練馬区立男女共同参画センターえーる
図書・資料室
〒177-0041 練馬区石神井町 8-1-10
☎ 03 (3996) 9005 （代表）
http://www.city.nerima.tokyo.jp/kusei/keihatsu/
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近年、
「AV 出演強要問題」や、
「JK ビジネス」などにより 10 代 20 代の若年層の女性
が性的被害にあう問題が発生しており、状況は深刻です。こうした問題は、いずれも「女性
に対する暴力」に当たり、重大な人権侵害です。

リベンジポルノ
ＪＫビジネス
女子高校生等の接客サービスを売り物とす
る「JK リフレ」
「JK お散歩」等の店で働き、
性被害や情報流出のトラブルに巻き込まれ
たりしています。JK ビジネスは手軽なアル

ふられた腹いせなどで、勝手にネット上に
裸の画像や動画を公表することは犯罪 で
す。
「裸の写真を撮らせて」と言われたらき
っぱり断ること。後で悪用されて傷つくの
は自分自身です。
「裸の画像をばらまく」な

バイトではなく、危険なアルバイトです。

どと脅されたり、ネット上に画像を掲載さ
れたら、すぐに警察に相談を。

ＡＶ出演強要問題
街でモデルになりませんかとスカウト！ＡＶ

デートＤＶ

への出演があるなんて知らずに契約を…。

恋愛関係になった途端に、相手の態度が急に

18 歳から 20 歳代前半の女性が本人の意に

変化したりしていませんか

反してアダルトビデオ出演を強要されると

｢暴力」は、
「殴る、蹴る」だけではありませ

いう被害が多くなっています。一度出演す

ん。人前で馬鹿にしたり怒鳴ったり、携帯電

ると抜け出すことが困難に…。契約しちゃ

話やメールをチェックしたり、行動を監視し

ったから、断ったら違約金を請求されるか

たりする精神的暴力や、性行為の強要や裸の

ら、なんてあきらめないで相談を！

写真を無理やり撮るなどの性暴力も含まれ

一人で悩まず、すぐに相談しましょう！

ます。男性も女性も被害にあいます。
束縛を「愛」だと思っていませんか。

ひとりで悩まないで！
東京ウィメンズプラザ(女性用)相談窓口：03-5467-2455 毎日 9 時〜21 時まで(年末年始を除く)
(男性用)相談窓口：03-3400-5313 月・水曜日 17 時〜20 時まで(祝日、年末年始を除く)
警視庁：警察相談専用電話 #9110 サイバー犯罪相談窓口 03-3431-8109 総合相談センター03-3501-0110
平日 8 時 30 分〜17 時 15 分まで
女性の人権ホットライン：0570-070-810 平日 8 時 30 分〜17 時 15 分まで
ヤング・テレホン・コーナー：03-3580-4970

24 時間受付

プライバシー厳守

インターネット人権相談：https：//www.jinken.go.jp
お知らせ：毎年 11 月 12 日から 11 月 25 日は「女性に対する暴力をなくす運動」期間です。練馬区では 11 月
11 日~26 日まで、練馬区役所本庁舎 2 階通路でパネル展を開催します。

女50 歳からの 100 歳人
女
生の生き方

母さん、ごめん。

著
小島貴子著
KADOKAWA 2017
さくら舎 2017
男
日 本 人 女 性 の 平 均 寿 命は
87 歳を超え、100 歳を超え
ることも珍しくなくなってき
た。自分がこうありたいとい
う 100 歳を目指そう。50 歳
を迎えたら、あとはエイジレ
ス。50 歳を過ぎたら抑圧か
ら自分を解放するチャンス。
自分の｢生き癖」の見直しを。

松浦晋也著
日経 BP 社 2017
科学ジャーナリストとして
仕事に熱中し、家庭も作らず
気ままに生きてきた男性が、
50 代で認知症の母を介護す
ることに…。同居していなが
ら母の認知症には気が付かな
かった。失禁の後始末など、
母の介護で何を体験し、何を
感じてきたかを「男子」の目
線で記録した。

新着図書紹介

女性・人権・生きること
天童睦子著
学文社 2017
｢女性と人権」について初め
て学ぶ人のために書かれた入
門書。女性の人権、生き方を考
えることは女性のためだけで
はない。男性やマイノリティの
人々、これまで声をあげにくか
った人々を含めたすべての人
にとって、ジェンダー平等社会
の構築は、「よりよく生きる未
来」をひらく基盤となるはず。

町
旅立ちのデザイン帖

孤独な世界の歩き方

著
ライフデザインセンター著
日経
BP 社 2016
2014
亜紀書房

村上裕著
イースト・プレス

町
だれにでも死は訪れる。生前
準備を通して、徐々に自分の死
というものを受け入れていく
ことが終活の真髄。老後の保険
から財産管理まで、介護サービ
スから終末期医療まで、遺言・
相続から葬儀の生前準備まで
…。
「生・老・病・死」について
のお役立ち情報満載。自分らし
い人生の締めくくりのために。

虐待、いじめ、自殺未遂、カ
ミングアウト…。ゲイの心理カ
ウンセラーである著者が自分
自身の過去を振り返りながら、
セクシュアル・マイノリティの
視点と心理学的視点で語る、孤
独な世界との向き合い方。
生きることに悩む全ての人に。
大丈夫。生きていれば必ず道が
あるから。

AV 出演を強要された
彼女たち
宮本節子著

いま、AV 業界では何が起こっているのか。
モデルにならないかとスカウトされ契約書にサイン、撮
影現場に行ってみたら AV だった。ソーシャルワーカーで
ある著者は「AV 出演を強要された」女性からの生の声を
聞き、支援する中で見えてきた驚くべき実態を報告する。
被害にあう女性たちが特殊なのではない。巻末に実際の「出
演等承諾書」を掲載。
(筑摩書房 2016)
367.7 ヒ

2017

かわはら

河原

『女なりとて我も亦、
大和魂は有てるものを。
かく心弱くてはかなはじ』

みさ こ

操子

1875 年(明治 8 年)〜1945 年(昭和 20 年）

日露戦争開戦を目前にし、内蒙古（モンゴル）のカラチ

明治３６年、内蒙古のカラチン王が大阪勧業博覧会

ン王室の教育顧問として、女子教育に尽力すると同時に、

見学に来日し、カラチンの女子教育のために有能な日

日本軍の諜報活動や対露秘密作戦を支援した若き女性が

本人教師を紹介してほしいと要請した。政府は要請を

いた。その女性が河原操子である。

受け、操子にカラチン王府の教育顧問として女学校創

操子は、明治８年長野県松本に生まれる。父・河原忠は

設を命ずるとともに、満州の情勢をさぐる軍事上特別

松本藩で儒学を教え、
「国家百年の計は教育にあり、国を

任務をも命じた。カラチン王府は北京の東北に位置し、

富ますも、強くするも、根本は教育だ」という思想を持

万里の長城を越えて、旅程 9 日間の奥地で極寒の地で

ち、操子は父の志を受け継ぎ教師の道を選ぶことになる。

あった。若干２８歳の操子は、開戦ともなれば身に危険

長野師範女子部を卒業後、東京女子高等師範学校へと進

が迫ることも覚悟で「女であっても私には大和魂が宿

んだが、肋膜炎（ろくまくえん）にかかり退学。やむなく

っているのだ。こんなに心弱くなってはならない」と自

帰郷し回復後、長野県立高等女学校の教師となる。明治

分に鞭打ち励ました。明治 36 年１２月「毓正女学堂」

33 年、
信濃毎日新聞を訪れていた女子教育の指導者であ

が開校し、今まで通学したこともない、本も読んだこと

る下田歌子に面会し、
「日支親善」のための女子教育に関

のないような子女を集め、新たに第一歩を踏み出した

わりたいと申し出た。下田の推薦により横浜の大同学校

のである。開校からわずか２か月後、日本と帝政ロシア

(犬養毅名誉校長)の教師となり在留中国人の女子の教育

との間に宣戦が布告され、満州の原野で両軍の戦闘が

に当たった。日中友好の必要性を痛感した操子は、中国語

繰り広げられた。操子は表面上はあくまでも教師であ

を学び、また国際語としてのフランス語も学んだ。操子の

りながら、秘密工作隊の後方支援部長の役を引き受け

回想録で「実をいうと、私は支那人を導くとか教えるとか

ていたのである。明治 38 年 9 月、日露戦争は日本に

言うよりも、支那について勉強したい心で一杯でした」と

勝利をもたらし、事実上彼女の任務は終わった。しかし

中国に対する尊重の意を表している。下田は操子の熱意

すぐには帰国せず、教育者として女学堂を根付かせよ

と優秀な才能に着目し、明治３５年上海に新設された女

うと粉骨砕身した。日本人を誤解し、寄り付かなった

子の教師を養成する上海務本女学堂に推薦し、操子は教

人々も実際に操子の誠意と人柄に触れ、教育の成果を

師として着任。生徒と起居を共にしてこそ教育がなせる

見、女学堂で学ぶようになった。明治３９年後任の鳥居

との信念の下、城内の支那人居住区に住んだ。上海城内の

きみ子に託し、3 人の留学生を連れ帰国した。

不潔さは想像を絶するもので、外国人は城外に居住して

帰国後は横浜正金銀行勤務の一宮鈴太郎と結婚し、

通うのが慣例であった。ひたむきな操子は生活を通して

17 年間夫の任地ニューヨークで暮らし、大正１０年帰

絶大な信頼を得ることになる。

国。昭和 20 年 3 月、７１歳で死去。
参考資料：｢愛の近代女性史｣、｢女の旅｣、
「草原の風の詩」

女たちが学校をつくる
明治 5 年、学制の公布により、身分・性別に関係なく国民皆学を目指したのにもかかわらず、明治政府の
教育方針は、
「男尊女卑」の維持と「良妻賢母」の養成でした。しかし明治 30 年以降、長く女性を差別して
きた社会に、女性自身が立ち向かう学校が次々と創設され、戦後の男女平等教育の足掛かりとなりました。
津田梅子

女子英学塾（現・津田塾大学）

吉岡弥生

東京女医学校（現・東京女子医科大学）

福田英子

角筈女子工芸校

横井玉子、佐藤志津

女子美術学校（現・女子美術大学）

安井てつ

東京女子大学

羽仁もと子

自由学園

＊参考資料：「はじめて出会う女性史」、女たちの 21 世紀・100 人」

にゅーすＢＯＸ
面前 DV(子どもの前で DV)急増

100 歳以上最多

今年上半期(1〜6 月)に警察が児童相談所に通告し
た 18 歳未満の子ども 3 万 262 人のうち、最も多かっ
たのが心理的虐待の 2 万 1,406 人。このうち 6 割を
超える 1 万 3,859 人は、面前 DV の被害者だった。こ
の 5 年で 5 倍以上に増加。子どもにとって深い心の
傷になるとされ、専門家は「深刻な児童虐待で、対策
を検討する必要がある」と指摘している。
また、全国の警察が今年上半期に摘発した児童ポ
ルノ事件は 1,142 件で過去最多だった。被害にあっ
た 594 人の年齢別では、中学生が約 4 割で最も多か
った。SNS などで裸の画像を送らされる｢自画撮り｣の
被害は 9 割以上が中高生だった。

厚生労働省は、
全国の 100 歳以上の高齢者が 6 万 7,824
人となり、47 年連続で過去最多を更新。
女性は 5 万 9,627
人で約 88％を占め、男性は 8,197 人。100 歳以上の人口
は 10 年前の約 2 倍、20 年前の約 8 倍に増えた。

体外受精児 20 人に 1 人
日本産科婦人科学会は、平成 27 年に日本で行われ
た体外受精は 42 万 4,151 件で、赤ちゃんの約 20 人に
1 人に当たる 5 万 1,001 人が生まれたと発表。件数も
出生数も過去最多を更新。出産成功率は 30 歳で
21.5％、35 歳で 18.4％、40 歳で 9.1％、42 歳では
4.5％と年齢とともに低くなるため、不妊治療の公費
補助は治療開始時に女性が 42 歳までとなっている。
なお東京都は、10 月 2 日から不妊治療を始める際
の検査費用の助成について、申請受付を始めた。助成
の上限は 5 万円で、妻の年齢が 35 歳未満の夫婦とい
った条件を設けた。

保険証 通称名可能に
厚生労働省は、性同一性障害の方からの申し出に
より、健康保険証に通称名の記載が認められるよ
う、都道府県等に通知を出した。これまで保険者か
らの照会について個別に回答した例はあるが、改め
て、会社員が加入する健康保険や国民健康保険、後
期高齢者医療制度に対して取扱を統一した。ただし
戸籍上の氏名も記載することが条件。

子どもの受動喫煙防止条例
東京都議会で「子どもを受動喫煙から守る条
例」が可決、成立。子どもを受動喫煙から守るた
め、子どもがいる家庭内や自動車の中などでの禁
煙を努力義務とする。施行は来年 4 月。家庭を含
む私的空間の喫煙を規定する条例は全国初。

練馬区 骨髄移植ドナー支援事業開始
練馬区は、平成 29 年８月 1 日より骨髄・末梢血
幹細胞提供者（ドナー）の負担を軽減し、骨髄移植・
ドナー登録を推進するため、ドナーやドナーが勤務
する事業所に助成金を交付する事業を開始した。ド
ナー本人に、１日の入・通院につき２万円、勤務先
事業所に同 1 万円を支給する。助成対象は区民に加
え、全国で初めて在勤・在学者も含める。
図書･資料室利用案内

国家公務員 公文書 旧姓使用認める
政府が目指す女性活躍推進の一環として、国家公
務員が政府の公文書に名前を記載する際、旧姓使用
を全面的に認めると発表。内閣府によると、職員録
や出勤簿などの内部文書は平成 13 年から旧姓使用
を認めてきたが、今後は本人が希望すれば、法的効
果を伴う行政処分や立ち入り検査など、国民向けに
出す法令上の文書についても原則として認める。
また、政府は銀行業界に対し、旧姓でも銀行口座
を円滑に開設、利用できるよう対応を要請した。

女性から女性への性暴力
平成 29 年 7 月、強姦罪が「強制性交等罪」に変
更され、被害者の性別が撤廃されたが、女性から女
性への性暴力はこの条文の適用外となっている。
性別や性的指向に関係なく性暴力被害を支援し
ている団体「レイプクライシス・ネットワーク」の
代表は「性的少数者は差別や偏見により閉ざされた
関係になりがちで、そこから暴力に発展しやすい。
性暴力に遭うリスクが高い一方で、被害を訴えにく
いのが実情」と指摘する。

幼稚園 ２歳児受け入れ
文部科学省と内閣府は待機児童対策として、幼稚
園が通常より 1 歳年少の 2 歳から受け入れやすい仕
組みを整えることにした。待機児童は 1〜2 歳児が
多く、既存の幼稚園を活用しながら減らしていく狙
い。来年度にも 2 歳児の保育だけ加える運営形態を
「幼稚園接続保育」などと名付けて解禁する。

人材育成力 日本 17 位
「世界経済フォーラム」は、技能の
取得など人材の育成力を国ごとに指標
化した最新の「世界人的資源報告書」
を発表し、日本は 130 か国中 17 位で
あった。教育水準が高いと評価する一
方、女性の社会進出や高齢者の活用な
どに課題があると判断された。首位は
ノルウェー、2 位はフィンランド、3 位
はスイス、4 位は米国。日本は前回報
告書（平成 28 年）の 4 位から大幅に
順位を下げたが、指標の評価方法など
の変更が影響したとみられる。

利用時間／午前 9 時〜午後 9 時 30 分

休館日／年末年始（12 月 29 日〜１月 3 日）

