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0120-279-889、 https://soudanplus.jp 
電話・メール 24 時間受付 または 
DV 相談ナビ #8008（各地の相談機関につながる) 

あなたを守りたい。 
ひとりで悩んでいませんか？ 

女性に対する暴力は女性の人権を著しく侵害するもので、決して許されるものではありません。DV(ドメスティ

ック・バイオレンス)は犯罪です。配偶者や交際相手からの暴力(デート DV)だけでなく、近年は、10 代～20 代の

若年層を狙った性暴力、性犯罪の手口が巧妙になっています。｢被害にあっているかも｣と思ったら、ひとりで悩ま

ずご相談ください。 
また、コロナ禍の影響もあり、望まない妊娠に苦しむケースが増加しています。あなたが望まない性行為は、すべて

性暴力です。性暴力防止のために、性的行為の合意の大切さや、プライベートゾーン(水着で隠れる部分)の認識な

ど、子どもの頃からの性教育が必要と言われています。 

恋人は、｢自分のモノ｣ではありません。 

相手を支配するのは、愛ではありません。 

 

 

殴る、ける、どなる、

ののしるなど 

借りたお金を返さ 

ない、物を買わせる 

など 

 
メールをチェックする、 

交友関係を制限する、 

行動を監視するなど 

 
性行為の強要 

避妊に協力しない 

など 

レイプドラッグ 

薬などを使用した

性暴力 

トイレから戻って、飲み物

を飲んだら意識がもうろ

うとして、気がついたら… 

JK ビジネス 

女子高生を売り物に

したサービス 

おしゃべりするだけで高

給のはずが、性的サービス

を要求されて… 

AV(アダルトビデ

オ)出演の強要 

モデルにならないかと誘

われていったら… 

デート DV 

巧妙化する若年層への性暴力・性犯罪の手口 

インターンシップで、しつ

こく食事に誘われて… 

就活セクハラ 

内定取り消しなど

の不利益も 

SNSで親しくなった相手か

ら要求されて、裸の写真を

送ったら… 

SNS を利用した性

犯罪 自撮り画像を

勝手に掲載する等 

性犯罪・性暴力救援支援センターSARC 東京 
性暴力救援ダイヤル NaNa  03-5607-0799  
24 時間 365 日対応 

性暴力に関する SNS 相談 Cure time(キュア

タイム) https://curetime.jp 
 月、水、土 17 時～21 時 

外出自粛や休校などで交際相手と過ごす

時間が増えたことで、望まない妊娠に悩む若

年層の女性が増えています。コロナ禍による

自粛が、妊娠に与えた影響の調査結果(厚生労

働省)によると、予期しない妊娠や望まない性

交に関する 18 歳未満の相談は、昨年 3 月～

9 月に 952 件(｢にんしん SOS｣など 6 団体合

計)寄せられ、前年同期比で約 30 件増加しま

した。 

にんしん SOS 東京 03-4285-9870 

年中無休 16 時～24 時(受付 23 時まで) 

被害を受けたあなたは悪くありません。 

ひとりで悩まないで。 

相談できるところがあります。 

参考資料：内閣府男女共同参画局 HP、「共同参画」7 月号、厚労省 HP 

＊ 

＊ 

http://www.city.nerima.tokyo.jp/kusei/keihatsu/
https://soudanplus.jp
https://curetime.jp


                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

女性への暴力 

暴力には様々な種類がありますが、どんな事

情があっても、暴力をふるっていいという理由

にはなりません。暴力をふるわれていい人など

ひとりもいません。あなたが｢ちょっと我慢を

すれば…｣と思っていることがあるのなら、そ

れは暴力にあっているのかも…。 

 
 

セクハラ・サバイバル 
 
佐藤かおり著  

三一書房 2019 
 

派遣先の上司から執拗

なセクハラを受け、相談

した先では相手にしても

らえず、死すら思うよう

になった時、女性の支援

にずっと取り組んできた

人たちに巡りあう。ひと

りの女性が労災認定を求

めて闘い、再生した記録。 

 

デート DV 予防学 
 
伊田広行著 

かもがわ出版  2018 
 

恋 人 が い る こ と が 幸

せ？愛し合う二人は一心

同体？交際相手を｢自分

の一部｣と考えるのが DV

になりやすい｢カップル

単位｣の考え方。これに対

して、「相手は相手」｢自分

は自分｣と考えるのが｢シ

ングル単位の考え方｣。 

 

図書紹介 性暴力被害の実際 
 
齋藤梓、大竹裕子著 

金剛出版 2020 
 

性暴力被害について、

社会には｢レイプは見知ら

ぬ人から受けるもの｣｢被

害にあうのは挑発的な恰

好をしているから｣といっ

た誤った通説が存在する。

本書は、被害当事者の声を

実際に聞き、被害が人生に

及ぼす影響等を調査した。 

 

 

ビロードのうさぎ 

マージェリィ・Ｗ・ 
ビアンコ 原作 
酒井駒子 絵・抄訳 
ブロンズ新社 

すんだことはすんだこと 

ワンダ・ガアグ 再話と絵 
福音館書店 

ルリユールおじさん 

いせひでこ 作 
理論社 

100万回生きたねこ 

佐野洋子  
作・絵 
講談社 

たいせつなこと 

マーガレット・ワイズ・

ブラウン 作 
レナード・ワイスガード 

絵 フレーベル館 

せかいでさいしょに 

ズボンをはいた女の子 

キース・ネグレー  
作 
光村教育図書 

ぼちぼちいこか 

マイク＝セイラー 作 
ロバート＝グロスマン 

絵 偕成社 

失敗ばかりのカバ君

ですが…。 

 夫と妻のいつもの仕事を

交換してみた結末は？ 

あなたにとって大切

なのは…。 

ルピナスさん 

バーバラ・クーニー 作 
ほるぷ出版 

 

秋の夜長…。 

たまには絵本も

いいですよ。 

。 

 
ひとりの 

女性の 

生き方です。 

 

 

 

 

「しあわせ」

ってなんで

しょうか。 
 

子ども部屋だけ

におこる素敵な

魔法の物語。 

150 年前の本当の

話です。 

 
本の修復師

と少女の出

会い。美しい

水彩画です。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

分類 書  名  著者名  発行 

102 哲学の女王たち レベッカ・バクストン・リサ・ホワイティング 晶文社 

141 情報を正しく選択するための 認知バイアス事典 情報文化研究所 フォレスト出版 

361 わたしの居場所 共同通信社取材班 現代人文社 

366.3 労働運動を切り拓く 朝倉むつ子[ほか] 旬報社 

366.7 自宅でオンライン起業はじめました 秋田稲美 WAVE 出版 

367.1 多様な社会はなぜ難しいか 水無田気流 日本経済新聞出版本部 

367.1 エトセトラ VOL.5 小山内園子・すんみ エトセトラブックス 

367.1 早く絶版になってほしい＃駄言辞典 日経×WOMAN 日経 BP 

367.1 ベル・フックスの「フェミニズム理論」 ベル・フックス あけび書房 

367.1 マチズモを削り取れ 武田砂鉄 集英社 

367.21 ぜんぶ運命だったんかい  笛美 亜紀書房 

367.21 我は、おばさん 岡田育 集英社 

369 スマホで防災 宮下由多加 ジャムハウス 

369 つながり続ける こども食堂 湯浅誠 中央公論新社 

369 いないことにされる私たち 青木美希 朝日新聞出版 

371 「学校に行きたくない」と子どもが言ったとき親ができること 石井志昂 ポプラ社 

379 不器用な子どもがしあわせになる育て方 宮口幸治 かんき出版 

599 パパの家庭進出がニッポンを変えるのだ！ 前田晃平 光文社 

916 薬を食う女たち 五所純子 河出書房新社 

いぶ 雲を紡ぐ 伊吹有喜 文藝春秋 

児う うつモンスターがやってきた エルドムート・フォン・モッシュ ラグーナ出版 

 

 

新着図書 

大黒柱妻の日常 
 
田房永子著 

エムディエヌコーポレーション 

2021 
 

共働き夫婦を描いたコミ

ック。共働きワンオペ妻が、

夫の転職を機に家計の 7 割

以上を担う｢大黒柱妻｣とな

るも、気がつけば、自分が

嫌っていた｢昭和の親父」風

に…。それは、｢立場｣が作

り出すものなのか。 

 

往復書簡  

限界から始まる 
 
上野千鶴子、鈴木涼美著 

幻冬舎 2021 
 

フェミニズムの第一人者

上野千鶴子と元 AV 女優で

東大院卒の鈴木涼美の往復

書簡。男性をどうしても低

俗なものにみてしまうとい

う鈴木を上野が解体してい

く。手加減なしの言葉の応

酬。心に突き刺さるかも。 
 

子育て後に｢何もない私｣に 

ならない 30 のルール 
 
ボーク重子著 

文芸春秋 2020 
 

「いい娘」「いい妻」「いい
母」に縛られていないだろ
うか。著者自身の経験や女
性のライフコーチングのな
かで見つけた子育て後の人
生をこの呪縛から解き放ち
自分らしく生きるためのル
ールを提案している。 

イラストで学ぶ 

   ジェンダーの話 

 

アイリス・ゴットリーブ著 

フィルムアート社 2021 

 
ジェンダーについての複

雑さを、カラフルなイラス
トでわかりやすく学ぶこと
ができるガイドブック。ジ
ェンダーの歴史や深堀した
現代の情報、また、著者自身
の性別移行の工程にも触れ
ている。 



 
 

 
 
  
 
 
 

図書･資料室利用案内 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） 

不妊治療休暇 国家公務員に年 10 日 
 
人事院は、不妊治療を受ける国家公務員が、年間

で最長 10 日間の有給休暇を所得できる制度を新設

する。来年1月に導入し、男女とも対象となる。 

また、内閣人事局は、令和 2 年 4 月～6 月に子ど

もが生まれた男性の国家公務員 2,929 人のうち、

2,900人(99％）が育児休業を取得したと発表。 

練馬区 自宅療養者への医療提供体制の更なる強化 
 

区は、新型コロナウイルスに感染した自宅療養者

の症状が悪化した際、早期に医療につなげられるよ

う、練馬区医師会や薬剤師会と連携し、医療提供体

制をさらに強化した。 
① かかりつけ医等による健康観察（早期介入） 

② 電話診療を中心とした在宅に置ける医療支援

（在宅療養支援） 

③ 練馬区酸素・医療提供ステーションの設置（軽

症者等受入）場所：光が丘第七小学校跡施設 

障害者雇用率 東京 全国最下位 
 

関東と山梨 8 都県の民間企業の障害者雇用率は、

2.04～2.30％(令和 2 年 6 月 1 日時点)と全国的に高

いとは言えない水準。東京都内の民間企業の障害者

雇用率は 2.04％、法定雇用率の達成企業の割合は

32.5％で、ともに全国最下位だった。都内には従業

員 300 人未満の中小企業が多く、この規模の企業の

障害者雇用率の低さが課題。 

理工系女性の割合 最低  
 
OECD(経済協力開発機構)は、令和元年に

高等教育機関に入学した学生のうち、

STEM(科学・技術・工学・数学)分野に占め

る女性の割合を加盟国別に公表。日本は比

較可能な 36 か国中で最低の割合で、女性

の人材育成の遅れがはっきりとした。 

子宮頸がんワクチン接種 積極勧奨 再開検討 
 
子宮頸がんを防ぐ HPV ワクチンは、接種後に持続

的な痛みが出るなどの報告が相次いだため、積極的

勧奨を中止していたが、昨秋、接種の判断材料にな

る情報を個別に提供すべきだと自治体に通知。今年

度中にも専門家会議で議論し、積極的な勧奨の再開

を検討する。世界的に見て、日本の接種割合は低い。 

都立高 男女別定員廃止へ 
 
 東京都教育委員会は、全日制の都立高 109 校が

入試で設けている男女別の定員制について、段階

的に廃止する方針を決めた。第１段階として来年

度入試から、性別に関係なく成績順で合格者を決

める選考枠を全校で設ける。すでに 42 校は、１割

を性別不問の成績順で合格させる緩和措置を取っ

ており、第 2 段階として性別不問の選考枠を 2 割

に増やし、第3段階で男女別定員制を全廃する方針。 

体外受精児 過去最多 
  
日本産科婦人科学会によると、令和元年に国内で

実施された体外受精で生まれた子どもは 6 万 598

人で、前年に続き過去最多を更新した。生まれてき

た子の 14人に 1人が体外受精で誕生したことにな

る。計 71万 931 人で、70 万人を突破。 

 体外受精は公的医療保険の対象外で、国の調査で

は 1回あたりの費用が平均約 50万円だったが、政

府は少子化対策として、令和 4年度から公的医療保

険の対象にする方針を打ち出している。 

 SNS(交流サイト)などでいじめ 増加  
 
 文部科学省によると、令和元年度に全国の小中高

校などで確認されたパソコンや携帯電話を使った

いじめの件数は 1 万 7,924 件で過去最多を記録。平

成 26 年度（7,898 件）から 5 年間で倍以上の増加。

その内小学生は、5,608 件で平成 26 年度（1,607 件）

から約 3.5 倍となった。適切な管理がかかせない。 

女性研究者へ 新たな支援制度 
  

文部科学省は来年度、大学などの研究機関で働く

女性研究者の活躍の場を広げるため、教授などの上

位職に占める女性の割合を一定水準以上に引き上

げるなど、具体的な数値目標を掲げることを条件

に、1 機関あたり年間最大 7,000 万円の人件費を補

助する支援制度を設ける。 

にゅーすＢＯＸ 

就活セクハラ 4 人に 1 人 
   

企業の採用担当者による就活セクハラの被害が

相次いでいる。厚生労働省が、4月に発表した「職

場のハラスメントに関する実態調査」によると、

6,426 社のうち、就活セクハラへの取組みが｢特に

ない｣と答えた企業・団体は 71.9％にのぼった。就

活生1,000人に聞いたアンケートでは、25.5％が就

活セクハラを「経験した」と回答。セクハラの内容

は、「性的な冗談やからかい」｢食事やデートへの執

拗な誘い｣「性的な事実関係に関する質問」など。 

65 歳以上の高齢者 29％ 過去最高 
   
国内の100歳以上の高齢者は、9月15日時点で8万

6,510人(厚労省)となり、51年連続で過去最多を更新。

女性が7万 6,450 人で全体の88％、男性は1万 60人

と初めて1万人台に達した。 

65 歳以上の高齢者の推計人口は 3,640 万人(総務

省)で、総人口に占める割合は 29.1％となり、いずれ

も過去最高を更新した。また、昨年の高齢者の就業者

数は、前年比 14 万人増の 906 万人。高齢者のうちの

就業者数の割合は 25.1％で 4 人に 1 人を超えた。政

府は高齢者の就労環境整備を進めている。 

＊10 月は、｢乳がん月間｣です。 


