリストは
24 歳という短い生涯であっ
たが、最後まで女子陸上の
強化と普及に力を注いだ。
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渡辺和子

幻冬舎

働き続ける女子のための会社のルールとお金の話

宮本美恵子

中央経済社

366.7

奥谷京子の夢起業塾

奥谷京子

日本評論社

367.1

キレイならいいのか

デボラ・L・ロード

亜紀書房

367.1

どうしても人の気持ちがわからない男たち

矢幡洋

草思社

367.21

女中がいた昭和

小泉和子

河出書房新社

367.21

「女子」の時代！

馬場伸彦、池田太臣

青弓社

367.3

母がしんどい

田房永子

新人物往来社

367.3

母を棄ててもいいですか？

熊谷早智子

講談社

367.9

壊れる男たち

金子雅臣

岩波書店

367.9

G.I.D.実際私はどっちなの！？

吉井奈々、鈴木健之

恒星社厚生閣

368

毒婦。

北原みのり

朝日新聞出版

371

僕は僕でよかったんだ

奥地圭子、矢倉久泰

東京シューレ出版

379

お父さんだからできる子どもの心のコーチング

菅原裕子

PHP 研究所

493

「やめられない心」依存症の正体

クレイグ・ナッケン

講談社

495

年代別女性の健康と働き方マニュアル

女性の健康とメノポーズ協会

SCICUS

495

「ヒキタさん！ご懐妊ですよ」

ヒキタクニオ

光文社

495

アラフォー安産

村島温子、三井真理

経済界

599

「働くパパ」の時間術

栗田正行

日本実業出版社

366

進化する強さ

女は女が強くする

クルム伊達公子著
ポプラ社 2012

井村雅代、宇津木妙子、
五明みさ子著
草思社 2001

「挑戦することは楽し
い」彼女は常にそう語る。
11 年半のブランクの後、
37 歳で復帰し、40 歳を
過ぎた現在、世界のトッ
プ選手と渡り合っている。
日々進化する強さを自ら
書き下ろした。

780

789

大関

367.21

シドニーオリンピックで活
躍した名コーチ・監督が語
る女子選手の鍛え方と育
て方。これからは男だから
女だからということにとら
われず、両性の協力によっ
て世界に立ち向かう時代。

柔の恩人

アイ・コンタクト

小倉孝保著
小学館 2012

中村和彦著
岩波書店 2011

女子柔道をオリンピック
種目にするために、孤軍奮
闘し続けたアメリカ人女性
柔道家ラスティ・カノコギ
の人生記。ユダヤ人家庭に
育った彼女の行動は、常に
挑戦的で、柔道のために自
分の人生と財産を賭けた。

副題は｢もう一つのなでし
こジャパン｣。ろう者による
ろう者のオリンピックである
｢デフリンピック｣で初の日本
代表として闘ったろう女子
サッカーのメンバー達。静
寂のピッチで目と目で意思
を伝えあう彼女達を追う。

916.ナ

『患者に対しては貴賎上下の隔てなく、誰にも
信愛の念をもってつくさねばならないものです』

ちか

和

安政 5 年(1858 年)〜昭和 7 年(1932 年)

｢大風のように生きて｣より

大関和は、日本で最初の看護婦。また日本基督教婦人矯風会の活動家としても知られている。
安政 5 年、黒羽藩家老の次女として栃木県大田原市に生まれた。馬に乗って那須の草原を走り回る活発な子
だったという。18 歳で結婚。相手は一回り以上も年上で、すでに数人の妾と子があったため、和の初めて子の
名前は｢六郎｣と名付けられた。その後娘も生まれたが、何度頼んでも妾たちと別れない夫に愛想を尽かし、和は２
児を連れて家を出る。上京した和は英語を習い始め、塾の経営者の兄が牧師だった縁で、教会に出入りするよ
うになった。ある時、一夫一婦制を説くキリスト教の教えに衝撃をうけ、それからは一層熱心に教会に通った。
明治 20 年、宣教師 M・T・ツルーらの努力により桜井女学校(後の女子学院)の中に、看護学校が新設された。
牧師の植村正久に看護学校の入学をすすめられた和は、
「いかに落ちぶれたりとはいえども、看護婦とは情けな
いことでございます。
」と驚いた。当時、看護婦は｢はしたない仕事｣であり、これを志望する者は｢命を売って金儲
けをする卑しい人間｣だったのである。しかし、尊敬する植村の説得で和は入学を決意、第一期生となる。10
か月の講義と帝国医科大学での１年間の実習の後、明治 21 年、近代教育を受けた初の看護婦となった。そのま
ま帝大に残り、看護婦取締となって勤務。明治 21 年は日本の看護婦の歴史上記念すべき年といわれている。東
京慈恵院看護婦教育所、京都看病婦学校などで看護婦が初めて誕生した年なのである。
明治 23 年、看護婦の過酷な労働条件の改善等を求めて、和は帝大に建議書を提出するが受理されず、帝大を
退職。越後高田に赴任し、知命堂病院の看護長として多くの看護婦を養成する。明治 29 年東京に戻った和は、派
出看護婦会が乱立していることに驚き、内務省衛生局長後藤新平に、看護婦の質の向上のために取締り規則の
制定や教育制度の確立などを直訴した。明治 32 年看護婦会初の団体である大日本看護婦人矯風会設立、翌年に
は機関誌を発行。明治 42 年にはキリスト教主義の大関看護婦会を設立した。看護婦の地位向上のために奔走し、
看護婦の質の向上のために戦い続けた和は、昭和 7 年、早世した娘と息子の待つ天国へ旅立った。74 歳。
参考図書：｢大風のように生きて｣｢理系の扉を開いた日本の女性たち｣ほか

にゅーすＢＯＸ
第１子出産平均年齢 30 歳を超す

子育て世代 女性の就労増加

厚生労働省は、
平成 23 年の人口動態統計を公表した。
合計特殊出生率は 1.39 で、前年と同じ。出生数は、女
性人口が減っている影響で、前年より 2 万 606 人減っ
た(105 万 698 人)。また、晩産化の傾向がさらに進み、
女性が第 1 子を出産する平均年齢は 30.1 歳となった。
婚姻は戦後最少の 66 万 1899 組。平均初婚年齢は、夫
が 30.7 歳、妻が 29.0 歳で、前年より 0.2 歳上昇した。

厚生労働省が推計した 2030 年（平成 42 年）
の労働力人口の減少幅が、前回平成 19 年より縮小
した。労働力人口比率（労働力人口が全人口に占
める割合）が 30 代子育て世代で低くなる「Ｍ字カ
ーブ」が、働く女性の増加により、カーブが上に
スライド傾向にある。平成 22 年の女性の労働力人
口比率を 5 年前と比較すると、
25〜34 歳は 68.3％
だったのが 72.3％に増加。60〜64 歳の労働力人口
比率は、男女ともに 5 ポイント増加。

児童虐待 6 万件
厚生労働省のまとめによると、全国の児童相談所が対
応した平成 23 年度の児童虐待に関する相談が、過去最多
の 5 万 9862 件となった。平成 22 年度に虐待死した児童
は前年度より 2 人多い 51 人で、０歳児が最多の 23 人と
約半数を占めた。主な加害者は「実母」が最も多く、母
親が抱える問題としては、
「若年妊娠」や「望まない妊娠」
が多かった。また、今年度から始まった児童相談所長が
親権停止を家庭裁判所に請求できる新制度は、施行 3 か
月で７件（６自治体）の申し立てがあった。

妊娠糖尿病注意
筑波大水戸地域医療教育センターの分析によ
ると、20 歳の時に痩せている女性が妊娠すると、
妊娠糖尿病になる危険性が高まることが明らか
になった。痩せている女性は、青年期に必要な
栄養の不足や筋肉量が少ないことが血糖値を高
めている可能性があるという。筑波大教授の曽
根氏は｢痩せていることが美しいとの風潮や意
識を見直す必要がある｣と話している。

性同一性障害 保険証に希望の性表記
厚生労働省は、心と体の性が一致しない｢性同一性
障害｣と診断された人の国民健康保険証について、戸
籍とは異なる性別を性別欄に記載した場合や空欄の
場合でも、保険証のどこかに、戸籍上の性別が明記
されていれば容認する方針を固めた。現時点では、
国民健康保険証だけに限定する方向。

上半期 配偶者間暴力４割増し
警察庁のまとめによると、今年上半期（１〜６月）
に全国の警察が検挙した配偶者間の暴行や傷害は、前
年同期より約４割増加(暴行 1004 件、
傷害 1012 件)。
｢従
来は警察への通報を控える傾向が強かった被害者の意
識が変化してきたのではないか｣とみている。

女性の活躍促進による経済活性化行動計画
政府は｢女性の活躍促進による経済活性化行動
計画〜働く『なでしこ』大作戦」を決めた。計画
の柱は、各企業が女性社員の活用状況を公表する
「見える化」を進めていくこと。女性管理職の比
率などの公表を企業に促し女性が能力を発揮しや
すい環境づくりをする。また、女性の起業や、再
就職を支援する取組みも盛り込まれており、開業
資金の補助や、主婦を対象にしたインターンシッ
プ（就業体験）事業も予定している。

女性研究者の比率 14％
文部科学省科学技術政策研究所がまとめた｢日本の
大学教員の女性比率に関する分析｣で、大学卒の女性
は増加しているのに、大学研究者に占める女性の比
率は 14％と主要国で最低水準だったことがわかった。
女性比率はこの 25 年間で、大卒は 2 倍、修士課程修
了者は 4 倍、博士では 5 倍に上昇した。女性研究者
数の増大は、欧米などでは積極的に進められている。

練馬区 病児・病後児保育「ぱるむ大泉」開設
8 月 1 日に練馬区医師会病児保育センター｢ぱるむ大泉｣
が開設された。病児・病後児保育施設は、病気の回復期、
または回復期には至らないが、当面症状が急変する恐れが
ない場合、集団保育の難しい時期に一時的に保育を実施す
る施設。区内で 5 か所目となる。対象は生後 6 か月〜10 歳
未満で、保育所などに通う区内在住の児童か、区内の保育
所などに通う児童。利用は事前に施設に登録が必要。
図書･資料室利用案内

改正労働契約法が成立
同じ職場で５年を超えて働いている有期雇用の労
働者(パートや契約社員等)を対象に、本人が希望す
れば無期限の雇用への切り替えを企業に義務づける
改正労働契約法が成立した。そのほかのポイントと
しては、契約更新を繰り返した労働者への雇い止め
禁止、契約期間の有無にかかわらず、待遇に不合理
な格差を設けない等。平成 25 年度に施行の予定。

子どもの貧困率ワースト９位
国際児童基金(ユニセフ)がまとめ
た報告書によると、日本の子どもの
貧困率は 14.9％で先進 35 か国中 27
位(悪いほうから 9 番目)。平成 12 年が
12.2％、17 年と 19 年がいずれも
14.3％で悪化傾向に歯止めがかかっ
ていない。日本のデータは平成 21
年の所得を基にしている。
報告書は、
各国の子育て政策や福祉も比較。

利用時間／午前 9 時〜午後 9 時 30 分

休館日／年末年始（12 月 29 日〜１月 3 日）

