男女共同参画社会の実現・国際理解と親善

JAUW

茨城支部だより

2014年度-3号

２０１４年 １１月 ２２日 (一社)大学女性協会(JAUW)茨城支部

秋は夕暮れ、太陽が筑波山の山際をきっぱりと映しながら沈んでいく。
晩秋の日はつるべ落としでいっぺんに周りが暗くなる。夕暮れの美しい
景色を観るのもいいが、やはり家路を急ぎたくなる。
秋は実りの季節、９月１０月１１月は支部活動、行事が軒並みに増え、
企画、運営など入念な打ち合わせの会合を、何度重ねたことであろうか。
熱心に参加していただき、会員の主体的でエネルギッシュな活動に感謝
の気持ちでいっぱいになる。
９月、水戸市共催で「出会い系犯罪の実態やデート DV」対策の講演会
を行い、新聞社も取材してくれた。９月定例会は公開講演会として「ジ
ェンダーの視点で音楽を聴く」を行い、
「女は家庭に」という社会風潮の中、私的なサロンで室内楽の
作曲や演奏が多かったというジェンダーの実情を聞くことができた。また、１０月から１１月にかけ茨
城大学長谷川幸介先生の 授業時間の中で、特別受講や出前講座授業を行い合計４回ぐらいの会合を重
ねた。先生からは「データを通して学生と向き合うだけでなく、人生の経験者として学生のライフイベ
ントに何を伝えたいか、そんな授業を・・・」といわれ、日頃データと向き合いがちな私たちの出前講
座から、「私」の人生を振り返って、一人称で学生に精一杯経験を語り掛ける授業を行った。今回の出
前講座は生徒と共感できる「伝わる出前講座」に一歩近づけたかもしれない。
一連の実り多い行事が終わり、選挙など慌ただし師走が過ぎる。そして下記の新春親睦会には皆様と
酒井はるみ先生の MYWAY のお話などでお会いできることをぜひ楽しみにして、お待ちしております。
（支部長 今髙記）

新春親睦会のご案内
日時：平成２７年１月２４日（土）正午～午後３時
会場：水戸京成ホテル（駅北口より徒歩 3 分）
会費：３５００円（税込）
MYWAY 講話：講師 酒井はるみ氏
2013 年度「地域で共に生きるには」報告書～高等学校家庭科における
男女平等教育の現状と課題～を活用して
報告と感想：講師 茨城県男女共同参画課山本課長補佐
呈茶も用意させていただきました。新春を共に祝い、重ねて交流を深めたい
と存じます。どうぞ皆さんお出かけください。
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水戸市男女平等参画推進月間事業市民企画講座

～9 月 14 日開催～

水 戸 市 男 女 平 等 参 画 推 進 月 間 事 業 市 民 企 画 講 座 に参 加 して
昨年度に引き続き今年度も市民企画講座に応募し、その
企画が採用され 6 団体とともに月間事業の一翼を担いま
した。9 月 14 日赤塚ミオスのボランティア会館で、｢出
会い系サイトとデートＤＶ｣のテーマで取り組みました。
初めに松本由美子会員から｢若者のデートＤＶについて一
緒に考えてみませんか｣という題で大学女性協会の調査に
基づくデートＤＶの実態について講話がなされ、次に、茨
城県警の廣田達矢さんからサイバー犯罪の実態について
講話がありました。
昨年は参加者が少なく広報に課題という反省点があり
ましたが、今回は、目標であった 30 名出席の中で講座を
開設できた事が、大きな成果であったと感じます。9 名の
会員以外は、全て外部の方々の参加です。朝日新聞の取材

朝日新聞に掲載されました

もあり、若い人々に侵攻しているネットによる人権侵害へ
の関心の高さがうかがわれました。
最後にファシリテーターの城倉純子会員により、参加者と
の意見交換会が持たれました。参加者から問題を抱えてい
る若者には、こうした警告が行き届いていかないのが現状
であり、どのようにして若い人々に伝えていくかが課題で
はないかとの箴言がありました。改めて、早い段階からの
教育現場での指導が必要ではないかと感じた講座でした。
（加藤 記）

子どもが巻き込まれているトラブル

「出会い系犯罪とデート DV 対策」

～地域で共に生きるには～「出会い系サイトとデート DV」に参加しました。会場には会員の他に、
市議会議員、校長や県内で子どもや思春期の若者を支援する団体など多職種の関係者が集まり、満席で
活気あふれる会となりました。
最初に茨城県警生活安全部生活環境課の廣田達矢さんから、サイバー犯罪対策室の取り組みについて
お話がありました。
「現在はいわゆる出会い系サイトで出会うのではなく、少女達は携帯やネット上の
会話やゲームで悪い大人と出会う」という説明がありました。また県内の少女達が個人情報をネットに
気軽に載せて事件に巻き込まれる現状など、詳しく伺いました。
参加者からは、SNS や LINE の話題にはついていけない、という声もありました。
また、消費者教育講師の松本由美子さんから、デート DV についてお話がありました。
「県内の若者
の中には、中学生の頃からデート DV 被害に遭っている者もいる」という現状に、会場からはどよめき
が起きました。また、デート DV は被害に遭っても気付きにくい、相談窓口を知らない、相談していい
ということすら知らない、という話には、参加者からため息が聞かれました。
今回参加して、若者の現状をよく知っている大人と、よく知らない大人にわかれていることがわかり
ました。私たちは危機意識を持って取り組んできましたが、まだまだ不足しており、様々な世代に向け
て啓発活動が必要なことを改めて認識しました。

(和田 記)
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公 開 講 演 会 （9 月 定 例 会 ）報 告

～ 9 月 27 日開催 ～

「男女（ひととひと）ともに輝くために～音楽の場合」のテーマの下に、
9 月定例会は公開講演会として、水戸芸術館 会議場において開催されまし
た。講師に小林 緑氏（国立音楽大学名誉教授）をお迎えし、茨城県と桜蔭
会茨城支部の後援を頂いての開催となりました。小林先生は、東京芸大大
学院修了後、仏給費留学生としてパリ大学音楽学研究所に留学。
「女性作曲
家列伝」
（平凡社 1999）を始めとする多くの著作活動と共に、音楽会にお
けるジェンダー史を追求、
「ポリーヌ・ヴィアルド」に代表される女性作曲
家コンサートシリーズなどを継続的に企画しながら、女性が輝く社会に向
けて矛盾した社会の在り様を追求、積極的な発言をされています。2001
～7 年まで NHK 経営委員も務められています。
前半の「音楽をジェンダーの視点で聴き直す━女性でも作曲できる？」では、男性中心であった音楽
界で埋もれていた女性作曲家に焦点を当て、後半の「声とジェンダー：面白く奥深い問題！」では、貴
重な音源とともに、カストラート、カウンターテナー、コロラトゥーラソプラノを堪能しつつ、作曲や
声に性別の限界は無いことを力説されました。
第Ⅱ部の現代美術鑑賞会では、映像インスタレーションで最優秀賞を受賞された鈴木康広展「近所の
地球」
（企画展）を鑑賞、芸術館ボランティアによるギャラリート―ク付きの楽しい鑑賞となり、会員た
ちは芸術の秋を満喫しました。

（城倉 記）

公 開 講 演 会 に参 加 して
９月定例会の公開講演会に参加した。前半は「音楽をジェンダーの
視点で聞き直すー女性でも作曲できる？」というテーマで講演と鑑賞が
行われた。
先生は女性作曲家の存在を立証する資料を約３０年にわたり
集めてこられ、
高い評価を得ることができる交響曲まで書いた女性は幾
人もいるという。そしてまた、３３人の女性たちのピアノ曲と室内楽を
集めた「女性作曲家音楽祭」を２００７年に行い、ルイーズファラック
という女性が作曲したフルート、チェロ、ピアノの３重奏曲の演奏を私たちにも聞かせてくれた。これ
はなんと素晴らしいフルートトリオなんだろう、神童といわれたモーツァルトと並ぶのでは…と私は思
った。この作曲家の楽譜は偶然夫が楽譜出版業ということで残っているという。鑑賞したいと話したら
インターネットで入手できるとのことだった。
後半は「声とジェンダー：面白く奥深い問題」というテーマでお話しされた。女声がソプラノ、アル
ト、男声がテノールとバスという音声区分は音楽史的に正しくなく、「女性に沈黙を課した」教会の聖
歌隊は男性のみでソプラノもアルトも男性が歌っていて１９世紀中ごろまでオペラの舞台は男女何れ
の役も男性が担っていたという。このため、男性が女性並みの高い声を出すために様々な裏技が使われ
ていた。男性の変声前に中性化させるカストラートやカウンターテナー、コロラトゥーラソプラノとい
う声部の貴重な音源を聞かせていただいた。いずれも男性の高く澄んだ歌声で女性は真っ青になるので
はと思った。そしてそれらと対照的にガールテナーといわれる女性が男性の声域を歌った音源も鑑賞さ
せていただいた。これは確かに女性でなく、男性が歌っているようにしか思えなかった。
女性はなるべく家にいるようにという社会で女性作曲家が活躍した自宅やサロンでの親密な空間で
コミュニケーションの役も果たせる室内楽や歌こそが音楽の本懐という先生の言葉が印象に残ってい
る。音楽は生きる喜びを与えてくれる。時間があっという間に過ぎ、充実した気持ちと先生への感謝の
気持ちが沸き上がった。

（梶塚 記）
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遊 び心 満 載 の鈴 木 康 弘 展
９月定例会は公開講演会で、水戸芸術館において第１部は音楽、第２部は美術とのことで張り切って
出かけました。２０代の頃、どちらの道に進もうかと迷ったこともあり、大変楽しみで早く到着してし
まい、ランチを食べてもまだ時間があるので先に「近所の地球」を鑑賞しました。
近所の公園にあるグローブ・ジャングル（遊具）を利用した映像インスタレーションで足元の地球を
意識しようという試み。地球の形をしたジャングル・ジムを速くぐるぐる廻せば公園で遊ぶ人たちの映
像が。芸術館の現代美術ギャラリー全体に５０もの色々な仕掛けがあり、どこを歩いても驚きが一杯。
足元にヒタヒタと波が打ち寄せ思わず飛び退く。人がいないのに勝手に本のページがめくられていく。
ファスナーの形をした船が地球を切り開いてゆくなど、数々の映像がある中にも、いつか無償の空気が
私物化され、多くの人は少しずつしか吸えないんじゃないか？みたいな一寸考えさせられるものもあり
ました。身体を洗うものだから手の平の形をした石鹸とか、体のハシっこだから足の形をしたお箸とか。
１９７９年浜松市生まれのこの芸術家のアトリエを再現した部屋はエジソンの再来だなぁと感服いた
しました。どの展示品もそうだけれど、眺めたり、触ったり、動かしているとき、すぐ傍にいる見ず知
らずの人とも心が通い合って、お互いに温かい気持ちになってくる。感性は鋭いけれど（老若男女）人
間大好きのこのアーティストの人気の高さに納得させられた、心も体も秋晴れの良き一日でした。もっ
と遊んでいたかったぁ。

（後藤 記）

2014 年度 JAUW 公開シンポジウムに参加して（11 月定例会）
薄着だと寒さも身に染みるようになった 11 月 8 日、会場の日本
女子大学桜楓 2 号館に 10 時に到着。
「『女性が真に輝く社会』を
形成するためには、
『女性の自立』が前提」ということで、
「女性の
自立とは?」がテーマ。昼までの講演と報告が 3 題、午後は基調講
演に続いて、茨城支部の城倉純子さんがコーディネーターのパネル
ディスカッション「女性の生き方を考える」の下、3 人のパネリス
トのトークを中心に働く女性の生の声を聴講しました。
午前中の講演では、配偶者控除の課題をどう捉えるか等の説明や日本が「家事労働ハラスメント社会」
との指摘、北欧コペンハーゲンの取り組みの報告等もありましたが、全体的な印象は、午後のパネルデ
ィスカッションの方がより具体的な報告があり「現場感覚」のあるお話だったと感じました。日本で女
性就業が、北欧並みにもっと促進されれば GDP が 8%アップするとの経済効果の試算があることから、
現在、国において「成長戦略」の一環として女性活躍の推進が図られている事も学びました。「女性の
自立」には、たとえ法律的な側面で男女の格差が是正されることがあっても、まだまだ克服しなければ
ならない家庭内での意識の側面なども含め、日本には山積していることを実感。また会社における女性
への出産後等の処遇改善、子育て中の女性の労働環境の整備、税制上の改正など様々。
茨城支部の皆さんが、数多く参加され、このシンポジウムをパネリストや役員等で盛り上げていらっ
しゃる事に感銘。私も、今後女性の自立につながる課題に、一つひとつ取り組んでいければと決意する
一日でした。

（鈴木 記）
4

茨城大学講座実施報告

３回シリーズ（10/28, 11/4, 11）

◆「家庭科教育における若者の意識」調査のデータに基づく啓発活動として◆

茨城大学出前講座「大学生に伝えたい!!」
2012 年度から２年間に亘り、茨城支部は「家庭科教育における若
者の意識」調査を行い、報告書にまとめ、提言を行いました。調査結果
を「なんとか大学生に伝えたい!!」と長谷川幸介先生にご相談したとこ
ろ…「おもしろそうだね、じゃ時間をあげるからやってみたら…」と快
諾いただき準備が始まりました。
『
「日常」再発見━３つの間（時間・空
間・人間）を羅針盤に』の授業を頂き、10/28 からの３回シリーズで
講座を展開したものです。
７月の定例会は「なんだかうれしい。
」で開催し、日程や内容の調整を図りました。調査結果の報告
に加えてワーク・ライフ・バランスをテーマにして「日々の幸せのため」地域で生きる先輩とメッセー
ジを伝えることを踏まえてプロジェクトグループを結成しました。その後、数次の打ち合せを重ねて連
続講座へつなげました。
第１回 １０月２８日
導入に外科医のクイズを行った後、調査結果のデータ、２０１４年度の男女共同参画白書特集「男性のいきづらさ」
紹介し、グループでの話し合い などを経て振り返りのシートを記入してもらいました。

第２回 １１月４日
振り返りシートをまとめた中から、学生の質問に答えるデータなど用意し一緒に考えました。その後東海林さだお作、漫
画「サラリーマン専科」から ワークショップをおこない各班の発表、長谷川先生のコメントをいただき振り返りシートを記
入してもらいました。

第３回 １１月１１日
ジェンダーサングラスをどうはずしたか…ライフイベントと仕事の関係から会員３名が体験を発表した後、学生 の発話者
を５名抽出し、受講生にも質問を重ね「これからの人生を幸せに生きていく」ために８０名を越す学生さんと一緒に考えて
いきました。そ して、最後に学生に対し、ライフとワークにかかる１分間メッセージを支部会員全員が伝えました。

（井坂 記）

＜第 １ 回 ＞
10 月 28 日、茨城大学理学部 10 番教室で行いました。
「日々の幸せのために～ワーク・ライフ・バ
ランスを考える」と題して、パワーポイントにて調査結果のグラフや白書などからの資料をプレゼンテ
ーションし、現実とのギャップ、職業選択、幸福感などの報告をしました。グループに分かれ質問や意
見を発表して頂いたあと、振り返りシートに記入してもらい、それぞれ発表を行いました。
講座の導入で提示された、ジェンダー観の偏りをついた「ジェンダーなぞなぞ外科医編」について、
ドクターは男性だとの偏見がやはりあった、また、女子学生は学生であるので不平等を感じていないな
ど、日頃あまり話題には上らない意見の交換を行ってもらいました。やはり、母親には家にいて家事を
担当してほしいなどの意見も男子学生から出ました。
「らしさ」はジェンダーだが、
「らしさ」の例えを挙げたり、ジェンダーにとらわれなければ職業の
選択肢は広がる、などの考察材料の提供をしました。また、男女平等観は男性の方が少し高いのに、幸
福感は女子の方が高かったとのテータは、その後の講座に良い考察材料を提供したように思いました。
「学生の意見を言いかえたり、まとめたりして確認はするが、結論を伝えたりはしない」などの教授か
らのアドバイスを心掛け、次回の第２回講座に繋げました。
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（報告：城倉）

＜第 ２ 回 ＞
はじめに井坂さんから第 1 回の講座の振り返りとして、学生の意見や質問に答える形で講演。その後、
上月さんが講師役になって今回の目玉である東海林さだおさんの漫画空欄の会話記入発表をしてもら
いました。長谷川先生や私たちの予想に反して、7 グループ中、東海林さだお氏の原作者と同じ記入を
していたのは１グループだけという結果でした。その答えを書いた男子学生は漫画の絵を鋭く洞察し、
夫が日常の家事をしいると判断し会話を記入したとのことです。この東海林さんの漫画ワークショップ
を通して、家事労働に関しては、女性がするものだという固定観念の思い込みが、現代の学生にも深く
刷り込まれているのだという事を改めて思い知りました。
ワークショップ終了後に、長谷川先生の講義がありました。
｢人間は未熟性ゆえに社会化しなければ生きていけず、いわゆる幸せ装置が社会化するということと言
える。人間は幸福になるために、男と女の役割分担というジェンダー意識も出来てきた。男は仕事、女
は家事という固定化は高度成長期に幸福文化として作り上げられてきた。今、新しい時代の新しい形の
家族の再生、男と女の役割もいい形で次の世代へ渡していくかが問われている。｣
以上のような要旨で講義がされ、男女平等の中で生きていると思っている学生たちに、実際はジェン
ダーサングラスの中で生きているということを気付かせるような示唆に富んだ助言の講義で締めくく
られました。

（報告：加藤）

＜第 ３ 回 ＞
茨大出前講座３日目は１１月１１日に行われました。
まず、人生の先輩の話として私たち出前講座のメンバーの中から３名が結婚、就労を中心とした自分
の体験としてなぜ、仕事を辞めざるを得なかったのか、その後どのような試練を乗り越えたかなどにつ
いて発表をしました。
その後学生から、自分が生まれる前はとても男女格差があり、一度仕事を辞めた女性は復職が難しく
て育休や産休も理解してもらえず、女性は仕事と子育ての両立に悩んだというようなことが分かった。
父親が外で仕事をして、母親は家事をしていた。自分の母親はずっと家にいたので辛かったと言ってい
た。将来は男女どちらが働いていても休暇をとっていてもよいという社会になっていてほしい。男性と
女性が得意なものを出し合って共生していたい。家族を養えるような夫になっていたい。というような
コメントをいただきました。私たち会員全員もこれからの幸せのために学生に向けての先輩からのメッ
セージとしてどのような時に幸せと思うか、など、各々短いコメントを発表しました。
最後の締めくくりとして長谷川先生から「共生」という言葉は危ない言葉で、これまでは男と女それ
ぞれの特性を生かして共に生きてきたがこれは私たちの心を縛るものですとおっしゃっていました。
会場となった講義室は学生で埋め尽くされ、満席でした。茨城支部が作成した「高等学校家庭科にお
ける男女平等教育の現状と課題」という調査報告書の結果、および考察を知として茨城大学の学生とい
う若者に伝えるという目的は果たせたのではないかと思います。将来を担う若者たちに希望をもって人
生を歩んでいってほしいと切に願いました。

（報告：梶塚）

編集後記

いつもの通勤路、太陽の光を浴びてピカピ
カに光る山栗を３つ拾いました。実りのエネ
ルギーを凝縮したような味わいに、冬を迎え
る力をもらいました。
寒さが増す季節、皆様どうぞお元気で。
（N.I.）
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