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現在の国籍は

何ですか。 

 
生活する上で困った

り不満に思った経験

はありますか。 

練馬区が令和 2 年に外国人住民に 

行ったアンケート調査（回収数 1,214

件）によると、国籍別では中国が一番

多く、次いで韓国。また、練馬区で生

活する上で困ったり不満に思った経

験では、「特になし」が 43.1％。次い

で社会保険や税金に関することでし

た。 

「多文化共生」とは・・・？ 

国籍や民族などの異なる人々が、互いの文化的

違いを認め合い、対等な関係を築こうとしながら、

地域社会の構成員として共に生きていくことで

す。多様性を尊重し、一緒に活動することは地域の

活性化をもたらすとともに、お互いの国への理解

も深まり、新たな社会を作っていく力となります。 

地域生活において、今や外国人は身近な存在です。

区内の在住外国人は年々増加しており、令和3年11

月現在 1 万 8,999 人です。永住資格や日本国籍を

取得する人も増加しており、国籍は多国籍化して

います。共生のためには｢ことば、・こころ・制度の

壁」をなくすことが大切です。 （％） 

（％） 
STOP! HATE  SPEECH ヘイトスピーチ、許さない。 

｢〇〇人は出ていけ」「祖国へ帰れ」などの差別的言動を見聞きした

ことはありませんか。特定の国の出身者であること、または、その子

孫であることのみを理由に日本社会から追い出そうとしたり、危害を

加えようとするなどの言動は｢ヘイトスピーチ｣と呼ばれています。

｢ヘイトスピーチ解消法(本邦外出身者に対する不当な差別的言動の

解消に向けた取組の推進に関する法律」(平成 28 年 6 月施行)は、こ

うした差別的言動は、人としての尊厳を傷つけ、人権を侵害するもの

であり、許されるものではないとしています。 

参考資料：法務省 HP,練馬区 HP,「練馬区外国人住民および事業所アンケート調査報告書」令和 2 年、｢外国にルーツを持つ女性たち」 
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日本の中の外国人 

令和 3 年 6 月末の在留外国人数は 282 万

3,565 人(日本の人口の約 2％)。そのうちの約 8

割近くがアジア圏の人たちです。国が違えば文化も

多様なのは当然で、その国の文化を同じように尊重

することが大切です。 

少子高齢化が進む日本は様々な課題に直面して

おり、今後も日本で働く外国人は増加するといわれ

ています。 

ヘイト・スピーチとは 

何か 
 
師岡康子著  

岩波書店 2013 
 

差別と侮辱、排除の言

葉をマイノリティに向け

て路上やネットでまき散

らす…ヘイトスピーチ被

害の過酷な実態に唖然と

する。各国の制度や経験

を紹介しながら、共に生

きる社会の方途を探る。 

 

外国にルーツを持つ 

女性たち 
 
嶋田和子著 

ココ出版  2020 
 

著者と関係の深い能代

市と浜松市の、主に日本

人男性と結婚した外国人

女性たちを取材。山あり

谷ありの彼女たちの人生

の｢生の声｣を記録。「あ

あ、日本に来てよかった」

と言われる社会を。 

 

図書紹介 ふるさとって呼んでも

いいですか 
 
ナディ著 

大月書店 2019 
 

イランから家族 5 人で

日本に｢出稼ぎ｣に来た時

ナディは 6 歳。｢ビザのな

い外国人」だったナディ

が、ご近所さんに助けられ

ながら、見た目や国籍を超

えて生きてきた日々を振

り返る。ふるさとは日本！ 

 

 

結婚したら、名前はかえる？かえない？ 

｢選択的夫婦別姓制度」(選択的夫婦別氏制度)が今、再び話題となっています。 
｢選択的夫婦別姓制度」とは、選択的な制度なので、これまでどおり夫婦が同じ氏を名乗ることもできるし、

希望すれば結婚前の別々の氏を名乗ることもできるようにしようという制度です。現在の民法では、結婚に際

し、夫か妻のいずれか一方の氏を称することとなっています(夫婦同氏制度)。これは世界の中で日本だけの制度

です。現状は約 95.5％(令和元年)の夫婦が夫の姓を選んでいます。国連の女性差別撤廃委員会は、日本の制度を

｢差別的｣として、たびたび改正を勧告しています。 

 もしも、選ぶことが 

できるなら 

 世界はどうなっている？ 

① 夫婦同氏と夫婦別氏の選択⇒アメリカ

（NY 州）、イギリス、ドイツ、ロシア 
② 夫婦別氏を原則とする⇒カナダ（ケベック

州）、韓国、中国、フランス 
③ 結婚の際に夫の氏は変わらず、妻が結合氏

となる⇒イタリア 
④ 結婚後に夫婦のいずれかの氏を選択しな

ければならないとする制度を採用⇒日本 
 

 

参考資料：法務省 HP 

 

 
① 夫婦が必ず同じ氏を名乗ることになったのは、いつから？

明治時代から。明治 31 年に施行された民法で夫婦は同じ

氏を称するという制度が採用された。 
② 別氏夫婦を認めたとき子どもの氏はどうなるの？ 

平成 8 年の法制審議会の答申では、結婚の際に、あらかじ

め子どもが名乗るべき氏を決めておく、複数いる子どもは

全員同じ氏を名乗るという考え方が採用されている。あと

からの氏の変更は、家庭裁判所の許可が必要。 
③ 旧姓の通称使用に関する取組はどこまで進んでいる？ 

令和元年から、マイナンバーカードや運転免許等において

旧姓併記が可能。女性の活躍推進に取り組んでいる内閣府

は、旧姓使用の現状について調査中。 
 

 これは日本だけ！ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

分類 書名 著者名 発行 

159 なにがあっても、ありがとう 鮫島純子 あさ出版 

289 私たちの真実 カマラ・ハリス 光文社 

366 ＬＩＦＥ ＳＨＩＦＴ ２ アンドリュー・スコット〔ほか〕 東洋経済新報社 

288 女性皇族の結婚とは何か 工藤美代子 毎日新聞出版 

367.1 マジョリティ男性にとってまっとうさとは何か 杉田俊介 集英社 

367.1 こどもジェンダー シオリーヌ(大貫詩織) ワニブックス 

367.1 女性の生きづらさとジェンダー 心理科学研究会ジェンダー部会 有斐閣 

367.3 ひきこもり白書 2021 ひきこもりＵ×会議 ひきこもりＵ×会議 

367.7 老いの福袋 樋口恵子 中央公論新社 

368 わたしは黙らない 合同出版編集部 合同出版 

914 自分で名付ける 松田青子 集英社 

914 硝子戸のうちそと 半藤末利子 講談社 

726 ムスコ物語 ヤマザキマリ 幻冬舎 

780 スポーツの世界から暴力をなくす 30 の方法 土井香苗〔ほか〕 合同出版 

916 ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー２ ブレイディみかこ 新潮社 

929 ハヨンガ チョン・ミギョン アジュマ 

あさ 白光 朝井まかて 文藝春秋 

なか やさしい猫 中島京子 中央公論新社 

やま ばにらさま 山本文緒 文藝春秋 

児 女の子だから、男の子だからをなくす本 ユン・ウンジュ エトセトラブックス 

児 ボクの冒険のはじまり プルスアルハ ゆまに書房 

児 ふたりママの家で パトリシア・ポラッコ サウザンブックス社 

 

新着図書 

心はどこへ消えた？ 
 
東畑開人著 

文芸春秋 2021 
 

コロナ禍という大きな社

会の渦に巻き込まれている

今、ちゃんと心と向き合っ

ているか、心を感じている

か。｢不完全さを許せないと

私たちは人と一緒にいられ

なくなってしまう」。臨床心

理士である著者の軽妙で温

かいエッセイ集。 

 

時給はいつも最低賃金、 

これって私のせいですか？ 

国会議員に聞いてみた。 
 
和田靜香著  

左右社 2021 
 

50 代、単身、フリーラン

ス、コロナ禍でバイトはクビ

に…。日本はこれからどうな

るの？息が詰まるほど不安

で苦しいのは｢私のせい｣？ 

答えを探すべく、国会議員と

〝政治問答 365 日″。 
 

TIMELESS  石岡瑛子と

その時代 
 
河尻亨一著  

朝日新聞出版 2020 
 

パルコの広告で一時代を

築き、フランシス・コッポラ

の映画で衣装デザインを手

がけてアカデミー賞を受賞。

国境も文化の壁も超えて世

界で活躍した石岡瑛子の初

の評伝。デザイナーの｢私｣と

｢時代｣のミステリーに迫る。 

生きるための 

フェミニズム 
 

堅田香緒里著 

タバブックス 2021 
 

昨年 1 人の女性が撲殺さ

れた。クリーンな街にする

という理由で。女だからとい

って、野宿者だからといっ

て、殺されていいわけがな

い。誰かの｢安全｣のために

別の誰かの命や尊厳が犠牲

にされるのはごめんだ。 

 



 
 

 
 
  
 
 
 

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） 

育児関連時間 男性 1 分増加 
 
東京都が公表した令和 3 年の男性の家事・育児参

画状況についての調査結果によると、コロナウイル

ス感染拡大により在宅時間が増え、家事・育児への

関心が高まったようす。しかし、未就学児の子ども

がいる男性の家事・育児関連時間を週全体平均でみ

ると、前回調査より 1 分増えただけだった。男性は

3時間34分、女性は8時間54分だった。 

練馬区が全国初「保育指数」を LINE で試算 
 

区は、認可保育園などに入園する際の選考基準と

なる”保育指数”をLINEで試算できる｢保育指数シミュ

レーション」を全国で初めて導入。就労状況や子ど

もの年齢に関する約30の質問に答えると15分程で

保育指数がわかる。試算した指数を使った保育園の

絞込検索も可能。区LINE公式アカウントを｢友だち｣

に追加すると無料で利用できる。 
 

こちらから「友だち」追加 → 

無意識の思い込み 初調査 
 

性別に関する役割などを巡る無意識の思い込み(ア

ンコンシャスバイアス)の有無について、インターネ

ットを通じて、内閣府が今年 8 月に初めて調査を行っ

た結果、76.3％が｢ある｣と回答したことが分かった。

男女とも 1 位、2 位は｢女性には女性らしい感性がある

ものだ｣(男性 51.6％、女性 47.7％)｢男性は仕事をし

て家計を支えるべきだ」(男性 50.3％、女性 47.1％)。 

仏に「第三の性」新語「イエル」 
 
文法に男女の区別が存在する仏語で、性差

のない新語が権威ある辞書「ロベール」のオ

ンライン版に掲載され物議を醸している。掲

載されたのは、三人称の人称代名詞で、「il」

と「elle」を合体させた「iel（イエル）」。

保守層からは「米国かぶれ」と批判の声も。 

コロナ失職 女性長期化 
 
厚労省は 10 日、新型コロナウイルス感染拡大の影

響で解雇や雇い止めにあった労働者が、昨年 2 月か

らの累計で 12 万 99 人（9 日時点、見込みを含む）

になったと発表。昨年に比べての増加ペースは緩や

かになってきたが、女性の失業期間が長期化する傾

向も出ている。 

自殺増加 働く女性と子ども 
 

令和 2 年の女性の自殺者は 7,026 人で、前年より

935 人(15.4％)増加。全国の自殺者数が 11 年ぶりに

増加に転じた。令和 3年版自殺対策白書では、コロナ

禍の状況を分析。働く女性の自殺は、過去 5 年比で

28％増の 1,698 人で、働く女性らが追い詰められてい

る実態が明らかになった。コロナ禍で、非正規雇用で

働く人の雇い止めやシフト減が起きたが、総務省の労

働力調査では、働く女性の 53.7％(今年 9 月)は非正

規雇用である。 

また、小中高生の自殺者は最多の499人で、過去5年

の平均値に比べ、女子は74％増の219人にのぼった。 

不妊治療 離職防止へ新制度 
 
 厚生労働省の調査によると、不妊治療経験者

の 16％が仕事と両立できずに離職しており、女

性に限れば 23％にのぼる。柔軟に働ける職場づ

くりを国として後押しするため、厚生労働省は、

不妊治療と仕事を両立しやすい企業の認定制度

をつくる。次世代育成支援対策推進法の省令を

改正し、令和 4 年 4 月に施行する。認定には、

不妊治療のための休暇制度を設ける、在宅勤務

やフレックスタイム制などを導入している等の

要件を満たす必要がある。 

 また、来春から不妊治療を行う夫婦に子ども

を迎える別の選択肢として、治療前に、里親・特

別養子縁組の情報提供を強化するとしている。 

卵子・精子など凍結保存 東京・千葉でも支援開始 
 
 若いがん患者の妊娠能力温存を支援する事業が

東京都と千葉県でも始まった。がん治療で妊娠能力

が失われる前に卵子などを凍結保存する「妊孕（に

んよう）性温存治療」の費用を助成するもの。今後

は患者の意思決定の支援や心理的ケアに目配りで

きる治療医らの育成が求められる。 

来春から成人年齢 18 歳に 
  

来年 4 月から民法上の成人年齢が 18 歳に引き下

げられる。親の同意なく携帯電話を契約したりロー

ンを組んだりできるようになる一方、消費者被害に

遭う懸念が高まるため、被害回避へ、消費者庁など

は啓発活動を強化する。 

にゅーすＢＯＸ 

男性国家公務員育休 5 割超え 
   

人事院の発表によると、男性国家公務員の令

和 2 年度の育児休業取得率が 51.4％で、初めて

5 割を超えた。人事院は｢育休を取りやすい環境

が整った｣と分析している。 

女性当選者 1 割に満たず  
   
今回の衆院議員選挙では、女性の当選者は、前回

(平成29年)よりも2人少ない45人だった。全当選

者に占める割合は 9.7％と 1 割にも満たなかった。

｢政治分野における男女共同参画推進法｣施行後初め

ての選挙だったが、候補者全体に占める女性候補者

の割合は17.7％にとどまった。 

 


