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スクールカースト・ルッキズム・恋バナって何だ？

2022 Feb

した
開催しま

パラソル座談会

「 スクールカースト」 って何だ？

2021 年 9 月 5 日（日）、パラソル座談会（オンライン）を開催しました。参加者は

澁澤塾 https://www.shibusawajyuku.com/

パラソルと共に学ぶ実習生、インターン学生さん、一橋大学の澁澤塾メンバーのみ

一橋大学公認の学生団体。国立市を中心とした地域

なさんと、パラソルの講座に参加されたことのある方たち、計 10 名。ジェンダー

とつながりを大切にし、社会問題解決や地域貢献に
向けて活動しています。

に関すること、社会の規範など日ごろ感じるモヤモヤを語って頂きました。

参加者

進行役

トークテーマ

パラソル

学生さん

・スクールカーストありました？

・恋バナって何だ？

・ルッキズムって知ってる？

・親の価値観・親からの価値観

一般のみなさん

相手に恋バナをされた時に、自分の話もしなくちゃいけないのかな
みたいなプレッシャーみたいなものがあって・・・

恋バナって何だ？
いくつかトークテーマがありますが、まずは何から話しましょうか？
「恋バナって何だ？」が気になります。どうしてそのキーワードが出
たのかな？って。
恋バナって楽しいと思う人もいれば、苦痛の人もいて、無邪気に話せ
る人ばかりではないから。ちょっと考えたことない角度で恋バナを見
てみようというテーマです。
私は、話したいというより、聞きたいタイプです。恋バナが出来なく
て嫌な時期もあったんですけど、今は悪い意味で恋バナを捉えてなく
て。どこに遊びに行くよとか、情報収集の意味合いが強いです。
なるほど、楽しい時も辛い時もあったんですね。恋バナって一人では
できないから、することで仲良くなれるとか、逆にしないと盛り上が
らないのが辛い時もある気がするんですよね。
相手に恋バナをされた時に、自分の話もしなくちゃいけないのかなと
いうプレッシャーみたいなものがあって…例えば子どものころ、修学
旅行の時とか。大人になった今でも、会社で結構あったりして、すごー
くめんどくさいなって正直思います。でも自分が話さないことで場が
白けちゃったりするので、飲み会は行きたくないなぁとも思います。
話を聴いてて思ったのが、例えば夜の恋バナってお酒と同じような関
係性だなと思いました。話したいと思っている人もいるけど、一方で
話したくないと思っている人もいる。ある人は恋バナっていうのは仲
良くなる手段とか自分を誇示するためのツールと捉えていると思って
るんですけど、お酒も同じで。本当は一人ひとりの意思が尊重される
べきではあるけれど、コミュニケーション手段だということとして覆
い隠されていると感じました。

男女に関わらず、見た目で判断する人が多くて、順位をつけたり

ルッキズムって知ってる？

※ルッキズム
外見による差別のこと。
（外見至上主義）外見のよい人が人間関係において優遇される状態。

通っていた高校が公立の女子校だったんですが、見た目より中身と
かやっていることで判断されてた気がします。例えばバスケで活躍し
ている子とか、音楽部でバリバリやっている子はすごいな、かっこい
いなと。共学と女子校だと違いがあるなと思いました。
私も中高女子校だったので、やっぱり異性の視線がないって言う点
で、そういった（見た目で判断する）風潮は生まれにくかったとは思
います。ただ、学祭ではミスコン、ミスターコンもありましたね。だ
から、ほんとに一切容姿を気にしてなかったとは言い切れないのが現
実かなと思います。
僕は、中高男子校でした。さっき部活で何をやっているかでかっこい
いイメージが決まるって話があったんですけど、僕の学校は、部活の
キャラみたいなのがあって、例えば、サッカー部とか野球部の人は明
るい盛り上げ役。バスケ部の僕も盛り上げ役でした。
インスタグラムのフォロワー数で
キラキラ系かそうじゃないか結構分かれていて

スクールカーストありました？
みなさん、スクールカーストという言葉を知っていますか？
出身が地方だからか、スクールカーストという雰囲気はなかったので
すが、テレビドラマなどでは知っています。
私は中学の時は、すごくありました。高校は逆に全くなかったです。
中学では、暗黙の了解で一軍、二軍の上層下層、三軍みたいな感じが
あって、すごく怖かったです。一軍の人が、みんながいるところで三
軍の人たちの悪口とか。バカにしたことを平気で言って笑いを取った
りして、二軍の子達も一緒に乗っかって。結構きつかったです。私は
三軍とか二軍の下の方だったので、中学はすごいしんどい時期でした。
どういう人が一軍ですか？
コミュニケーションがうまい人ですね。自分から話す人、話せる人。
キラキラ系の部活に入ってて顔立ちが整っている感じの子ですね。二
軍の下の方はおとなしく、三軍は、友達が少なかったりおとなしかっ
たりっていう感じですね。
ちなみにキラキラ系って？

次は「ルッキズム」って言葉って知っていますか？
私は、見た目で判断するされることが気になって。可愛いから性格が
いい、優しいみたいな。見た目だけではわからないことを決めつける
ことが多いことに悩んでいた時期がありました。
悩んでいたのはいつですか？
高校の時です。男女に関わらず見た目で判断する人が多く、中身を知
らずに見た目で評価されることが納得できないなと思っていました。
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私は 170㎝くらい身長があって周りの人から「バスケ部入ってる？」
「バレー部？」とよく聞かれます。身長が高いと運動部に入っている
というイメージあるみたいで。私、運動大っ嫌いなんです。でも、体
育の授業の時に身長高いから期待されちゃって。

バスケとかですね。
文化系の部活は地味な印象でした。
キラキラ系って言葉めっちゃわかるなと。
私の学校は層がはっきりわかれている感じではなくキラキラ系かそう
でないかって感じでした。キラキラ系の人たちは、花形の部活に所属
して容姿が整っているか、コミュニケーション能力がめちゃくちゃ高
い傾向にあり、体育祭や文化祭で目立っていてみんなを引っ張ってい
く人たちですね。ただ、キラキラ系の人が、そうじゃない人達をバカ
にするということはなかったです。勉強できる人を尊敬するという別
の軸がありました。逆にキラキラ系じゃない人たちがキラキラ系の子
を敬遠していたところもありました。

私の高校はスクールカーストがはっきりしていなかったですが、イン
スタグラムのフォロワー数でキラキラ系かそうじゃないか分かれてい
て。SNS の数字で判断しているところがありました。写真もおしゃれ
でストーリー ( ※動画や写真を時間限定で配信するインスタグラムの
機能 ) で「毎日友達と遊んでいます♪」とか載せてて。
インスタの数って生々しいですね。客観的な数で決まるのは。テスト
の点数とか偏差値みたいだなぁと。そもそも、一軍、二軍、三軍は誰
かが決めるわけではなく雰囲気で決まるんですよね？
誰かが決めるのではないですね。感じ取ってあの人が一軍、二軍とか
話すことはあります。
僕は、アメリカの高校に通っていたので、人種や所得で明確に分かれ
ていて、例えば、白人でアメフト部でフェラーリやベンツに乗ってい
る人は一軍で。明確に分かれていたので変えようがない。教師によっ
ては露骨に人種について言う人もいたし、悲しいものがありましたね。
アメリカでは、キラキラ系部活って何ですか？
アメフト部とチア部です。運動系の部活が上にいるんじゃないかと思
います。小学校の頃って足が速いこととドッジボールが強ければ無条
件にモテた気がするんですよね。中学校もそれが続いて。高校になっ
てもっと人間性とかその人らしさが重視されるようになるんでしょう
けど、本質的に目に見えてすごい人が評価されがちだなと思います。
個性は、いろいろあると思うんだけど、上下関係みたいになるのが気
になります。二軍、三軍が一軍に対して意見が言いづらかったりとい
うのはありますか？
私は周りにすごく合わせるようにしていました。合わせるのがうまく
いかないことが積み重なると、はじかれて、一軍のネタの対象になっ
て、二軍の人たちに消費されるみたいな感じですね。
消費されるという表現はなるほどなあと。私の高校はなかったんで
すよね。いじめがない理由にもつながるんですけど。一日 24 時間し
かないのに、人をいじめたり、寄り集まってネタにする時間ってもっ
たいなくね？という雰囲気がありました。個性を大事にする高校で、
自由で、服装や発言で自分を表現する時間の方を大切にしていました。
縄張り意識とか帰属意識みたいなものをもたないとやっていけないと
か、他にやることなかったらそういうことが起きちゃうのかなと思い
ました。
僕 が 通 っ て た の は 中 高 一 貫 の 男 子 校 な ん で す が、 カ ー ス ト と
い う よ り、 陽 キ ャ、 陰 キ ャ と い う 感 じ に 分 か れ れ て い ま し た。
（※陽キャ・陰キャ・・・陽気・陰気なキャラクター）
親から刷り込まれた ” 当たり前 ” をもって自分は生きている。

親の価値観 ・ 親からの価値感。
親の価値観、親からの価値観とかで感じることはありますか？
私の場合はそうですね…学歴至上主義とジェンダー規範が組み合わ
さった独特な価値観を家族や親せきのほぼみんなが共有していて。女
の子ならこのくらいがいいみたいな。そういう独特の判断基準があり
ました。私はそれを言われるとより勉強するというか ( 笑 )
私の家ははっきりと女の子だからというのはなかったですが、勉強す
るのは当たり前というか。今、妹が受験期なんですが、親が結構悩ん
でいて。
私は勉強することに疑問をもたなかったんですけど、妹は、勉強する
「意味がわからない」
「やる気がわかない」と言ってて。私は、勉強し
たら将来絶対役に立つのにどうしてやらないんだろうと思うんです
が、親の当たり前が自分の当たり前として刷り込まれて内面化されて
いる部分って絶対あるなと妹のことで思いました。ジェンダーの話を
学んで知識がつき、見え方も変わったところもあります。
（ジェンダー
の知識を知らない親）から刷り込まれた ” 当たり前 ” をもって自分は
生きているということは、性別や恋愛に関しても（親の言うことを）
ちょっと疑ってみてもいいのかなと思いました。
僕は特殊で、父親と母親の他にゴッドマザー（クリスチャンの伝統で
両親に何かあった時の後見人）がいます。その人がレズビアンで、カ
リフォルニアで同性婚が認められた時に一緒にいたんですが、涙を流
してめちゃくちゃ喜んでいました。家族という日常生活でセクシュア

リティについて触れる機会があったと思います。また、母親がリベラ
ルで、うちの家事分担の比率は、僕が 8 割で 2 割が父親という感じ
でした。母親が、「性別役割分業を声を出して変えていく必要がある。
そのためにはまず、身近から変えていかないといけない」という考え
だったので、僕に家事をやらせたと本人は豪語していますが、たぶん、
（家事が）めんどくさかっただけだと思います。
それで言うとお母さんはゼロ？
ほぼゼロですね。なんなら家にいないですね。母は自由人で。
そのことに関して、不満はありましたか？それともかっこいいと思っ
ていましたか？
小さい頃は、俺なんでこんな家事やらされるんだ？と思ったことあり
ましたよ。いろいろ悩んでこれは必要なことだと理解したので今は苦
もなくやっていますけど ( 笑 )
昔は疑問に感じていました。小さい頃アメリカにいて、周りの人たち
も結構家事分担していたと思います。
日本はなぜ女性に押しつけるんだろう？と思います。

最後に
今回、様々なテーマで話していると、固定観念や刷り込みがたくさん
あるんだなと感じました。親からだったり、男だから、女だからもあ
るし、恋バナしなければならない圧とか。お互いの違いを理解して否
定せずに尊重できるといいなと感じました。
私は、あんまり考えないタイプなので今日は、いろんな意見を聞けて
いい経験でした。
自分が今まで経験してこなかったことを聞いて、一人ひとりの人生っ
て違うんだなと感じました。
今日扱ったトピックは、個人の価値観によって出てくる内容とか結論
が変わってくるものだと実感しました。正解のない問いだからこそ、
認識の違いを共有するのは大事だなと思いました。
やっぱり生活の中に「生きにくさ」ってあるなあと自分の人生を振り
返っても、皆さんの話を聞いても感じました。カーストの一番上にい
る人たちが一番いい思いをしているのだとしたら、その人たちの発
言って強かったりして。仕組みを変えるのは難しいと思いつつ、身の
回りから変えていくのは一つの解決策につながると思いました。
恋バナやスクールカーストに関して、お互い共感し合えて自分の意見
をはっきりどんどん出していけるのって、自分をマジョリティだと確
信している人たちなんだなと感じて、だからこそ、お互い腹を割って
話す場が広がっていけば良いなとすごく思っています。
学校というのは、社会の縮図なんだなと改めて実感して、学校という
場所でさえ決められた画一化された価値観で人を判断して階層別に人
を分けることが行われてきて、それがそのまま社会でも行われている
と思いました。もう少し多様な価値観で人を判断できる社会になると
いいなと思いました。
すごい楽しかったです。年齢は私の方が上だけど見習うところがたく
さんありました。お話しできて自分も成長できました ( 笑 ) また、ぜ
ひこういう機会があれば聞かせてください。
僕は皆さんの倍くらい生きているんですけど、若い人たちの考えを感
じることができて楽しかったです。僕は地方の出身で父親が「男の子
は泣くな」という考えの人で、幼稚園の頃から剣道をやらされました。
中 3 までやったんですけど。泣き虫なのは今も直っていないです ( 笑 )。
ドラマや誰かの話にすぐ泣いちゃうし。男だから泣いちゃダメという
のもないだろうし。直そうと思って直るものでもない。自分らしく生
きていけたらいいなあとお話しを聞きながら、思いました。

自分も話したいと思ったら、
是非パラソルへお越しくださいね。
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世界のジェンダー

韓国

日本のお隣の国・大韓民国。キムチや焼肉といった料理はもちろん、昨今は韓国
ドラマや K-POP アイドルなどの人気で、親しみを感じている人が多いようです。

ジェンダーギャップ指数
何かと日本と比べられることの多い、韓国のジェンダー・ギャップ指数は 156 ヶ

国中 102 位（2021 年）。低位ではありますが、120 位の日本よりは上です。また、
108 位だった前年より 6 ランクアップしています。

ジェンダー・ギャップ指数は、経済、教育、健康、政治の 4 分野から構成されており、

韓国は、教育 104 位、経済 123 位、健康 54 位、政治 68 位。経済の分野でとくに、女性の進出が進んでいないといえます。

政治分野は日本が 147 位であるのに対し、韓国が比較的高い順位である理由は、まず国会議員の女性比率です。韓国の国会議員の女性

比率は選挙ごとに高まっており、2020 年に行われた総選挙では 300 の議席のうち 57 を占め、女性比率は 19.0% でした。1992 年の選挙に
おける女性比率はわずか 1.0% でしたが、選挙ごとに徐々に比率が高まり、現在ではほぼ 2 割に近づいています。また、比例代表選挙の各
政党の候補者は名簿登載の奇数順位を女性にすることが義務づけられており、結果として半数以上が女性となっています。

差別禁止法
韓国は国際人権条約に批准しており、憲法でも差別を禁止していますが、儒教の影響もあり、LGBTQ に対する偏見は根強く、政策的に

も遅れが目立ちます。同性婚などのパートナーシップ関係も法的に認められていません。2021 年 8 月、差別禁止法案が国会に提出されま
した。法案が成立すれば、性的指向や性自認を含むいかなる理由での差別も禁止され、違反すれば処罰の対象となります。

韓国には兵役がありますが、軍内では LGBTQ の人たちへの差別が特に根強く、当事者たちは兵役中、中傷や嫌がらせ、暴力などに苦し

んできました。合意の上での同性愛行為は、一般社会では違法ではありませんが、軍では犯罪とみなされます。LGBTQ の人たちへの差別は、
さまざまな形で存在し続け、その一部は日常的な問題となっています。

フェミニズムの隆盛
このように数字や制度でみるとジェンダー平等はまだまだといえる韓国ですが、特筆すべきこととして、近年、※ #Metoo 運動など「フェ

ミニズムリブート（＝再起動）」といえる現象が大きな盛り上がりを見せています。主に SNS に端を発したフェミニズム運動が広がりを見せ、
映画やドラマ、文学で、フェミニズムやシスターフッド（女性同士の連帯）をテーマにした作品が次々と生まれ、大ヒットとなっています。
日本でもベストセラーとなった小説「82 年生まれ、キム・ジヨン」は記憶に新しいでしょう。

これらの契機となったのは、2016 年に起きた江南駅殺人事件です。ソウルで最も乗降人員

が多い駅と言われる江南駅のトイレで、20 代の女性が面識のない男性に殺害された事件で

すが、女性を狙った無差別殺人だったことが明らかになりました。この事件で、多くの女

性たちが、「被害者は自分だったかもしれない」という恐怖を感じ、路上デモを行ったり、
SNS 上で「# 生き残った」というハッシュタグを作り、これまでの経験を共有し、議論を交

わしました。多くの女性たちが、いままで何かおかしいと薄々感じていた社会の不平等につ
いて自覚を持つようになりました。

その頃から、SNS で文学・美術・演劇などの各業界における性暴力被害が相次いで暴露され、
さらに 2018 年、ひとりの女性検事がテレビのニュース番組に出演し、元検事長からセクハ

ラ被害を受けたことを実名で告発したことも大きな話題を呼びました。この告発によって、韓国の「#MeToo 」運動はさらに大きく広がっ
ていきました。このムーブメントの特徴は、運動を先導しているのが 20、30 代の若い

層だということです。今では韓国の若者が「フェミニストであることはかっこいい」と
いう認識を持ち始め、ある調査では韓国の 20 代女性の 42.7%、20 代男性の 10.3% が自
らをフェミニストだと認識しているというデータもあります。
※ #Metoo 運動とは

セクシュアルハラスメントや性暴力の被害体験を「私も」と告白・共有する際に使用さ

れる SNS 用語。アメリカの女性俳優が男性プロデューサーを告発したことから始まり、
多くの著名人や一般利用者がこれに呼応し、世界的なセクハラ告発運動が展開された。
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～ STOP DV・子どもを守ろう～

W リボ ンキャンペー ン 2021
毎年 11 月は「女性に対する暴力をなくす運動（11/12 ～ 25）」
「児童虐待防止推進月間」。
国立市では、密接に関連している女性に対する暴力・児童虐待の防止とその対策を推進す
るために、２つのシンボルを組み合わせた「W リボンキャンペーン 2021」を開催し、市
内のさまざまな場所で啓発を行いました。

旧国立駅舎

11/11 ～ 17

メッセージ募集
暴力のないだれもが尊重される社会をめざし
て、来場者の方々の想いや展示の感想をカー
ドに書いて飾って頂きました。

旧国立駅舎ライトアップ
開催期間中は、旧国立駅舎が二つの運動のシンボ
ルカラー、パープルとオレンジに日替わりで、ラ
イトアップしました。

パネル等の展示

一橋大学

「デジタルメディアの実践Ⅱ 虐待・

DV をめぐる短編映像 学生作品集」の上映

パラソル

～ STOP DV・子どもを守ろう～とらきちのおはなし
パラソルスタッフが制作したオリジナルストーリー。

主人公とらきちが、恋人との関係、両親との関係につ

坂上香さん（一橋大学客員准教授でドキュメンタリー

映画監督）の授業を受けた学生たちが作成した「虐待・
DV をめぐる短編動画」を上映しました。

いて悩み、考える話を展示しました。

国立市子ども家庭支援センター
子どもを守ろう！

子どもの虐待に関する情報発信、市内の相談機関等を発信、私

たちが子どもを守るためにできることについて、展示しました。

・泣けました！

来場者
の声

・DV は自分には関係のないことだと思っていたけれど、自

分も人に大きな声をあげてしまうことはあるな、と気がつ

「とらきちのおはなし」が
動画になりました！

きました。気をつけていきたいです。など

くにたち・こくぶんじ市民プラザ
11/1 ～ 12/25

パネル展「STOP DV 私たちができること」やパープルライ

トアップを行いました。

インターン学生さんとともに、
デート DV の展示を行いました

くにたちレインボープロジェクト
性別や SOGI （性的指向・性自認）にかかわらず、一人ひとりの人が
安心して、自分らしく生きられるまちを目指すプロジェクト

国立市役所
11/22 ～ 30

令和 3 年度からはじまったレインボープロジェクト。
コロナ禍で思うようには進みませんが、学校や保育園に呼んでいただき、
じわじわ広がっています。
ご興味のある方はパラソルにご連絡下さい。
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ヤングケアラー

ワード

気になる

家族の介護やケア、身の回りの世話をする、18 歳未満の子どもたち
「ヤングケアラー」とは、家族の介護やケア、身の回りの世話をする、

人となっていて、当初通っていた学校を辞めた生徒もいます。「ヤ

18 歳未満の子どものこと。

ングケアラー」は平日 1 日平均で 3 ～ 4 時間、長いと 7 時間以上

家事やきょうだいの送迎、祖父母の介護や見守り、精神的なサポー

ケアにあたっていることが分かりました。

トなど、内容は多岐にわたります。

ヤングケアラーは本人にその自覚がなかったり、家族の問題を知ら

2020 年から 2021 年にかけて、初めて実施された国の調査では、

れたくないと思ったりしていることが少なくありません。ヤングケ

中学生のおよそ 17 人に 1 人が、高校生では 24 人に 1 人が「世話

アラーをいち早く見つけ、支援につなげるため、国は４つの支援策

をしている家族がいる」と答えました。

をまとめました。

定時制 · 通信高校では更に割合は高くなり、通信高校では 9 人に 1

ヤングケアラーの支援に向けた支援策

1.

早期把握
知って、早く気づく

教育関係者、医療・介護・福祉の関係者、児童委員や子ども食堂

などを対象に、ヤングケアラーへの理解を深めることを目的とし
た研修が実施されます。

3.

家事育児支援
最も多い 「きょうだいの世話」

世話をしている家族で最も多かったのは、
「きょうだい」でした（中

2.

相談支援
ヤングケアラーの 6 割が未相談

家族の世話や介護を経験した人などが、対面だけでなく、SNS な

どオンラインで相談を受け付ける取り組みを進めることにしてい
ます。相談機能を強化し、福祉サービスのほか、民間の学習支援
などにも繋げていく方向です。

4.

介護サービスの提供
子どもによる介護の見直し

同居する家族に「子どもによる介護を前提としているケースがあ

学生の 61.8％、高校生の 44.3％）世話を始めた時期は「小学生の

る」という指摘がありました。このため、子どもが主に介護を担っ

ました。このため、家庭での家事や育児を支援する新たなサービ

護サービスの提供を十分に検討するよう、自治体などに周知する

ころから」が多く、「時間的余裕がない」という回答も多く見られ

ている家庭には、子どもによる介護を前提とせず、在宅向けの介

スを創設することにしています。

ことにしています。

「家族のことは家族で解決する」というのは多くの人が持っている

ただしそれが、美談として消費されるのではなく、例えば就職活動

気持ちかもしれません。しかし現代の核家族や、ひとり親家庭では、

のような自分をアピールするような場でも、単なる「お手伝い」で

本来ケアされる立場の子どももケアを担う人数に数えてしまう構造

はなく、
「ケアというスキル」として、肯定されることが望まれます。

があります。

ヤングケアラーという言葉が周知されることは、様々な問題解決へ

子どもが時間を自分のためにつかうことは、子どもの権利です。ま

の一歩につながるでしょう。

た、昨今、
「自己責任」や「他人事」という言葉で、社会構造の問
題が個人のものとして片づけられ、せっかく声をあげた人の力を
奪ってしまうことがあります。
国の調査では、子どもが家族の世話について相談したことがない理

おすすめ本

由として、
「誰かに相談するような悩みではない」「相談しても状況
が変わるとは思わない」という答えが多く残念な結果になっていま
す。
ヤングケアラーには、大変そう、自由がないなど、ネガティブなイ
メージもありますが、ケアする中で、スキルや自信になっているこ
ともあるでしょう。
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ヤングケアラーわたしの語り
澁谷智子 ( 編 )2020 年生活書院

パラソルおすすめの本
性 的 マイノリティサ ポート
ブック
社 会 福 祉 法 人 共 生 会 SHOWA( 編 著 )
2021 年 かもがわ出版

2018 年から世田谷区立男女共同参画
センターらぷらすで開催されている

「セクシュアル・マイノリティ支援者

養成研修講座」が一冊の本に。豪華な
講師陣は魅力的であり、支援に必要な

「基礎知識」「スキル」「マインド」を

知ることができる。自治体、教育機関、
企業の相談窓口に関わる方の必携書。

あいつゲイだって
アウティングはなぜ問題なのか？

前略、離婚を決めました

綾屋紗月（著）2009 年イーストプレス
著者の結婚、DV 被害、離婚経験を通
し伝え残したいことが、圧倒的とも言
える実のある言葉で綴られている。夫
の「家族なんだから当たり前」
、相談
員の「あなたは大したことない」とい
う言葉に一旦は絶望しても、決して幸
せに生きることをあきらめない。生き
づらさを抱えながらも、親密さが暴力
を生むこと、そこから抜けるために外
に開いていく姿に希望と気づきを与え
られる。著者自身の子どもへ向けルビ
が記してあるように老若問わず誰にも
お勧めできる。

松岡宗嗣 ( 著 ) 2021 年柏書房

ルポ コロナ禍で追いつめ
られる女性たち
深まる孤立と貧困

一橋大学アウティング事件の控訴審判

飯島裕子（著）2021 年 光文社

判決から 1 年。「アウティング（本人の
性のありかたを同意なく第三者に暴露

すること）」がなぜ問題なのか？著者は
自身の体験も交えながら丁寧に掘り下

げていく。全国で初めてアウティング
禁止を明記した国立市の条例にも触れ

られている。ぜひとも多くの人々に読
んでもらいたい一冊。

しんどい時の自分の守り方
増田史（著）2021 年 ナツメ社

著者は、中高時代に生きづらさを感じ

ていた精神科医。思春期に抱える「学
校に行きたくない」「自分の居場所がな
い」などのしんどさを抱える読者に対

して、誰にでも起こりうることと共感

の姿勢を示す。特に、思春期に直面す
る事柄や問題を挙げ、整理してくれる
ことで、読み手は物事や他者への客観
性が持て、心の負担が軽減されること

だろう。それでも、しんどさに潰され

そうになった時には、SOS を出すスキ
ルも紹介。その際の具体的なアドバイ

スや、リアルな質問と回答内容もあり、
悩める大人も充分読みがいのある本に

コロナ禍であぶりだされた女性たちの
孤立と貧困。
「まずは女性たちの声に
耳を傾けるところから始めたい」とい
う著者の言葉通り、シングルマザー、
ステイホームできない人々、エッセン
シャルワーカーの苦悩が語られる。事
実から見えることに光はあるのか？国
立市の団体 Jikka 代表遠藤さんのイン
タビューも興味深い。

まとまらない言葉を生きる
荒井裕樹（著）2021 年 柏書房
「社会は『安易な要約主義』の道を突っ
走っている気がしてならない」と、マイ

ノリティの自己表現を研究している著者
の荒井裕樹さん（二松學舍大学文学部准

教授）は語る。SNS の普及もあり、と

にかく速く、短く、わかりやすく、白黒
はっきりとして、敵と味方が区別しや

すく、感情の整理がつきやすい。そん
な言葉が重宝され、世間にあふれてい

る昨今。そんな「言葉が壊されている」

状況と向き合い、悔しがり、抗うため、
荒井さんは障害者運動家や反差別運動家

を中心とした言葉の担い手たちによる
18 のエッセイを紹介している。

なっている。
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講座

出前講座のご案内
講師派遣いたします
講座など実施報告

【主な講座内容】

・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

10 月 28 日

東京ウィメンズプラザ

・性の多様性・LGBT・SOGI( ソジ ) 講座

11 月 22 日

一橋大学     

令和 3 年度男女平等推進担当研 修（応用編）事例発表

・デート DV 予防講座

ジェンダー / セクシュアリティとライフデザイン（プライドブリッ

その他、ご要望により対応いたします。

ジ寄付講義）「地域で動く」講義

ぜひご相談ください。

12 月 4 日

【対象】企業、学校、地域グループなど、概ね 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

※ただし、資料代をご負担いただく場合があります。

【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。

国立女性教育会館（ヌエック）

男女共同参画フォーラム 2021「『聴く』ことから生まれた地域へ
の発 信・レインボープロジェクト」出展
10 ～ 11 月

市内保育園

保育園研 修。私立保育園（なかよし保育園・西保育園・東保育園）
に計 6 回伺い、保育園職員向けジェンダー研 修を実施。職員の
みなさんと楽しく考えました。

申込用紙はパラソル HP からダウンロードできます。

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曜日ごとの相談を行っております。

相談のご案内

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 時～ 18 時
［土日祝］9 時～ 16 時

法律相談 （1 人 30 分）

第 2/4 土曜日

13 時 30 分～ 16 時

みらいのたね相談 （1 人 50 分）

悩みごと相談 （1 人 50 分）

第 2 水曜日

11 時～ 14 時

第 2 火曜日
第 4 日曜日

16 時～ 18 時
14 時～ 16 時

SOGI（ ソジ）相談 （1 人 50 分）

就職・転職・職場の人間関係や再就職に向けてのお悩み

第 3 日曜日

10 時～ 12 時

相談 TEL
予約 TEL

042-501-6996
042-501-6990

※専門相談は予約制です・無料

発行年月／ 2022 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・パラソル
〒 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

         info@kuni-sta.com
ホームぺージは
こちら
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kunista

FAX

kuni_sta

無断転写、転載を禁じます。

042-501-6991

    http://kuni-sta.com
kunitachi_sta

JR 国立駅より徒歩１分
中央線高架下

