
月刊「We learn」掲載記事 一覧
2016年8月現在

号 コンテンツ タイトル 執筆者

2016年3月号 750 巻頭言 震災から5年、福島の困難と希望 千葉 悦子

2015年3月号 739 巻頭言 被災体験を次につなげる－第3回国連防災会議を前に 木須 八重子

2011年7月号 699 巻頭言 防災・災害復興に男女共同参画の視点を 山地 久美子

2005年10月号 636 巻頭言 自然災害とジェンダー 目黒 依子

2016年3月号 750 研究レポート 被災者支援に取り組んだ女性たちの現在（いま）－NPO法人イコールネット仙台のケース 浅野 富美枝

2015年3月号 739 研究レポート 3.11から4年、移住女性の現状と問われる日本のジェンダー平等 李 善姫

2013年10月号 724 研究レポート 3.11後の支援活動と展開－男女共同参画の視点から 田端 八重子

2013年9月号 723 研究レポート 女性起業が生み出すもの－震災復興への起業を事例として 松永 桂子

2013年3月号 717 研究レポート 仮設住宅にもユニバーサルデザインを 菅野 真由美

2012年10月号 713 研究レポート 節電ブームの中の女性の家事労働－家電製品は家事労働を増やしている!? 水島 希

2011年10月号 702 研究レポート 震災・原発事故と女性－震災によって見えたもの 長沖 暁子

2011年7月号 699 研究レポート 災害とジェンダー－災害復興に社会的弱者をつくらないために 池田 恵子

2005年10月号 636 研究レポート 防災における女性の役割－アジアの持続可能な開発を目指して－ 角崎 悦子



号 コンテンツ タイトル 執筆者

2012年6月号 709 事業レポート シンポジウム災害・復興拠点としての女性センターを考える－3.11以降この一年を語りあう－ 編集部

2016年3月号 750 活動情報
復興girls＆boys*
学生の元気さを活かし、販売を通して沿岸地域の人々の声を県内外に届けています

舘坂 千晶（岩手県）

2016年3月号 750 活動情報
NPO法人フォトボイス・プロジェクト
被災した女性たちの写真や「声」を、防災・ 減災・復興に向けて発信しています

ゆのまえ 知子（東京都）

2015年3月号 739 活動情報
NPO法人まぁむたかた
誰もが暮らしやすく、住みやすい陸前高田を目指して

荻原 直子（岩手県）

2015年3月号 739 活動情報 男女共同参画と災害・復興ネットワーク　第3回国連防災世界会議に向けて 大野 曜

2014年6月号 731 活動情報
NPO法人ウィメンズアイ
東北の復興を担う女性たちを応援しています

石本 めぐみ（宮城県）

2013年10月号 724 活動情報 兵庫県立男女共同参画センター・イーブン　「兵庫と東北つながっ展：被災女性の手作り品とグループ活動の小物展」 角本 勢津子（兵庫県）

2013年10月号 724 活動情報
一般社団法人ストリート・プロジェクト
生活困窮度の高い若者の自立を支援する活動を行っています

坪井 恵子（福岡県）

2013年3月号 717 活動情報
peach heart
私たちの日常「仕事、恋愛、放射能」を本音で語りあう場と互いに支えあうコミュニティをつくっています

宍戸 慈（福島県）

2013年3月号 717 活動情報
のびすく仙台
女性や子どもたちが、傷つき疲れた心を回復し、日常を取り戻せるような場を運営しています

伊藤 仟佐子（宮城県）

2013年2月号 716 活動情報
おとな女子3040PROJECT
被災地に暮らす30歳代・40歳代の女性たちが被災や日常の中で受けた傷を癒し、再び自分らしく歩みだすために、
語りあいの場やラジオ番組などを運営しています

門間 尚子（宮城県）

2012年11・12月
合併号

714 活動情報
NPO法人ハーティ仙台
仕事をもつ女性たちが「“できることを  できる範囲で 必要なことだけ”しよう」を合言葉に、DVと離婚についてグループで
話し合う場などを運営しています。

八幡 悦子（宮城県）

2011年10月号 702 活動情報
せんだい男女共同参画財団と「せんたくネット」
誰もが傷ついている中、支援「する」側に立つことによる女性のエンパワメントをめざしています

加藤 志生子（宮城県）



号 コンテンツ タイトル 執筆者

2011年7月号 699 活動情報
埼玉県男女共同参画推進センター（WithYouさいたま）と市民ボランティア
埼玉県男女共同参画推進センターでは女性と子どもの被災者のニーズに応える支援活動を市民ボランティアと共に
手探りで展開しています

青柳 明佳（埼玉県）

2011年7月号 699 活動情報
震災後の女性・子ども応援プロジェクト
東日本大震災の被災地・避難所で、安全啓発のための「自分を大切にするよ」やくそくカードを配付しています

中野 宏美（東京都）

2005年10月号 636 活動情報 中越地震で起動した子育て情報ネットワーク　長岡子育てライン“三尺玉ネット” 佐竹 直子（新潟県）

1996年5月号 523 活動情報 フォーラム「女性と震災」－女たちの阪神大震災を考える会－ 田上 時子（兵庫県）

2013年3月号 717 学習情報クリップぼ～ど さんかくカレッジ専門コース　「災害とジェンダー」 岡山市男女共同参画社会推進センター

2012年4月号 707 学習情報クリップぼ～ど 秋田県南部男女共同参画センター　講座「地域の防災に取り組もう」 秋田県南部男女共同参画センター

2011年9月号 701 学習情報クリップぼ～ど 市川市男女共同参画センター　ナチュラル防災講座～ちいさないのちと地球を守る～ 市川市男女共同参画センター

2011年8月号 700 学習情報クリップぼ～ど 東日本大震災復興支援のための交流・勉強会 編集部

2011年7月号 699 学習情報クリップぼ～ど クレオ大阪中央　シンポジウム　「震災2011～大阪の私たちにできること」 クレオ大阪中央

2005年10月号 636 学習情報クリップぼ～ど 愛知県宝飯郡小坂井町企画課　「地域防災を考える女性の会」 小坂井町役場企画課

2004年9月号 623 学習情報クリップぼ～ど あかし男女共同参画センター　「ファシリテーター養成講座」 上村 みほ

2015年3月号 739 学びのスイッチ いつかくる災害に向けて、女性関連施設ができること－「あってよかった」施設を目指して 長沢 涼子

2013年2月号 716 シネマ女性学 故郷よ－事故から10年後のその町で 松本 侑壬子



号 コンテンツ タイトル 執筆者

2016年3月号 750 Gender×絵本 絵本をジェンダーの視点でひも解く　最終回 災害から人々を守る・災害から立ち上がる 草谷 桂子

2005年9月号 635 なるほど！ジェンダー 男性主導の防災訓練 高橋 由為子

2014年3月号 728 このひと 山下梓：岩手レインボー・ネットワーク代表 編集部

2013年10月号 724 このひと 神田香織：講談師、NPO法人ふくしま支援・人と文化ネットワーク代表 編集部

2012年5月号 708 このひと 井上きみどり：ノンフィクション漫画家・コラムニスト 編集部

2011年7月号 699 このひと 山﨑達枝：NPO法人災害看護支援機構理事長 編集部

2003年11月号 613 このひと 正井礼子：ウィメンズネット・こうべ代表 編集部

2016年3月号 750 言いぶん・even 地域で安心して働き、生きるために 早野 こずえ（岩手県）

2015年6月号 742 言いぶん・even 女性防災リーダーと進める地域防災 加藤 清子（岩手県）

2015年2月号 738 言いぶん・even 「女性と防災」テーマ館に向けて 鈴木 政徳（宮城県）

2013年8月号 722 言いぶん・even 被災者とボランティアをつなぐ旅 山﨑 恵（神奈川県）

2013年1月号 715 言いぶん・even 被災地から共感の輪を広げる情報を発信 高橋 英子（福島県）

2011年11・12月
合併号

703 言いぶん・even 新潟県中越大震災からの発信 樋熊 憲子（新潟県）



号 コンテンツ タイトル 執筆者

2011年7月号 699 言いぶん・even 瓦礫の向こう側 神吉 万莉菜（千葉県）

2011年7月号 699 言いぶん・even 震災復興にもっと女性の声を 窪田 澄子（岩手県）

2011年6月号 698 言いぶん・even 避難女性たちへの支援活動で感じたこと 薄井 篤子（埼玉県）

2016年3月号 750 きょうの数字
14,019　岩手・宮城・福島3県における、2011年度～2014年度まで4年間の女性の悩み・暴力相談事業の相談受理件数総数
（件）

編集部

2015年3月号 739 きょうの数字 2.5　消防団員に占める女性割合（％） 編集部

2013年10月号 724 きょうの数字 14.5　東日本大震災被災自治体における復興計画策定委員会等に占める女性委員割合（％） 編集部

2012年4月号 707 表紙 143　東北3県における震災後の女性の失業保険受給者数割合（対男性　％） 編集部

2011年7月号 699 表紙 4.1　防災会議における女性委員割合（％） 編集部

2016年3月号 750 きょうのキーワード 仙台防災枠組2015-2030 編集部

2015年3月号 739 きょうのキーワード 原発事故子ども・被災者生活支援法 編集部

2013年10月号 724 きょうのキーワード ＤＲＲ（Disaster Risk Reduction） 編集部

2013年3月号 717 きょうのキーワード 国連防災世界会議 編集部

2011年9月号 701 きょうのキーワード スフィア・スタンダード 編集部



号 コンテンツ タイトル 執筆者

2011年7月号 699 きょうのキーワード 被災者台帳 編集部

2005年10月号 636 きょうのキーワード 防災協力イニシアティブ 編集部

2001年7月号 585 きょうのキーワード PTSD（心的外傷後ストレス障害） 編集部

2013年3月号 717 資料情報 震災後の子育て家庭の生活実態に関する調査　NPO法人やまがた育児サークルランド他 編集部

2012年10月号 713 資料情報 男女共同参画の視点による震災対応状況調査　内閣府男女共同参画局 編集部

2012年4月号 707 資料情報 国民生活に関する世論調査－震災後の意識について　内閣府政府広報室 編集部

2011年7月号 699 資料情報 第3次男女共同参画基本計画における防災分野　内閣府男女共同参画局 編集部


