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19世紀のフィリピン人女性
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昔のフィリピンの理想の
女性像

• 控えめで女らしい

• 美しい、純粋な女性

• キリスト教の熱心な信者

• この理想の女性像を「Maria Clara」（マリ
ア・クララ）という
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昔のフィリピンの理想の
女性像

• 19世紀から20世紀前半にかけて、このような
女性が「理想の女性」とされたいた。

• とは言え、当時の女性たちは決して消極的で
行動を起こさないものではなかった。

• 当時の女性たちの勇敢さの例を見てみましょ
う。
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フィリピン独
立革命
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• 16世紀にフィリピンはスペイ
ンの植民地になった。

• 16世紀から19世紀にかけて、
小規模な独立革命が数多く行
われたが、全部失敗した。

• 1896年、フィリピン史上最初
の全国規模の独立革命が始
まった。

• 女性も独立革命で活躍した。
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フィリピン独立革命で活
躍した女性たち

• Melchora Aquino（メルチョラ・アキノ）

• 独立革命が始まったとき、84歳だった

• 高齢者でありながら、命をかけて隠密に革命
軍の兵士たちに食糧や薬などを与えた

• スペインの治安警備隊に逮捕され、尋問を受
けたのだが、革命軍の情報を漏らさなかった
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フィリピン独立革命で活
躍した女性たち

• Teresa Magbanua (テレサ・マグバヌア）

• 独立革命の前は学校の先生だった

• 1898年、フィリピン革命軍の士官になり、
スペイン軍と戦った

• 戦場で何度もスペイン軍を打ち破った

7
画像出典： https://en.wikipedia.org/wiki/File:Teresa_Magbanua.png

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Teresa_Magbanua.png


20世紀のフィリピン人女性
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20世紀のフィリピン
人女性

• 女性の社会進出

• 女性は政治、商業や科学などにおい
て大きな役割を果たすようになった

• 20世紀の社会で活躍したフィリピン
人女性の例を見ていきましょう
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多くの命を助けた偉大な
小児科医
• Fe del Mundo（フェ・デル・ムンド）

• 1933年、University of the Philippines（
フィリピン大学）の医学部を卒業し、医
師の免許を取得

• 1939年〜1941年、アメリカで医科学研
究をし、細菌学を学んだ
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多くの命を助けた偉大な
小児科医
• デング熱や麻疹などの病気を研究した

• 医科学の研究論文を100個以上出した

• Fe Del Mundoの研究のおかげで、フィ
リピンで流行っている様々な病気の特徴
が明らかになり、治療法が開発された
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本と文房具の女王

• Socorro Cancio-Ramos（ソコッ
ロ・カンシオ＝ラモス）

• 1942年に「National Book Store」
という書籍販売会社を設立

•会社が繁栄し、現在National Book 
Storeはフィリピンの一番大きな書
籍販売会社となっている
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フィリピン史上最初の
女性大統領

• Corazon Aquino（コラゾン・アキノ）

• 1986年のエドゥサ革命により、20年間
続いたマルコス政権が転覆し、コラゾ
ン・アキノは大統領に就任した

• エドゥサ革命で大役を果たしたことによ
り、自由と民主主義の象徴とされている
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21世紀のフィリピン人女性
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21世紀のフィリピン
人女性
• 2010年の国勢調査のデータに
よると、フィリピンの大卒は
56.1%女性で43.9%男性である

• フィリピンの大学に女性教授、
准教授、助教が多い

• 政治、法学、科学研究など様々
な分野で女性が大活躍

• 21世紀の社会で活躍する女性
の例を見ていきましょう
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21世紀の社会で活躍する
フィリピン人女性

• Gloria Macapagal-Arroyo（グロリア・マカ
パガル＝アロヨ）

• フィリピン史上二人目の女性大統領
（2001年〜2010年）

• Arroyo政権の経済政策のおかげで、2008年
の世界金融危機（リーマンショック）で
フィリピンは景気後退にならずに済んだ
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• Miriam Defensor-Santiago （ミリアム・デ
フェンソル＝サンティアゴ）

• 2012年に国際刑事裁判所の裁判官に任命
された

• 人道に対する罪の事件を担当した
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21世紀の社会で活躍する
フィリピン人女性
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• Cynthia Saloma (シンシア・サロマ)

• 分子生物学の学者

• University of the Philippines（フィリピン大学）
の教授

• 名古屋大学で学士号を取得し、大阪大学で修
士号と博士号を取得した
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21世紀の社会で活躍する
フィリピン人女性
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社会で活躍するフィリピン人女性

• Cynthia Saloma教授はこう言いました（CNN Philippinesより）、

“I think the Philippines is a good place for women to be employed in, particularly in the academic 
field,” she says. “In my experience, we do not have the male-dominated situation in academia that 
we find in Europe, Japan, or in the US. In that sense, the Philippines is a much easier place for a 
woman to be engaged in academic life while also nurturing a family.”

和訳：
「フィリピンは、働く女性にとって、特にアカデミアで働いている女性にとって、良い場
所だと思います。」サロマ教授が言いました。「私の経験から言えば、フィリピンのアカ
デミアの環境は、ヨーロッパや日本やアメリカなどのように男性中心ではありません。そ
ういう意味で、フィリピンの方が、アカデミアで活躍しながら家族を育む女性にとって住
みやすい場所です。」

19


	スライド 1: フィリピン人女性の有り様  19世紀から現在まで
	スライド 2: 19世紀のフィリピン人女性
	スライド 3: 昔のフィリピンの理想の女性像
	スライド 4: 昔のフィリピンの理想の女性像
	スライド 5: フィリピン独立革命
	スライド 6: フィリピン独立革命で活躍した女性たち
	スライド 7: フィリピン独立革命で活躍した女性たち
	スライド 8: 20世紀のフィリピン人女性
	スライド 9: 20世紀のフィリピン人女性
	スライド 10: 多くの命を助けた偉大な小児科医
	スライド 11: 多くの命を助けた偉大な小児科医
	スライド 12: 本と文房具の女王
	スライド 13: フィリピン史上最初の女性大統領
	スライド 14: 21世紀のフィリピン人女性
	スライド 15: 21世紀のフィリピン人女性
	スライド 16: 21世紀の社会で活躍するフィリピン人女性
	スライド 17: 21世紀の社会で活躍するフィリピン人女性
	スライド 18
	スライド 19: 社会で活躍するフィリピン人女性

