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気になるワード ルッキズム（外見至上主義）

　お正月に放送されたドラマ『逃げるは恥だが役に立つ』で
は、妊娠・出産、選択的夫婦別姓、育休、パワハラ、LGBTQ、性
別を問わない名づけなど、男女平等やSOGIに関するテーマ
がたくさん盛り込まれていました。

　例えば、「嫁さん若いんだって？いいよな～」「俺も次は年
下かな」「劣化してなくてピッチピチの」などという会社の上
司の発言に対し、物の性能や品質が損なわれる「劣化」とい
う言葉を人間に対して使うことについて星野源さん演じる“
ヒラマサさん”が質問し、同僚が拍手喝采する場面や、「一番
若くてかわいい女子社員を助手につけます」という上司に対
し、「若くてかわいいと仕事が回るんですか？」と尋ねる場面
もありました。

　このように、女性の見た目の若さや美しさに価値を置くこ
とをはじめ、人間の見た目をいじったり、からかったり、攻撃
したりする人の行動の背景には、「ルッキズム」（外見至上主
義）、つまり人を見た目で評価する考えがあるとされます。

　「美」の基準は、誰がいつ決めるのでしょう。平安時代には
、男女問わず和歌を詠めることが美男美女の条件だったそう
です。女性の場合は眉を全部抜き、その少し上に描く「ひき
眉」や小さくすぼめた「おちょぼ口」が美しいとされ、江戸時
代には色白で頭頂部の青味がかった男性がイケメンとされ
ていたそうです。

　パラソルでは2020年の男女別の芸能人ランキングをみて
、男性は話術や演技力など様々な軸を評価されているが、女
性は主に見た目を評価されている感じがするという声があ
りました。

　近年、こうしたルッキズムを見直していこうという動きがあ
ります。
　例えば、ここ数年のディズニーアニメに登場するプリンセ
スは、白人で細身で目がぱっちりしているという従来のプリ
ンセス像から、多様な人種、民族のプリンセスが登場してき
ている他、釣り目、小さな目、鼻が丸い、そばかすがある、闘う
たくましいイメージなどの多様な人物像を描写しつつありま
す。

　2020年度から、上智大学では「女性らしさ」「男性らしさ」
のおしつけやルッキズムを助長するとして、長年続いた男女
別の「ミス＆ミスターソフィアコンテスト」を学生が主導して
廃止し、その「人」自身の魅力と社会課題を発信する「ソフィ
アンズコンテスト」が行われるようになりました。この他、数
々の大学がミス・コンテスト、ミスター・コンテストを取り止め
たり、出場者のジェンダー表現に柔軟に合わせ、戸籍の性別
や性自認が女性、男性でなくても出場可能にしたりするとい
う動きも出てきています。

　また、トランスジェンダーをはじめ、法令上の性別情報が
カミングアウトの強制やアウティングにつながる恐れや、性
別の開示を希望しない人のニーズから、2020年7月には多く
の企業が使っていた日本産業規格（JIS）の履歴書様式から
性別欄が削除されました。これをきっかけに、病気やけがな
どで顔にあざや変形があることや、生まれつき肌や体毛の色
素が薄いことなど、見た目で差別や偏見を受ける「見た目問
題」による困難を抱える人をはじめ、すべての人が、外見から
就活で不当な差別を受けることなく、適性や能力で公正に
選考される社会になるようにと、履歴書から顔写真欄をなく
そうというキャンペーンも行われています。

　皆さんは、人を見た目で評価し、優劣をつけるシステムに
ついて、どう思いますか。

嫁さん若いんだって？いいよな～

劣化しなくてピチピチの

関連本の紹介

『少女マンガのブサイク女子考』トミヤマユキコ著, 2020年 左右社
『ブスの自信の持ち方』山崎ナオコーラ著, 2019年 誠文堂新光社
『ヘルタースケルター』岡崎京子著, 2003年 祥伝社
『私がアルビノについて調べ考えて書いた本―当事者から始める社会学』
　矢吹康夫著, 2017年 生活書院
『あなたを閉じこめる「ずるい言葉」』森山至貴著, 2020年 WAVE出版



世界のジェンダー 南アフリカ編

サファリやワイン、ルイボスティ、テーブルマウンテンの絶景などで
知られる南アフリカ共和国。
1948年から1990年代初頭まで続いた白人と非白人を徹底隔離し差
別するアパルトヘイト* の政策を克服し、民族和解を追求した歴史
に敬意を表し、さまざまな人種や文化が共生する「レインボーネー
ション（虹の国家）」とも呼ばれます。
　
　2020年の南アフリカのジェンダーギャップ指数は、153か国中17
位。ジェンダー格差が大きいとされるアフリカ大陸の中でも上位ラ
ンクです。人種や肌の色にかかわらず、国内のすべての女性の機会
平等を目指すFEDSAW（南アフリカ女性連盟）は、黒人女性に身分証
明書の携行を強制し移動を制限する「パス法」への抗議として、1956
年8月9日にウィメンズマーチを開催し、2万人の女性がプレトリア市
街を行進しました。多くの女性が人種を超えて連帯し立ち上がった
記念日として、南アフリカでは8月9日は「女性の日」とされています。

　ジェンダーにもとづく暴力をなくそうとする働きかけも国内で活
発に行われてきたほか、現在では、産後うつと虐待防止、子どもの育

成のために父親による育児参
加や情緒的関わりが重要な課
題とされ、出産・育児休業の対
象とならない方の親も10日間
の育児休暇が取得できるよう
になりました。

　1996年5月には、性別とジェン
ダーのほかに、世界ではじめて性
的指向にもとづく差別を禁止する
新憲法が採択され、2006年には
世界で5番目に、アフリカ大陸で
唯一、同性婚が合法化されました
。南アフリカでは現在、婚姻の有無による差別も禁止されています。
またLGBTQが直面する問題について認識を高め、平等を目指すため
、ヨハネスブルグとケープタウン、2つの都市でプライドパレード*が
行われています。
　
　「黒人も白人も、すべての人が胸を張って歩くことができ、何も恐れ
ることなく、人間の尊厳を決して奪われることのない社会－ 国内外と
もに平和に包まれた、虹の国家を築こう」故ネルソン・マンデラ大統
領就任演説の言葉です。かつて人種間の結婚も禁じたアパルトヘイ
ト下では同性愛者への暴力や、性的指向を強制的に変えさせる非科
学的な治療も行われていました。今なお厳しい状況は続くなか、法制
度が変わったことで人々の認識も少しずつ変わりつつあるそうです。

＊1白人政府により行われた法による人種隔離政策。すべての国民を白人と非白人に分けて人種登録
し、居住区をはじめ、公共のあらゆる場を「白人用」と「非白人用」に分離。黒人にのみ身分証携行を義
務づけ、無断で居住地を離れると身柄を拘束し、この法律に反対する人は虐殺された。アパルトヘイト
撤廃のために闘った故ネルソン・マンデラ氏は30年間の投獄生活を経て大統領に就任し、1993年に
ノーベル賞を受賞。
*2ヨハネスブルグプライドは1990年10月13日に初めて開催されて以来毎年10月に、ケープタウンプラ
イドは1993年以来、2月末～3月に開催。
　参考：　アムネスティインターナショナル　 国際協力機構（JICA）　 国連開発計画（UNDP）　AFPBB 
News　MenCare.org　他

パラソルでは、YouTubeチャンネル「パラソル・チャンネル」を開設し、様々なテーマの動画
を配信中。コロナ禍で展示スペースが閉まっていた時期も動画をSNSで発信。
小学校や、大学の出張講座、他地域の男女平等参画施設でも活用されています。

YOUTUBE        PARASOL CHANNEL
オリジナル動画を制作しました

STAY HOMEで考えよう
性別にかかわらず自分らしく

2020年、コロナ禍の影響を大き
く受けた私たちの暮らしや、社会
。夫婦の役割分担、性的マイノテ
ィの問題、DV、親子の関係など見
えてきた問題は、実はこれまでも
あった問題。「性別にかかわらず、
自分らしく」あるために、私たち
はどうしたらよいのかを伝える内
容です。

幸せな恋愛をするために知っておこう
デートDVってしってる？

「デートDV」とは、交際相手から
受ける暴力のこと。
なぐる、けるだけではなく、精神
的暴力なども含まれます。ネコ美
ちゃんとセンパイの恋愛を通じ
て、「二人のよい関係を続けるた
めに必要なことは何か？」につい
て問いかけます。

だれもが生きやすい世界になるといいね
SOGIって知ってる？

「SOGI」とは、性的指向（せいてき
しこう）・性自認（せいじにん）の
略で、好きになる相手の性別や、
自分の性に対する自己認識のこ
と。人の性のあり方は男女に分け
られないほど多様であり、SOGI
に関わらず、だれもが生きやす
い世界になるといいねということ
を、伝える内容です。

お互いのキモチ、尊重しよう
性的同意とってる？

「性的同意」とは、性的行為の際、
お互いの意思を確認すること。ネ
コ美ちゃんとセンパイの恋愛を
通じて「性的同意とは何か」「お
互いのキモチを尊重することの
大切さ」を考えます。

各動画はこちらから
ご覧いただけます▶



講座イベント開催報告
report

［男女共同参画週間］

動画「STAY HOMEで考えよう 性別にかかわらず 自分らしく」を制作しました

令和２年6月23日～29日
動画はこちらから

こちらのQRコードまたは、YouTube
「パラソル・チャンネル」検索にて
ご覧いただけます。ぜひご覧ください。

今年の「男女共同参画週間」はコロナによる外出自粛の影響を受け、パネル展の開催が中止となる中、パラソルでは動画を制作し、情報を発信し続け
ました。「STAY HOME」が私たちの生活に与えたものは何か?これまでにもあった性別に関する様々な問題を、どうぶつたちのイラストで分かりやすく
お伝えしています。

パネル展示、ウィンドウ装飾、メッセージの募集を行いました

◆ 国立駅前くにたち・こくぶんじ市民プラザのウィンドウをレインボーカラーで装飾、著名人
のメッセージを展示しました。
◆ パネル展示『大切にしよう いろいろな性 それぞれの幸せ』
◆ SNS発信 LGBTQ、SOGIに関する映画や本の紹介
◆ 『レインボーメッセージ』をSNSで募集

「パネルの感想」「こんな社会になってほしい」「私ができる小さな一歩」について
たくさんのメッセージを頂きました！

（レインボーメッセージ動画はこちらから。 https://youtu.be/WHLjNhssVwI）

去年に引き続き今年も参加する予定だった「東京レインボープライド2020」。新型コロ
ナウィルス感染拡大防止のため、残念ながら中止となりましたが、４月25日(土)～26日(
日)に開催された『TRP2020オンライン「#おうちでプライド」』に参加し、みなさまから頂
いたレインボーメッセージを紹介させて頂きました。

（ 開催報告記事：http://kuni-sta.com/2020/04/28/trp2020おうちでプライド/ ）

［くにたちレインボー月間］ 令和２年4月6日～5月末

パネル展示、ウインドウ展示、ミモザメッセージ募集

◆ パネル展示『国際女性デーあきらめなかった女性たち』
世界で進む女性たちの政治参画、困難にも立ち向かいあきらめ
なかった日本の女性たち（津田梅子さん、緒方貞子さん）の生涯
などを発信しました。

「国際女性デー」を象徴する
ミモザの花

東京レインボープライド2020「#おうちでプライド」に参加



ちょっとつぶやき 「落ちこんだ時にもらった言葉」

受け取る言葉で、自分を否定された気持ちになってしまう
ことがある。
当人にしか発言の理由はわからないし、言葉それ自体に、
人を傷つける意図があるわけでもない。
ことばはことばだ。良い気持ちも嫌な気持ちも、ただただ
事実を伝えることもある。
意図を捉えることも大事だけれど、大して意味はないのか
も、と思える視点も私を楽にするのだと思った。

michiイラストレーター

本のご紹介
Book review

ミステリと言う勿れ
田村由美　小学館(連載中)

週末のカレーづくりを楽しみにして
いる主人公の大学生、久能整が事件
に巻き込まれながら、ひも解くような
「語り」で人々の心理や事件の真相に
たどり着く。

みどころは、家事・育児やジェンダーの問題、家族や身近な
人との関係性などを、誰を責める口調でもなく淡々と語る
久能の名言と、それを聞いた周囲の人々の表情や行動が
変わっていく場面。
“自分らしく生きるヒント” も隠されているかもしれません。

ひとりひとりの「性」を
大切にする社会へ
遠藤まめた　新日本出版社

初めての人にも読みやすい「多様な
性」のミニ解説からLGBT関連ニュー
ス、LGBT運動とフェミニズムの「交差
点」にいたるまで。10代後半から

LGBTの子ども・若者支援に関わる著者の歯に衣着せぬ痛
快なタッチが、読み進めるほどわたしたちの生きる「社会」
について考えさせてくれます。
「多様な性の当事者」が、LGBT当事者だけでなく「この社
会に生きるすべての人」を指すことが腑に落ちる“みんな”
にとっての必読本だと思います。

・・

映画『ストーリー·オブ
マイライフ わたしの若草物語』

何度も読んだはずの若草物語ですが
改めて映画を見て、こんなに女性がエ
ンパワーメントされるお話だったんだ!

と驚きました。
性別のらしさより、自分らしく生きることの幸せを考えたり、子
どもの頃に本を読みながら味わったワクワクや優しさや切な
さを思い出す、大人になって四姉妹に再会して、これまでの自
分の人生のことを話し合ったような気持ちになる映画です。

・・

それでいい。
自分を認めてラクになる対人関係入門
細川貂 ・々水島広子　　創元社

ネガティブ思考クイーンに育てられた
貂 さ々んの生きづらさを、対人関係療
法の第一人者、水島先生と一緒にみ

つめてみると…？
性格がネガティブであっても、自分のことをダメだと思って
も、「それでいい」。
自分のありのままを認めること、対人関係のズレに気づくこ
と、2人のやり取りが軽快なコミックエッセイです。



相談のご案内
家庭、ハラスメント、仕事、人間関係など・・・
「こんなこと、どこに相談したらいいんだろう︖」と、思われたらまずはご相談ください。
相談員による日々のご相談と、弁護士や専門家による相談を曜日ごとに行っております。（無料・専門相談は予約制）
プライバシーは必ず守りますので、安心してお問合せ下さい。

生きかた相談室　（1人50分）
　　平日︓10︓00～12︓00　13︓00～18︓00
　　土日祝︓  9︓00～12︓00　13︓00～16︓00
　（専門相談の時間を除く）
法律相談　（1人30分）
　　第2/4土曜日　13︓30～16︓00
みらいのたね相談　（1人50分）就労やキャリアのことなど

　　第3土曜日　10︓00～12︓00
悩みごと相談　（1人50分）
　　第2水曜日　15︓00～18︓00　
SOGI（ソジ）相談　（1人50分）
　　第2火曜日　16︓00～18︓00
　　第4日曜日　14︓00～16︓00

相談TEL　042-501-6996
予約TEL　042-501-6990

無料・専門相談は予約制です

相談は、面談やお電話でお受けします。

発行年月／2020年2月
発行　国立市
企画・制作　くにたち男女平等参画ステーション
〒186-0001　東京都国立市北1-14-1　
国立駅前くにたち・こくぶんじ市民プラザ内
TEL　042-501-6990　　FAX　042-501-6991
     info@kuni-sta.com　  http://kuni-sta.com
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ホームページは
こちらから

出張講座のご案内

・ 男女平等参画講座
・ ドメスティック・バイオレンス予防講座
・デートDV予防講座
・ 性の多様性・LGBT・SOGI（ソジ）講座
その他、ご要望により対応いたします。

［対象］企業、学校、地域グループなど
   おおむね10名以上のグループ
［会場］国立市内
［時間］60分～90分（ご希望により調整いたします）
［費用］無料　※資料代別途
［申込］開催希望日の１か月前までに申込用紙にてお申
し込みください。申込用紙はパラソルHPからダウンロー
ドできます。

講座

YouTube「パラソル・チャンネル」を通じて、さまざま
な情報を動画でお届けしていきます。
ぜひご覧ください。

講師を派遣致します！　

YouTubeチャンネル  はじめました

テレビでも
紹介されました

▲Youtubeリンク


