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ジェンダー、なにが問題か。 

高岡市男女平等推進市民委員会 

会 長  大石  昂 

1971年、アメリカのスタンフォード大学

で衝撃的な心理実験が行われました。ごく普

通の心身ともに健康な被験者は、くじ引きで

11 人の看守役と 10 人の囚人役に分けられ

ました。囚人は番号で呼ばれ（個性の剥奪）、

囚人服の下に下着をつけることを許されず

（屈辱の受容）、看守は制服とサングラス、警

棒を身に着けました（優位性の誇示。もちろ

ん暴力の行使は厳禁）。はやくも実験の初日に

は囚人による抗議行動が起き、両者の対立は

急速にエスカレートしました。看守はより支

配的になる一方で囚人は次第に卑屈になり、

囚人同士のいさかいも起きました。看守は囚

人に対するさまざまな懲罰を考え出すように

なり、ついには、囚人の精神不安定や看守に

よる暴力と虐待が頻発するに及んで、実験は

６日目で中止されました。しかし、看守たち

はこの中止決定に強く異を唱えて実験の続行

を望んだと記録されています。今日では、倫

理的に不可能な実験ですが、指導したジンバ

ルドー教授の意図は、自己の社会的な役割（肩

書き、地位など）がその人の人間性に強い影

響力を与えるということの実証でした。 

ジェンダーとは、男と女の生物的・生理的

な差異に由来しない、社会的に作られてきた

差異をさして使われます。そしてこのジェン

ダー概念は、しばしば「女は（男は）かくあ

るべし」という社会的役割として語られます。

男女という社会的役割に関して、どちらが囚

人でどちらが看守に当たるのかという話をし

ようというのではありませんが、ある種の社

会的役割が暗黙に前提されると、行動として

それを受け入れているうちに、いつのまにか

人間性もそれに合わせて変化する可能性があ

るということを、この「監獄実験」は警告し

ているのです。 

※この実験の経過は、後に「 e s 」というタイト

ルで映画化されています。エスとは、精神分析の

用語で、人間の精神に潜む根源的な衝動を意味し

ています。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FMおばさんことﾞ 

講師：牧長 幸子さん  

 

 

 

 

8月 10日（木） 午後 2時～4時
ｳｲﾝｸﾞ･ｳｲﾝｸﾞ高岡６F 会議室C 

高岡の町名の由来について、高岡市区分地図（S38）
をみながら持論を交え、高岡弁で説明されました。 
また、高岡音頭が当時人気絶頂の市丸さんによって歌
われていることを当時の高岡の勢いを覗えるエピソ
ードとして紹介され、参加者たちからは“高岡ってス
ゴイ！高岡の町名に愛着を感じた、高岡の歴史に興味
を持った”等の感想が聞かれました。 

 

おもしろ たかおか再発見

金屋町、大工町、旅籠町、
風呂屋町、大鋸屋町、御旅
屋 etc・・・高岡には職業
にちなんだ町名が数多く
つけられています。 

 

 
WEN－DO ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰﾞ 

講師：福多 唯さん  

いざというときに役立つ技と心構え 

8月２６日（土）午前10時～11時 30分
ウイング・ウイング高岡６F 会議室C

～出会い・話し合い・・・誰もが暮らしやすいまちづくりの参画をめざして～   

8/20（日）～9/2（土） ｳｲﾝｸﾞ・ウイング高岡にて開催されました！      主催：E ネット 

展 示 8/20～9/2  
【１F市民ラウンジ】 

ワークショップ 8/20～8/27
【６F男女平等推進センター会議室ほか】 

メインイベント 9/2 
【４F ホール】 

  

女性を対象に、体力や体格が上回る男性相手
でも効果的に暴力回避するための技と心構えを
体験・学習しました。 

―参加者感想－ 

・「誰もが護身術を学んでいる世の中
なら変な考えも出ない」とおっしゃ
られたことにすごく共感した。 
是非、学校で取り入れて欲しい。 

・一度だけの講座ではなく、継続して
欲しい。        etc 

 

活動発表・体験・実演・講座 etc 
さまざまな形式で実施しました！ 

 
ベル演奏：リンベル サックス演奏：ＭＡＳＡさん 

ＭＡＳＡさんと 

富山県立大学教授・奥田實さん 

女性のための 護身術  

トーク＆トーク 9/2【４F ホール】

PRイベント9/2
【１Ｆ南側入り口】

登録団体からの 
活動報告や情報発信！ 

二胡・フルート・ギター
の三重奏♪♪♪ 

 

パワフルな 

ジャズ演奏！ 

 

いい 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時 内 容 講 師 

10/15（日）

９:3０～1１:３0

古城公園から高岡大仏までの 

約 1.5ｋｍをウォーキング 

万葉を愛する会  

理事 尾竹 睦子さん 

日 時 タイトル 講  師 

10/19（木）

13:3０～15:00

離婚時の年金分割制度 

’07.4 月何がどうかわるの？ 

社会保険労務士 

廣澤 加代子さん

10/26（木）

13:３0～1５:00

人生 80年！熟年世代に贈る 

“生き方”のヒント 

男女平等推進ｾﾝﾀｰ 

所長 野村 乙美 

日 時 内 容 講 師 

11/19（日）

10:0０～12:３0

パパ・じいじと一緒に 

わくわくクッキング教室 

～ぎょうざを作ろう～ 

野原 恵美さん 

 

センター企画講座Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ 

●高岡市の女性団体が中心となっている実行委員会主
催により、東海・北陸・近畿ブロックの男女共同参画フ
ォーラム参加者との夕食会を兼ねた交流会を開催しま
す。基調講演講師(樋口恵子さん)を交えて夕食をしなが
ら、気軽に語り合い、情報交換、相互交流をします。
たくさんの方の参加をお願いします。 

 

― 秋講座のお知らせ ―  

 

2006 女性とまちづくり地域会議 
ーワーク・ライフ・バランスー 

とき：18年 10月 9日（月）体育の日13:10～16:00

ところ：ウイング・ウイング高岡４Ｆホール 

・ミニコンサート：コーラスともしび 

・基調講演：「アメリカのくらしから見た日本の女性たち」
      講 師：林 かおりさん 

・トーク＆トーク コーディネーター：林 かおりさん 

  トークゲスト：菅野克志さん（高岡ガス株式会社 社長） 
大庭純子さん（高岡市民病院 主任看護師）

         吉田由理子さん（西部保育園保護者会役員）

 

※問合せ・申込先 高岡女性の会連絡会 
【加須栄】℡23-7636 

イブニング・トーク in たかおか 

日 時：11月 1日（水）18:30～20:30   
ところ：ホテルニューオータニ高岡 

（３F万葉の間） 
内 容：夕食会兼交流会   
定 員：100名 
参加費：１人5,000円   
問合先：男女平等推進センター ℡20-1810 

 

※ところ：６Fキッチンサロン 参加費:ペアで500円 定員：ペア８組  

申込先：いずれも男女平等推進センター℡２０－１８10 

楽しい子育て 

☆「家庭」「職場」「地域・学校」の中から１つ選んで、下記の方法でご応募下さい 

★はがき：〒933-0023  富山県高岡市末広町1-7 高岡市男女平等推進ｾﾝﾀｰ宛 

★TEL：（０７６６）２０－１８１０   ★ＦＡＸ：（０７６６）２０－１８１５ 

★Ｅ-mail： sanka@danjyo-byoudou.jp ★ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://www.danjyo-byoudou.jp 

★ちょこっとできる男女平等・共同参画★

 

 

 

今年のテーマは 

  

「あなたのご意見」 募集中！（締切 10月 15日） 

市 民 企 画 講 座 Ⅳ・Ⅴ 
 

●企画：富山県男女共同参画推進員高岡連絡会     （定員：40名） 

日 時 タイトル 講  師 

11/18（土） 

13:0０～17:00 

1.男の本音ぶっちゃけﾜｰｸ 

2.こんなんやらんまいけ 

お茶の水女子大学 

ｼﾞｪﾝﾀﾞｰ研究ｾﾝﾀｰ研究協力員 

斉藤 正美さん 

12/ 2（土） 

13:３0～1５:30 
3.みんなでやらんまいけ 

富山県立大学 

教授 奥田 實さん 

ところ・申込先：男女平等推進センター ℡20-1810 

●企画：彼谷 環さん                          （定員：20名） 

日 時 タイトル 講  師 

11/17（金） 

1９:0０～20:30 

「馬場はる」の見た近代日本 
富山国際大学国際教養学部

教授  高成 玲子さん 

11/24（金） 

19:00～20:30 

教育に捧げた二人の女性 

モンテッソリと津田梅子 

富山国際大学国際教養学部

助教授 福島 美枝子さん 

12/ 1（金） 

19:00～20:30 

私が見聞した世界 

日本の女性、欧米の女性 

富山国際大学国際教養学部

教授  鈴木 康雄さん 

                 

 

※ところ・ウイング・ウイング高岡６Ｆ会議室   定員：各30名 

 

  

※集合：市民体育館前  解散：大仏前（小雨決行） 定員：20名 



 

 

 

 

 

案 内 地 図 

■交流スペース         （無料）         
●登録団体の会議や研修会等の活動に利用できます。 
●利用希望日の３か月前の月の初日から予約できます。

■会 議 室     ５７㎡ 20人程度（有料）      

●センター主催講座等の会場として使用する他、研修や会
議等にも利用できます。 
●利用希望日の２か月前の月の初日から予約できます。
（登録団体は３か月前の月の初日から予約できます。） 

■サ ロ ン              （無料）         

オープンスペースで、男女平等・共同参画などに関する
図書やビデオ等の閲覧、貸出を行います。 
パソコン等を備えており、インターネッ 
トで情報を得ることもできます。 

 

●電話相談                ●面接相談

月・火・水・金・土  9:30～16:30     要予約 

木          14:00～20:00             

■相 談 室            2 室（無料）         

●プライバシーに配慮した個室になっており、専任のス
タッフによる電話相談や面接相談（予約制）を行います。

℡ 0766-20-1811 

 

 男女共同参画統計データブック（2006年版）

によると、65歳以上の単独世帯は373万世

帯ですが、ここ 30 年間で単独世帯は何倍に

増加したでしょうか？  

 Ａ ２倍    B ３倍    C ６倍 

 1975 年に 61万世帯であった 65歳以上

の単独世帯は 2004 年には 373 万世帯と大

幅に増加しています。男女別では、女性の世

帯の増加が著しく、男性 91 万世帯に対し女

性は282万世帯です。こうした高齢化と世帯

縮小の同時進行により今後、家族による高齢

者の介護が一層困難な状況になることは必至

です。これから、さまざまな制度の見直しが

迫られています。 

男女共同参画統計データーブック 
ー日本の女性と男性―2006 

 

 

「いい夫婦」って何？「いい夫婦になるに

は」？ 漠然としたその質問に答えてくれる

ヒントが満載です。全く違った人格を持つ男

女がひとつ屋根の下で生活すると、考え方の

ズレが生じ「こんなはずじゃなかった！」と

思うことがあります。そんな時、お勧めなの

がこの本です。離婚カウンセラーの著者が、

さまざまな相談経験をふまえわかり易く解説

してくれます。 

          クイズの答え[ C ]

「いい夫婦」になる いたってシンプルな 30のヒント  

青春出版社   １１５５円 

   池内 ひろ美 著 

 

  

 


