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　伝統的に韓国ではその時代を左右する宗教があり、
高麗時代の仏教や朝鮮時代の儒教がそれにあたりま
す。近代と現代にはキリスト教が韓国社会を左右する
宗教として登場しました。今日、儒教文化が韓国社会
を支える原動力であるとともに、土台として作用して
いる点は否定できません。しかし、女性の立場から見
れば、必ずしも儒教が男女平等あるいは女性の立場を
尊重した宗教であるとは言えないでしょう。なぜなら、
韓国において、家父長的かつ男性中心の社会体系を構
築するうえで、儒教が絶対的な役割を担ったからです。
　しかし、最近では学術的なレベルばかりでなく、各
方面で女性の社会的地位や男女平等を再構築しようと
する動きが活発化し、男女平等の教育体系、一定の職
種における女性優遇制度などが実施されています。仁
川市役所の全職員10,555名のなかで女性職員は3,785名
います。各種委員会で140名（33％）の女性が活動し
ており、14分野の女性専門家2,953名がデータベース
に登録されています。
　仁川市では女性の地位向上や社会的影響力を高める
ため、女性団体の活動を支援しており、32の女性団体

（72,117名）が、「女性自治学校」や「女性リーダー研
修会」などを開催しています。「スマートウーマン
2040プロジェクト」を通じて、2020年まで計2,040名
の次世代女性リーダーを育成しようとしており、この
２年間で242名が同課程を修了しました。
　また、社会的に弱い立場にある女性たちの地位向上
を図るため、女性人権チームを新設し、女性の権利保
護活動を体系的に実施しています。家庭内暴力、 性的
暴行、 性売買など、女性の人権を侵害する環境を改善
するために行政レベルで対応しようと、現在、性的暴
力相談所（６カ所）、家庭内暴力相談所（12カ所）、性
売買被害相談所（１カ所）を運営しています。
　さらに、女性の経済力向上を図る事業を展開してい
ます。女性の潜在能力を開発し、経済活動の主体とし
て育成するための起業家スクールを運営しており、昨
年は100名の予備起業家を輩出しました。女性起業家
支援センターを設置し、起業インキュベートルーム（36
カ所）を運営するとともに、職業訓練にも女性を参加
させ、現在416名の女性が訓練課程を履修しています。
　また、子育てに適した環境を整えるため「乳幼児保
育条例」を改正し、無償保育制度の基礎づくりを行い
ました。少子化に対処するため、３人目の子どもを産

んだ女性2,348名に対し、計70億4,200万ウォン（約５
億円）を支給しました。女性家族政策の発掘や研究の
活性化を図るため、仁川発展研究院の「女性政策セン
ター」が、2013年以降、仁川広域市女性発展条例に基
づいて「女性家族研究院」として独立する予定です。
　一方、基礎自治団体においても女性のための政策を
施行しており、富

プピョン

平区では女性関連政策を活性化させ、
安全で快適な都市環境づくりを主要政策として実践し
ています。今年、「女性にやさしい事業」を公募し、
多文化家族、親と子の性教育、学校内暴力の予防、ジェ
ンダー平等都市、 主婦の社会参加施策などが選定され
ました。また、団地などで「女性優先駐車」制度を設
け、女性が駐車しやすいように、駐車スペースを現行
の２mから2.5mに拡張するよう勧奨しています。
　韓国が経済成長を遂げ、教育立国を実現するために
は女性の役割がとても重要でしたが、女性に対する思
いやりや補償は相対的に十分ではありませんでした。
こうした反省と経験を土台にして、インフラや制度お
よび文化の面で女性の人権と地位を保障するために努
力しています。経済的な側面で韓国が急成長したよう
に、女性の社会的地位や人権は急速に改善されつつあ
ります。
　仁川市は国際空港と港湾、さらに経済自由区域を
ベースにした国際都市をめざしています。しかし、女
性や多文化家族、外国人に対する思いやりや、人権を
尊ぶ姿勢が伴わなければ、真の国際都市とは言えませ
ん。仁川市にとって出産、育児・保育、教育、職業、
健康、高齢化などの課題解決には、女性の立場に立っ
た都市政策を進めることが重要なのです。
　韓国が先進国を目指すうえで、社会的弱者に対する
保護と思いやりの政策を明確に実施することが重要で
あり、仁川市はその先頭に立って女性に優しい諸施策
を推進しています。

いま、女性たちは
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　韓国・仁川発展研究院院長。仁荷大学校大学院博士課
程を修了（ph. D.）。専門は法律。仁荷大学校法学専門大
学院教授、韓国産業技術保護協会諮問委員などを兼務。

＊ （財）アジア女性交流・研究フォーラムは2011年９月
に仁川発展研究院と交流協力協定を締結。

　日頃何気なく接している事件や事故の報道ですが、
女性の人権という視点でみると気になることが少なく
ありません。
　例えば、性犯罪の報道において、「なぜついて行った
のか」「そんな時間にそんな場所へ…」「こんな服装で…」
など被害者に落ち度があったかのように伝わる表現が
みられます。被害者の私生活、とくに異性関係を強調
する報道も目立ちます。被害者の潔白性を疑わせるよ
うな報道が繰り返し行われると、「被害者の方に非が
あったのでは？」と私たち受け手に推察させてしまい
ます。女性被害者が裁かれる側に転じてしまうのです。
他の例を挙げると、子どもが被害者の場合に多くみら
れる、性犯罪行為を「いたずら」と言い換える表現は、
加害行為を軽微なものと伝える可能性があります。被
害者と被疑者が「顔見知りであった」と報じるだけで、
被害者の落ち度を推測させます。
　こうした報道の背景には、「強姦神話（被害者は必死
に抵抗するはずだ、顔見知りによる強姦はない、など）」
や「アダムとイブ症候群（誘った女性が悪い、など）」
などの女性の性規範に厳しい文化がありますが、さら
に報道がそれを強化するといえるのではないでしょう
か。同時に、こうした報道は、被害者を断罪するだけ
でなく、加害者を免罪する視線につながります。
　また、被害者は匿名で報道される場合でも結果的に
プライバシーが暴かれ、興味本位に扱われてしまいま
す。報道被害と言ってよいこの状況は、近年のネット
文化の発達により深刻化しています。特定の職業や外
国人の場合などは特にセンセーショナルに扱われる傾
向にあります。
　そもそも、女性被害者は男性被害者と比べ報道され
る率が高いという指摘があります。犯罪報道は社会的
弱者への犯罪という攻撃・迫害に対する新聞の「社会
的使命」から導かれたところのニュース価値だけでな
く、ある種の「楽しみ」的要素を含んでおり、子ども
や女性が被害者である方が「話題の提供」という点で
ニュース価値が高いとされているところに要因がある
とされています。
　一方、女性被疑者の場合はどうでしょう。子ども虐
待死事件では、「母性喪失」「母親失格」として被疑者
女性が責められます。それはある意味では当然といえ

るかもしれませんが、虐待問題は虐待を行った当事者
だけを責めればよいという性質のものではありません。
むしろ、虐待の背景にどのようなものがあったかが重
要な点です。育児の孤立化や女性の貧困など、加害者
を追い詰めた背景を追わずに当事者（被疑者）だけを
責める報道は、被疑者の人権という観点からも、再発
防止という観点からも大きな課題があるといえます。
　また、母親が虐待の「加害者」として報道されるこ
とが多いという事実は興味深い点です。2010年６月か
ら８月にかけて全国紙３紙で報道された虐待加害者（被
疑者）の女性は54％です。しかし、児童虐待摘発に関
する警視庁まとめ（2010年８月発表）によれば、2010
年１月から６月期に児童虐待で摘発された保護者のう
ち女性は26％（男性69％）で、その比率は過去10年大
きく変わっていません。女性による虐待の方が報道さ
れやすい傾向がうかがえます。これは、「母親による虐
待が増えている」というイメージに繋がっているので
はないでしょうか。「母親のくせに」という視点も見て
取れます。事件報道そのものではなく「魔女狩り」的
な側面を持ち、母性喪失と父親不在の物語として伝え
られる事件の情報は、読者に「母性神話」を伝える結
果になっています。
　従来から、犯罪報道と人権に関しては、問題点が指
摘されています。刑が確定するまでは被疑者を匿名で
報道する国々がある中で、日本の報道機関では原則的
に実名報道を行っています。実名に加えてプライバシー
にかかわる情報が報道されることによる人権侵害が問
題視されています。これは被害者に関しても同じです。
さらに、女性が被害者／被疑者になった場合はそこに
ジェンダー・バイアスが加わってしまうのです。メディ
アが描く女性については、すでに多くの研究者により
ジェンダー・バイアスが指摘されていますが、犯罪報
道にはそれが色濃く見られます。女性の性に厳しい性
規範が強化される場であるといえるのではないでしょ
うか。

誌上セミナー

メディア報道における
女性の人権を考える
　第１回
「報道される女性　
� ～女性被害者／女性被疑者～」 宮崎公立大学准教授

四方　由美

Profile
1969年生まれ。宮崎公立大学人文学
部国際文化学科准教授。専門はジェン
ダーとメディア研究。GCN（ジェンダー
とコミュニケーション・ネットワーク）
所属。2009年メディアにおける女性の
地位国際調査：IWMF（国際女性メディ
ア財団）に参加。2010年度（財）アジ
ア女性交流・研究フォーラム客員研究
員。　　　　　　　　　　　　　 　
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　2012年１月28日（土）に北九州市立男女共同参画センター・ムーブにて、ワールドリポート「東アジアの若者
はいま―日本のマンガ文化を中心に」を開催しました。100名近い方々にご参加いただきました。

２月26日
　　ニューヨーク到着。NGO Consultation に参加しました。

２月28日
８：30－10：00　国連チャーチセンター（以下CC）
　 　APWW（アジア太平洋女性監視機構）主催の“Gender and Disaster in Asia and Pacifi c”（アジア・太平洋地
域における災害とジェンダー） に出席し、各国の災害とジェンダーについての対応を聞きました。

10：30 ～ 12：00　CC　
　 　アメリカ大学女性協会主催の“Rural Women of America”（アメリカの農村女性） に参加し、アメリカの小農の方々
の状況を興味深く聞きました。

３月１日
12：30 ～ 13：00　CC
　 　農山漁村女性活動・生活協会主催の“Women's Roles in Food Security and Sustainable Development : 
Partnership Between Rural and Urban Women”（食の安全と持続可能な開発における女性の役割：都市と農村
の女性の結びつき） を少しのぞきました。

13：15 ～ 14：45　国連ローンビル
　 　３つの日本のＮＧＯ連合体主催のサイドイベントに参加。“Disaster/Reconstruction and Gender Equality”（災
害・復興と男女共同参画）のテーマの下、90人が参加する素晴らしい内容のイベントでした。震災の翌日ヘリをチャー
ターして現地入りした、国境なき医師団の黒崎伸子氏ほか７人が発表。東日本大震災、原発事故に直面して、災害克
服とジェンダー平等の視点は、各国からの関心が集中していました。政府からも10人近い参加があったようです。今
回のCSWで、日本政府は56回の歴史上初めて、日本からの決議提案をされたということで、この背景には、昨年の6.11
シンポジウム以来の日本の女性団体・研究者などの総力の結集と、その後のロビーイングの成果だと思います。

15：00 ～
　 　MENA地域（中東・北アフリカ）の農村女性の課題についてのパラレルイベントに参加しました。家父長制や土地
所有のジェンダー不平等、性器切除などの問題提起が行われました。

３月２日
12：30 ～ 14：00　CC Drew Room　
　 　いよいよKFAW主催のパラレルイベント開催です。KFAWのテーマは「日本の農村女性のエンパワーメントー経
済のグローバル化と東日本大震災の影響下で」。 参加者を心配しましたが徐々に増え始め、部屋の席がほぼ埋まりま
した。

　 　まず篠﨑から、日本の農業における２つの新局面としてTPP問題の浮上と大震災・原発被害を説明しました。ど
ちらも日本の農業や食料・生命の安全性を揺るがしかねない事態であることを説明しました。また、それ以前に、
すでに日本の農業生産額の半減、担い手（特に女性）の高齢化と減少、耕作放棄地増加など、持続可能性が脅かさ
れていることを説明し、農山漁村女性の経済的地位や意思決定過程への参画の低さを示しました。
　 　これらに対して、特に女性の地位向上に関して政策的対応の簡単な歴史を説明しました。なかでも1992年に農
林水産省が示した「農山漁村の女性に関する中長期ビジョン」の中で、農業女性が「個」として尊重されるべきと
宣言したことや、新農業基本法の26条にある女性の平等な経営参加、そのツールとして家族経営協定の一定の有効
性を述べ、家族経営に関するDVDを映写しました。
　 　つづいて、KFAW客員研究員の岡部佳世氏（法政大学兼任講師）が、
成功した農村女性起業家の事例と全国の女性起業家のアンケート分析結
果（KFAW客員研究員研究の成果の一部）を報告しました。
　　質疑応答では活発に質問が寄せられ、岡部氏の調査分析も好評でした。
18：00 ～ 20：00　
　 　日本政府代表部でＮＧＯへの木村公使や橋本ヒロ子日本政府代表からの
ブリーフィングに参加しました。

３月４日
　　帰国

　国連社会経済委員会（ECOSOC）のNGO協議資格を有するKFAWは、国内外のNGOとの情報交換やKFAWの
研究成果を発表するため、毎年ニューヨークの国連本部で開催される女性の地位委員会（CSW）に参加しています。
今回のCSW56（2012年２月28日～３月８日）では、当財団主催のパラレルイベントを開催し、「日本の農村女性
のエンパワーメントー経済のグローバル化と東日本大震災の影響下で」について世界に情報発信してきました。

KFAW主席研究員　篠﨑　正美 2011年度  第２回「ボランティアとNPO研究の最前線
　　　　　　―福祉社会学の視点から―」
日時：2012年２月21日（火）18:00 ～ 20:00
講師：九州大学大学院人間環境学研究院　教授　足立清史

　1997年、NPO法が成立して以後急速に、ボランティ
ア集団がNPO法人化へ向かう動きがすすみました。
アジアの高齢者福祉・介護に造詣の深い足立先生を
お迎えして、ボランティアとNPO研究の最前線の理
論を解説していただきました。
　ボランティアは終焉するのか、NPO化へはどうい
う道筋をたどるの
か、贈与と互酬性な
ど、興味深い多くの
疑問が残されまし
た。続きをお聞きし
たい発表でした。

　前半のセッションでは、まず基調報告としてコーディネーターの大城房美先生（筑紫女学園大
学教授）より、日本のマンガがどのように発展し海外への越境に至ったのかを報告していただき
ました。
　中でも少女マンガのスタイルには大きな特徴があり、1950年代に流行した大きな目、長い手足、
きらびやかなファッション、無国籍（黒い髪に青い目）的表現のキャラクターたちは、時代とと
もに衰退するどころか「かわいい／ KAWAII」という表現とともにポジティブに国境を越えて
いるようです。これは、少年が中心となる海外のコミックスとは異なる、日本のマンガ文化の特
徴といえます。
　さらには、これまでジェンダーによって固定化されていた性別による役割の描写も、近年では
多様化／柔軟化し、少女・女性マンガにおける日常生活の描写の中で、「男性と家事（料理、育児）」

などを描いているものが増えているとのことでした。

　続いて、日本のマンガが海外でどのように流行していったのかを、キム・ヒョジン
先生（韓国・高麗大学助教授）、トゥ・ミンフン先生（台湾・淡江大学助教授）に紹介
してもらいました。日本マンガが各国に与えた影響をはじめ、BLマンガ（ボーイズラブ、
男性同士の同性愛を題材にした、女性向けマンガ）やコスプレ文化の流行など、台湾、
韓国ともに共通する部分が多くありました。
　最後に、シンガポール人マンガ家のFSc（フー・スイチン）さんに、マンガを制作

する立場から、女性キャラクターと男性キャラクターの描き分けや、日本マンガとアメリカンコミックスとの特徴的な違
いなどを、実演を交えながら発表してもらいました。

　後半のディスカッションでは、市内学生２名にも参加していただき、若者の視点から、マンガ文化とジェンダー意識の
変化などについて意見交換しました。日本のマンガ文化とそこに描かれているジェンダー表現について、改めて見つめな
おす良い機会になりました。

2011年度  第３回「子どもの『生きる力』と体験の意味
　　　　　　―『欠損体験』補完プログラムの必要―」
日時：2012年３月21日（水）18:00 ～ 20:00
講師：九州女子大学共通教育機構　准教授　大島まな　

　現代の子どもたちは社会化の過程で必要な体験が
欠けており、人生を生き抜くための力が弱く、自立
できないという状況があります。「生きる力」つまり
知・徳・体と耐性を身につけるために、自然接触体験、
基本的生活習慣体験、自主・自律体験、共同・協力
体験、労働体験、欠乏体験、困難体験、男女共同参
画体験などをするプ
ログラムを設定し、
学校、家庭、地域が
連携して行うことが
重要だと指摘されま
した。

ＫＦＡＷアジア研究者ネットワークセミナー

「東アジアの若者はいま
　　―日本のマンガ文化を中心に」を開催

ワールド
　リポート

第56回 国連女性の地位委員会 参加報告

日本からのＮＧＯは４つの
イベントを開催し、情報を
発信！ KFAWはその１つ！

▲ シンガポール人マンガ
家FSc（エフ・エス・シー）
による実演の様子

☆各パネリストの報告概要はホームページからご覧になれます。http://www.kfaw.or.jp/report/
▲ KFAW主催パラレルイベントの様子
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■ インドネシアにおける男女観―過去の状況
　インドネシアでは、子どもに対する保護者の扱いは、男の
子と女の子で違います。女の子には結婚の準備としての教育
を行い、一方、男の子には職を手にする準備として学校に通
わせます。学校に通うことが女の子に許される場合、その女
の子は家政科や保育科を専攻するように言われます。専攻科
目やレッスンの種類の選択には、女性と男性の役割に関する
伝統的な考えが反映されています。科目分野も、男性用と女
性用に分かれています。このように子どもの扱いを性別で分
けるということを、インドネシアの保護者は20年前まで行っ
てきました。母親も含め保護者は、男性が優位な扱いを受け
ることを当然とみなしているのです。
　こうしたことは、「男の子は泣いてはいけない」「男の子らし
く振舞いなさい」「あの子は真の男の子だ」といったような言
い回しやことわざにも見られます。一方、女の子はジャワの
言葉で「satru mungging cangklakan」と呼ばれ、これは、娘は親
にとって重荷になるという意味です。
　こうした表現が示すように、家庭での教育が男性的な文化
の推進につながる、という認識が欠けているのです。男女の
区分にこだわりがあり、女性は常に、いわゆる「男性優位」の
考えの影を落とされているのです。
■ インドネシアの女性の今
　上記の女性の地位に関する説明は、全体的に過去の話です。
インドネシアにおける今日の女性の状況は、大きく異なります。
つまり、女性たちも、国家の発展に積極的に参画するよう求め
られているのです。既婚女性も含め、インドネシアの女性は、自
分たちの能力を最大限に発揮するチャンスを探しています。
　30年から40年ほど前は、娘を学校に通わせることは、娘を

「破滅への道」へと追いやるようなものでした。しかしながら、
現在の女の子は希望する学校へ自由に入学することができ

　世界的に就職難が深刻だという中で、韓国もやはり同様の
問題を抱えており、中でも若年層の失業率は大きな社会問題
です。
■ 若年層の就職に向けた努力
　まず就職準備のための活動で、語学研修、英語の個人レッ
スン、資格取得などがありますが、中でも海外へ語学研修に
行く人が多いようです。私の同僚の子どもがこの前大学を休
学して英語圏に語学研修に行きました。６か月から１年の研
修で、ある程度の語学レベルの向上を目指し、多くの人びと
が海外へ旅立っています。また、資格取得も盛んで、専攻別各
種資格証を取得する人も多いようです。
　ある研究資料によれば、女性や地方大学を卒業した人は就
職活動の開始が遅れ、取得した資格証数は多いことが分かり
ました。また、家庭の経済水準が高いほど語学研修や英語の
個人レッスンを経験しているようです。今の40代や50代の人
びとが就職活動をしていた時代も、資格を取得することが大
きい部分を占めていましたが、最近の就職準備の傾向として
は、海外語学研修や英語の個人レッスンが急増しているのが
特徴です。
■ 最近の大学生の就業意識について
　ある就職ポータルサイトでアンケート調査をした結果、大
学生が就職を希望する企業の１位には、サムスン電子が挙げ
られました。サムスン電子はアンケート調査で2004年から今
年まで８年連続で１位を占めています。続いて、国民銀行と
大韓航空、NHN、CJ第一製糖、ポスコ、サムスンモバイルディ

ます。高校や大学を見事に修了した後、ほとんどの若い女性
は社会に出て特定の職を得ます。女性の職業の選択は、教師、
助産師、看護師、医師、各種孤児院の院長などの家庭での母親
の役割に近いような職業にとどまらず、かつては男性が圧倒
的に多かった他の職業の分野にまで広がりを見せています。
軍隊に入隊する女性もいれば、現代的なビジネスやコン
ピューターサービスの世界で働く女性や、公証人、メディア
ビジネス、ケータリング、広報、マーケティングリサーチ、アー
トビジネス、劇場などの分野で活躍する女性もいます。今日
では、女性が大学で学長や学部長を務めることは、普通のこと
と考えられています。さらに政治活動に参加する女性が、立法
および行政の双方で増えていることも注目すべきです。

■ 変革への推進力
　消極的な女性の時代から積極的な女性の時代へと変わっ
たわけですが、こうした変化は突然起きたわけではありませ
ん。20世紀にインドネシアの女性の地位が向上されるまでに、
過渡期があったのです。この過渡期に、中央および地域レベル
の双方で、組織を通じて社会活動に自らをささげた女性が数
多くいました。さらに、各地の状況にあわせ、宗教、慣習、教育、
ライフスタイルの多様化と、女性の地位向上のための活動が
推進されました。つまり、女性の運動が女性の生活を変革する
最も強力な推進力であるといえるのではないでしょうか。

スプレイなどが上位圏に名を連ねました。現代自動車とシン
ハン銀行、韓国電力公社なども10位圏に入りました。
　このように、韓国の就職における人気企業はどれも大企業
であることが分かります。
■ 韓国女性の就業意識について 
　ある研究論文によれば将来自身の職業を持ちたいと考え
ている女子大学生は98.6%に達することが明らかになりまし
た。すなわち卒業後女子大学生が職業を持つのは当然のこと
と認識されているということです。また、女子大学生の半分
以上がフルタイム勤務を望んでいますが、フリーランサー、
パートタイムなどの流動的雇用形態を好む比率も42.0%に達
することが明らかになりました。パートタイム勤務を好む女
子大学生のうち27.4%が、その理由として「家庭生活に充てる
時間が必要」と答えました。 
　女子大学生が望む代表的な職種は、教師・学院（塾）講師な
どの教育関連職（17.9%）、教授・研究員などの研究職（8.2%）、
公務員（7.6%）、一般事務職（7.5%）などでした。このような職
種は多くの女性に適していると、伝統的に認識されていま
す。女子大学生は、これらの職種は安定的であり、また比較的
少ない時間の投資で職業に就くことができると考えている
ようです。
　私の個人的な印象ですが、韓国では、昔に比べると、はるか
に女性たちの就職活動が活発になったと思います。また、ほと
んどすべての女性たちが、職業を持つことを希望しています。

私の国の若者の就職活動と人気企業 
ホン・ミオク（韓国）

海外通信員リポート　「今どきの若者文化と男女共同参画」

　1992年に仁川広域市の公務員になり、2008年から2010年まで、仁川広域市の姉妹都市である北九州市
と相互に行っている職員交流派遣制度により、北九州市国際部に勤務していました。
　現在は仁川広域市の職員として勤務する傍ら、２人の子どもの母親として頑張っています。 保護者の姿勢が教育に与える影響、その過去と現在

ムハマド・スブハン（インドネシア）

　2006年に来日し、現在は国立大学法人・九州工業大学大学院で先端機能システム工学を専攻していま
す。学生であると同時に２人の子どもの父親として、家事・育児に奮闘中です。
　また、インドネシアのことをもっと知ってもらうために、地域との交流活動にも積極的に取り組んでいます。

㈶アジア女性交流・研究フォーラムは仁川発展研究院と交流協力協定を締結
　仁川国際空港で有名な仁川広域市は、人口275万人を有し、ソウル、釜山に次ぐ韓国第３の都市として成長を続け
ています。
　2003年、韓国初の経済自由区域（FEZ；Free Economic Zone）に指定され、グローバル企業の集積や松

ソ ン ド

島（Songdo）
地区をはじめとする指定地区の施設整備が進められています。また、2009
年には「仁川訪問の年」と「仁川世界都市祝典」が開催され、2014年には

「仁川アジアゲーム競技大会」が予定されるなど、韓国で最も躍動的な都
市のひとつです。
　交流協力協定締結のために訪韓した仁川発展研究院は、同市の中長期の
発展計画や政策課題などに係る調査研究を行うシンクタンクです。約40名
近い研究員が在籍しており、女性・家族政策については仁川女性政策セン
ターが設置されています。
　昨年９月の協定締結を機に、地域の女性リーダーの育成など仁川広域市
と北九州市の姉妹都市関係をベースとした市民交流が期待されます。

仁川発展研究院を訪問しました

当財団が事務局を務めるUN Women北九州が講演会を開催
　UN Women（国連女性機関）は、2011年１月、これまで個別に活動してきたユニフェム（国連女性開
発基金）などの女性関連４機関が統合し、世界の女性と女児の権利の促進を目指す強力な国連の代表
機関として誕生しました。
　UN Womenが誕生して１年が経過した今、ユニフェムからUN Womenになって何が変わったのか、
また、私たちはどのような活動をすればよいのかを、「世界の女性の羅針盤－UN Womenの現在とこれ
から」と題して、さる３月31日にご講演いただきました。
　まず、有馬理事長からUN Womenの組織やミチェル・バチェレUN Women事務局長の経歴、日本と
の関わりなどについてご説明いただいた後に、戦略的な目標として、①女性の参画の拡大、②女性の経

済的エンパワーメント、③女性に対する暴力の撤廃、④平和・安全・人道対応における女性のリーダーシップ、⑤政策・予
算におけるジェンダーへの配慮、⑥グローバルな規範・政策・基準の構築について詳しくご説明いただきました。
　今後の地域での活動を行う際の指針となる、国連の動きをよく知ることのできる貴重な機会となりました。

☆その他のリポートはホームページからご覧になれます。http://www.kfaw.or.jp/correspondents/

▲  軍隊に入隊し、
整然と並ぶ女性
隊員（コラン・
バル新聞より）

▲キム院長以下研究スタッフと（仁川発展研究院）

▲有馬理事長
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（財）アジア女性交流・研究フォーラムは、1990年10月に北九州市の「ふ
るさと創生事業」で設立された市の外郭団体です。アジア地域の女性の
地位向上と連帯・発展を目指して「まなびあう」「ふれあう」「たすけあう」
をテーマに事業活動を展開しています。

活躍するデートDV予防教育ファシリテーターたち
　当財団（KFAW）が平成22年度に実施した「デートDV予防教育ファシリテーター養成講座」を修了したファ
シリテーターの方たちが地域社会で活動を始めました。

　KFAWは、平成21年度に「デートDVの予防啓発に関するニーズ調査」を北九州市から受託し、実施しまし
た。続く平成22年度には、調査結果を踏まえて、「デートDV予防教育ファシリテーター養成講座」を自主事
業として行いました。同講座は、関係法規や基礎知識、ファシリテーターの基本スキルのほか、模擬授業演習
を取り入れた実践型のもので、計14名の方が自費で参加、修了されました。

　昨年度、北九州市から委託を受けて、KFAWは「デートDV予防教室講師派遣事業」を行いました。市内外
の高等学校、大学および専門／専修学校を対象にデートDV予防教育に取組み、昨年８月からの８カ月の間に
延べ22回、約5,000人を対象に出前講演を実施しました。ファシリテーターたちは、講演や運営補助業務な
どデートDV予防教室業務に従事しました。
　各学校の担当教員からは、「分かりやすい内容で、誰にでもデートDVに陥る危険性があるということが認識
できたと思う」「ロールプレイを通して、自分のこととして考えることができたと思う」といった感想をいた
だきました。

　今回の講師派遣事業は、当財団にとって、調査による学校側ニーズ把握に始まり、求められるファシリテー
ターの養成および教育現場での実践という、デートDV予防教育についての３カ年にわたる活動の集大成とし
て位置付けられるものです。

　今後は、それぞれのファシリテーターが学校や地域に根ざした現場でデートDV予防教育を継続していくこ
とが期待されます。また、この経験を日本以外のアジア地域に発信していくことも期待されます。

自分の気持ちや、周りの人の
気持ちなど、もっと考えて行
動しようと思った。

今までは愛情表現だと
思っていたことが、実は
デートDVだということ
を知って驚いた。

嫌なことは「イヤ」
とはっきり伝えるこ
とが大切だと思った。

ちょっと無視したり、
メールの返信が無い
ことに怒ったりするこ
とが、デートDVだと
は知らなかった。

＊ 当財団は、北九州市立男女共同参画センター・ムーブ、北九州市立東部勤労婦人センター・レディスもじ、北九州
市立西部勤労婦人センター・レディスやはたの指定管理者です。

KFAW
デートDV予防教室
受講者の声

＊ 全校生徒の前で講義をするファシ
リテーター

＊ 活躍するファシリテーターたち

＊ みんなで考えてみよう！グループ
ワークの様子

＊ デートDVの事例を、マンガを用
いて分かりやすく説明




