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nl/minato は、2017 年 3 月から 12 月まで、港区を舞台にした学び
のプログラムを SHIBAURA HOUSE で開催しました。オランダ政
府が積極的に取り組むテーマであり、日本国内においても目をそら

ABOUT nl/minato

ABOUT nl/minato

すことができない今日的な課題である「LGBT」
「ジェンダー」
「メ
ディア」の 3 つをテーマとして取り上げなから、年間を通してイベ
ントを実施。オランダから専門家を招聘し、海外の事例を紹介する
とともに、日本の現状と照らし合わせて学びました。また、活動に
興味を持っていただいたインターンの皆さんと、イベントに合わせ
て定期的に勉強会も行い、リサーチ内容を共有、振り返りを行うなど、
参加者・運営者がともに学び合う場を設けました。

nl/minato（エヌエル・ミナト）は社会的、政治的、文化的な視
点を通して対話をする、新しい学びのプラットフォーム。オラン
ダ 王国大使館と SHIBAURA HOUSE 、そして地域のさまざま
な団体が協働してイベントを連続的に開催し、オランダにおける
先進的かつユニークな取り組みを例に、日本国内や世界の状況
について対話することが狙いです。港エリアに拠点を置く行政や
企業、学校、NPO 、そして個人同士がゆるやかに連携することで、
参加者や視点の多様性を育むことも視野に入れています。

参加者や価値観が限定されないように、3 つのパースペクティブから捉える。

The aim is to keep the participants’ viewpoints open by
addressing each theme from three perspectives.

オープン・ディスカッション
対話のきっかけとする。

Open discussion
This format uses shared basic
information to create a dialogue.
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LGBT

クリエイティブ・パースペクティブ
クリエイター、アーティストなど
の視点から考察する。

ARCHIVE
BOOK

MEDIA

エキスパート・パースペクティブ

Expert perspectives
Sharing specialized knowledge.

GENDER

B

Creative perspectives
It reflects the viewpoints of
creative professionals.

より専門的な知識を共有する。

nl/minato is a new educational platform that aims to create
a dialogue from social, political and cultural perspectives.
The Embassy of the Kingdom of the Netherlands and
SHIBAURA HOUSE, as well as various groups in the area,
will collaborate to organize a program of ongoing events.
We wish to make Minato-ku and its neighboring area a stage
for study, with citizen participation and lively discussions.
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DIALOGUE

REFERENCE

LOCATIONS

nl/minato ＝ the Netherlands（オ

オランダを始めとした世界の公共

港エリアのさまざまなグループと

ランダ）と Minato（港区と近隣

政策を参考に、国内の状況につい

連携し、テーマに沿ってイベント

エリア）を対話でつなぐプラット

て対話を重ねる 1 年ごとのプログ

を分散開催。

フォーム。

ラム。

nl/minato = A platform that
enables dialogue between
the Netherlands and Minatoku and its neighboring area.

A-year-long project
exploring domestic
situations, with reference
to public diplomacies in the
Netherlands and around the
world.

Collaborating with groups in
the Minato area. Organizing
events in various locations.
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THEME 1:

LGBT
nl/minato のプログラム第 1 弾はLGBT 。
既存の LGBT 団体の中で最も長い歴史をもつ、COC Netherlandsのクン・ファンデイク代表を招聘し、
LGBTの権利向上のための活動などについて学び、考えました。
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nl/minatoインターンが各自の理解度に合わせて３つのグループに分かれ、
それぞれの知識を深めるリサーチを行い、
発表しました。
LGBTについて基本的な知見を得て、

RESEARCH
THEME 1: LGBT

ABOUT LGBT
WHAT’S LGBT?

L

GBT とは、レズビアン（女性同性愛者）、ゲイ（男
性同性愛者）
、バイセクシュアル（性的指向が同

性・異性の両方に向いている人）
、トランスジェンダー

その後のディスカッションへの理解度が深まることを目的としています。

リサーチ担当 グループ 1 ：大角奈央、近藤大起、鈴木正義、西山京佑、白濱輝季 グループ 2：安倍歩美、木村文香、藤岡誠 グループ 3：今野和香子、斉藤有吾、横田純一

セクシュアリティマップ

JAPANESE SCHOOLS & LGBT

Physical

現

カラダの性

（体と心の性に違和感がある人。または、からだの性
別と異なる性別で生きるまたは生きたい人）の言葉の
頭文字をとった単語で、性的少数者（セクシュアル・
マイノリティ）の総称のひとつであ
る。また、L 、G 、B 、T という言葉
では表しきれない性的少数者もい
る。例えば X ジェンダー（こころ
の性を男性・女性のいずれかとは
認識していない状態）
、パンセク
シュアル（すべての性別が恋愛や
性愛の対象となる人）
、アセクシュ
アル（無性愛者。同性も異性も好
きにならない人）
、ノンセクシュア
ル（恋愛感情を持っても性的欲求
を抱かない人）
、クエスチョニング
（自分の性別や性的指向が定まって
いない人、また定めようとしない
人）である。
日 本 に お け る LGBT を は じ め
とした性的少数者に該当する人は

7.6% という調査結果がでている
（電通ダイバーシティ・ラボ調べ）
。
世界では、アフリカや中東など同
性愛は死刑や禁固刑に処される国
がある一方、オランダでは 2001 年
に世界で初めて法律で同性婚が認
められるなど、同性愛者の権利は
国や地域によって大きく違う。日
本では 2015 年に渋谷区が同性カッ
プルに渋谷区同性パートナーシッ
プ証明書の交付を開始した。また

2013 年頃から Google での LGBT
関係の検索数が伸び続けている。

L
G
B
T

っ
て
何
？

Mental

ココロの性

日本の学校環境と

在の日本の学校生活において、性別記入、ト

そういった問題

イレ、宿泊行事、男女別授業、制服などで性

に 対 し て、2015

LGBT

的少数者が困難に向き合うことになる。また、
学校で、

年 4 月文部科学

LGBT に関する不快な冗談を見聞きした事がある割

省が教員向けパンフレットを配布、2017 年 4 月高

合は、回答者 609 名中 84％になる。

校の教科書の一部で「LGBT」の単語が登場するなど、

出典：いのちリスペクト。ホワイトキャンペーン アンケート（2013 年）

認識を深めるような取り組みが行われている。

Love

好きになる性
WORKING CONDITIONS & LGBT
参照図：電通ダイバーシティ・ラボ

男性

http://www.dentsu.co.jp/news/release/2015/0423-004032.html ※

女性

全ての性のあり方が男女２つで表される訳ではありませんが、
ここでは便宜上、男性と女性で表記しています。

職

LGBT に関わる出来事
場所

事象

1969

アメリカ

ストーンウォール暴動

1970

アメリカ

アメリカ・ゲイの権利を求める運動が高まり、
20州以上で同性愛を処罰しない
決まりができ始める

1973

アメリカ

アメリカ精神医学会が、
精神障害の項目から同性愛をけずる

1989

デンマーク

世界初のドメスティック・パートナーシップ制度が導入される

1997

日本

府中青年の家事件の判決が確定する

2001

オランダ

世界で初めて同性婚を法律で認める

2003

アメリカ

マサチューセッツ州で同性婚を認める

2004

日本
国連人権理事会

2013

ロシア

2015

アメリカ

2015

日本
（渋谷区）

2015

日本
（世田谷区）

性同一性障害者の性別の取り扱いの特例に関する法律が施行される

女子
（390名）
20〜49人

場において、男女二元論と異性愛主義、ジェ
ンダー（男女の役割）や LGBT に関する職

場でのハラスメントを、LGBT 当事者は非当事者

年

2007

職場環境とLGBT

小学校から高校生までの間に自分がLGBTであることを話した人数
（当時）

より多く経験している傾向にあるが、LGBT に対
する取り組みが社内規則、CSR、人事制度など企

3%

男子
（219名）

50人

3%

10〜19人

20〜49人
0人

31%

10%

パートナーシップ宣言の取り組みを始める

11%

5〜9人

15%

1〜4人

1〜4人

38%

23%

出典：いのちリスペクト。ホワイトキャンペーン アンケート（2013 年）endomameta.con/schoolreport.pdf
●「だれにも言えなかった」と回答したのは生物学的男子 53％、生物学的女子 31％と異なる傾向が見られた。

制服も名簿も男女別になっている

ランドセルの色が赤と黒

中学での体育の授業で、
男子が剣道、

UNCONSCIOUS
GENDER BIAS

女子はダンスという振り分け

「私

参考文献 : 同性愛をめぐる歴史と法―尊厳としてのセクシュアリティ（三成美保、明石書店、2015 年）

カラオケで女性歌手の歌を歌う

たちはどのようにジェ
ンダーにもとづくイ

メージを獲得し、それに沿って

男子は仲間からからかわれていた

生きてきたか？」ということを、
学校教育・家庭を切り口とした

教育は男が受けるものとして、

参考文献：

にとって法の問題は何か。例えば、同性婚が認めら

員対応指針、誰でもトイレなどで LGBT を含む性的

を求める意見書（2003 年 9 月 30 日）

れていない現在の日本において、戸籍（法律）上の

少数者への配慮に取り組んでいる。

http://www.gikai.city.minato.tokyo.jp/0000000979.html

結
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女のきょうだいが

LGBTと法

LGBT & THE LAW

婚、職場、住まいなど、生活の身近な場面に
関わる法律がある。LGBT を含む性的少数者

同性どうしは「結婚」できないが、渋谷区は、男女

法律は私たちの生活に強い影響を与えているが、性

平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例とし

的少数者に対する法制度は、言い出しにくい、条件

て、渋谷区同性パートナーシップ証明書の交付を開

が厳しすぎるなど限界や弊害もあり、整備の過渡期

始した。港区では、性的少数者に関する要望書や職

である。また、
法律だけでは解決できない問題もある。

進学させてもらえなかった

性同一性障害をかかえる人々が、普通にくらせる社会の実現

同性パートナーシップ制度について（2017 年 2 月 21 日）

おかまバーを見たとき、
誰かを傷つけているかも
しれないという自覚が
ないことにモヤモヤした

partnershiplawjapan.org/japan/life

「いつの間にか、
『女だから〜』
『男なら〜』という考えが前提
になっていた」
「 思 い 返 せ ば、

いったことを改めて認識することを通して、知らず知

学園祭で開催されている

ikenshokai19/1337.html
特別配偶者法が存在しないことによる生活上の問題

今までの経験から考えた。

教伝バジ
育えイェ
ン
ア
とら
ダ
ス
環れ
ー
が
境る

あの時のあの言動は差別的だったのではないか」と

http://www.city.minato.tokyo.jp/kouchou/kuse/kocho/
パートナー法ネット :

6%

0人

53%

業理念や人事に関する面に導入され始めている。

連邦最高裁が同性婚を全米で認める
同性パートナーシップ条例
（渋谷区男女平等等及び多様性を尊重する社会を
推進する条例）
が施行される

3%

5〜9人

ジョグジャカルタ原則
（性的指向並びに性自認に関連した国際人権法の
適用上のジョグジャカルタ原則）
が承認される
未成年に対して同性愛に関する宣伝を禁ずる、
同性愛プロパガンダ禁止法が
成立する

10〜19人

4%

50人

女性が文系で
男性が理系
という思い込み

らずのうちに身についたジェンダーに関する固定概念
について、気づきを得るきっかけにしたい。学校や家
庭で伝えられるイメージを通して、知らぬ間に「女性
らしさ」や「男性らしさ」を受け入れてきたというの
は、意識しなければ気づきにくいことだが、実は誰も
が身近に経験していることではないだろうか？
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EVENT REPORT

ハンドアウトをもとに、職場環境
についてのリサーチを発表する
インターンの近藤大起さん
心理学でも登場する「ジョハリー

THEME 1: LGBT

「ダイアローグ・オン・カミングアウト」
Dialogue on Coming Out

の窓」を例に、
〈自分が知ってい
る自分〉と〈他人が知っている
自分〉が一致すると良い関係が
築けると説明する川田さん（右）

EVENT

nl/minato のプログラム第一弾として、オランダ の LGBT 団体 COC Netherlands

の 代 表であるクン・ファンデイク氏を招 聘。 1946 年に設 立された COC は、 既 存 の

LGBT 団体の中では最も長い歴史をもち、オランダではアムステルダムに拠点に各地域
に根付いた活動をしつつ、LGBT の権利を確保する法成立に向けた政府と社会への働き
かけを行っている。国際的な LGBT の権利向上などのため、アフリカ、アジアなどの国

に出向き、
プログラムを実施。国連の特別諮問資格を持ち、
さまざまな舞台で活動している。

日時：

2017年3月11日（土）
17：00〜21：30（16:30開場）

途中入場可
会場：

SHIBAURA HOUSE 5F
参加者数：70名
インターンの今野和香子さん、
横田純一さん、斉藤有吾さん

PROGRAM

COC

（セー・オー・セー）

GUEST SPEAKER

GUEST SPEAKER

Koen van Dijk

Bram Langen

クン・ファンデイク

ブラム・ランゲン

COC Netherlands はオランダの LGBT 国内組

2009 年から COC Netherlands エグ ゼクティ

COC Netherlands 国 際 プ ログ ラム・ マ ネ ー

織であり、LGBT 組織の中で数少ない国連の諮

ブ・ディレクター。1980 年代中頃にアムステル

ジャー。LGBTI+ の組織や活動を 2007 年から

問資格を所有する国際組織でもある。レズビア

ダム大学で文化人類学を学ぶ。演劇集団「Mug

支援している。その活動範囲はオランダだけで

ン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー

met de gouden tand」（1992 〜 1997 年 ）、

なく、南米、カリビア海地域、アフリカに及ぶ。

（LGBT）の権利を 1946 年の発足から主張して

ユトレヒトのフェスティバル「a/d Werf」
（2001

2013 年からは COC Netherlands で組織運営

きている。性的指向と性自認の非犯罪化、オラン

年）にマネージャーとして携わる。2001 年に

のアドバイザーとして活躍し、主にエチオビア、

ダだけでなく世界各地で LGBT が社会に受け入

は、NPO 団体でのマネージャー経験を人権の

ガーナ、マラウィ、ジンバブエの LGBTI+ 運動

れられるよう平等権利や解放運動に努めている。

分野で活かし、東ヨーロッパの自由で独立した

との協働作業を行っている。ファシリテーターと

www.coc.nl

メディア活動を支援するアムステルダム拠点の

して個人と組織レベルでの目的を強化させる理

NGO「Press Now」の内部組織の代表になっ

想的な機会をつくる。ランゲン氏は変化を生み出

た。COC Netherlands には 2007 年に国内プ

すために実験的に新しい方法論を使うことを好

ログラムのマネージャーとして参加。国際プログ

み、
特に学んだレッスンを記録し変化のストーリー

ラムのマネージャーと共同で組織を再編成し、透

を記録する Theory of Change を幅広く活用。

明で効果的な計画と統制を財務部に導入、戦略

17:00 – 17:10
ご挨拶とプログラムの紹介
17:10 – 17:30
《Basic Study》

LGBT 基礎知識と日本の現状
プレゼンテーター :

nl/minato インターン
LGBT に関することばの定義や日本におけ
る法律・制度について、誰にでもわかりや
すく解説。
17:30 – 18:15
《Lecture》
カミングアウトをめぐる「私」と「社会」
プレゼンテーター :
クン・ファンデイク（COC）

を明確化した。

LGBT に関する先進的な制度が整っている
とされるオランダ。しかし実際には移民や
宗教に根ざした難しい課題もあるようです。
自身のカミングアウトという個人的な体験
から、COC の設立に至る動機や経緯を中心
に、長い間、LGBT に関する第一人者とし
て取り組みを続けてきたファンデイク氏に
よる「私」と「社会」をめぐるレクチャー。
18:30 – 19:20
《Dialogue 1》
カミングアウトストーリーから見える社会
ゲスト：池田えり子、川田篤
ある個人がカミングアウトする／される体
験を通して、周囲との関係性がどのように
変化していくのかを体験談を交えた対話。
カミングアウトをきっかけに、本人と家族、

中島 潤

なかじま じゅん

1961 年東京都生まれ。早稲田大学政治経済

1989 年 生まれ。 東 洋 英 和 女 学 院 大 学 卒 業。

1989 年福岡県生まれ。東京外国語大学東アジ

学部卒業。港区在住。都内の大手 IT 企業で管

2015 年 8 月に FTM パートナーと入籍。高校で

ア課程中国語専攻卒業。在学中、社会学ゼミに

理職を務めながら、LGBT 当事者として、多様

英語科の非常勤講師を勤めた後、2017 年 4 月

て国内外のマイノリティを取り巻く課題について

性を受け入れる職場や社会の実現を目指して、

から放課後 NPO アフタースクールに勤務。子ど

学 ぶ。2008 年 の IDAHO（International Day

LGBT の理解および支援を求める活動も社内外

もにとって「自分らしくいられる居場所」づくりを

Against Homophobia and transphobia） ア

で行なっている。2015 年、勤務先において表

模索中。大学でジェンダー・セクシュアリティを

クションへの参加をきっかけとして、性の多様性

彰を受けた機会に広くカミングアウト。現在は、

考えるサークルをきっかけに、NPO 法人ピアフ

をテーマにした発信活動を開始。2010 年より早

早稲田大学卒業生の団体の一つ
「LGBT 稲門会」

レンズスタッフなど自分でできる範囲で LGBT 活

稲田大学公認学生団体（現在 NPO 法人化）
、

の代表も務める。

動を行っている。

ReBit のメンバーとして、関東圏の高校・大学
などで出張授業やイベント企画に関わる。現在、

を構成する大切な要素だと考え、特に子どもた
ちへの発信に関心を持っている。nl/minamo の
一連の活動にアドバイザーとして参加。
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で一筋縄ではいかないという話もあり

参加していることに疎外感を感じること

LGBT を考える 〜レインボーの発信〜

もありましたが、今回のイベントでの居

text by 大角奈央

心地は悪くなかったです。
（斉藤有吾）

ました。場合によって自分の性の話は
個人的なものだからと隠すより、周り
の人に打ち明けた方がより良い生活を

LGBT の基礎知識と日本の現状

送ることができます。例えば仕事をす

イベントは nl/minato に参加するインターンの発表でスタート。あ

るうえでは、隠し立てしていることが

らかじめ 3 つのグループに分かれて各々のテーマで LGBT に関する

ないほうが周りの信頼を得られやすく、ベストパフォーマンスをす

調査を進めてきました。最初のチームは「性のあり方を考える上で

ることができるし、もしカミングアウトしていなかったら、週末の

の基本情報と LGBT の基礎知識」をスライド形式で発表。LGBT が

出来事を同僚に尋ねられた時やパートナーの病院の付き添いで仕事

それぞれ何の頭文字なのか、彼らはどのような個性を持つのかとい

を休む時には話を作らなければならないのです。そのことをファン

う基本をわかりやすく図にして説明します。性的マイノリティとい

デイクさんは「代償を伴う」と表現しました。

シスジェンダー（心と体の性が一致している人）
・ヘテロセクシュア
ル（異性愛者）の子どもたちに比べて LGB の子の自殺率が 5 倍だ

はさまざまな法律で守られているという例を挙げ「ではそれらの法

ということ、トランスジェンダーはもっといじめの対象となり常に

律は LGBT も考慮したものになっているか？」と問いかけます。性

命の危機と隣り合わせだという現状を聞くとその言葉がチョイスさ

的マイノリティについて考慮した行政の取り組みが進むなど、状況

れたのも頷けます。中島さんが「オランダと比べると日本はまだま

について教科書ではどう扱われているか。

の改善はされつつあるも、一方で限界や弊害があると指摘し、法律

だカミングアウトできない環境である」と発言すると、ファンデイ

親や教師たちがこどもに期待する男らしさ

だけでは解決できないと主張しました。続いて学校環境に関して、

クさんはオランダの状況にもまだ解決すべき問題が山積しているこ

いくつかの統計を用いて発表しました。性的マイノリティに関する

とを教えてくれました。

教育がほぼなされていないどころか、周りにカミングアウトしづら

また、実際に COC として学校を変えていこうという働きかけの事

い環境であることを示しました。職場においては、性的指向や性自

例を紹介してくださいました。
「最初はトップダウンで物事を進めて

認に関わる差別を禁止する社内規定の制定や、LGBT 関連の研修セ

いこうとしたが、そもそも学校長が性的マイノリティを嫌悪してい

や女らしさとは何か。
19:30 – 20:15
《Dialogue 2》
「学ぶこと × 伝えること」
ゲスト : クン・ファンデイク＋中島潤
普段、当事者との関わりをもたない多くの

ミナーなどの開催などもあるけれど、そのような取り組みは少なく、

たり、オランダは寛容な国だからこれ以上変えなくてもいいという

こと、と思いがちだが、多様性を受容でき

やはり “ 女（男）だから ”“ 自分の職場に同性愛者がいたら嫌だ ” と

考えから、なかなか難航していたが、発想を変えて子どもたちに働

る社会を求めるのであれば、実は自分たち

いう声はいまだなくならないと述べ、改善の兆しはあるけれど、制

人々は、自らと LGBT テーマは関係のない

も当事者であることに気づくことが重要。
オランダと日本の双方の視点を重ねながら
の対談。

NPO 法人「LGBT の家族と友人をつなぐ会」メ
ンバー。セクシュアリティは誰にとっても「自分」

に受け入れてもらえるとは限らないの

ズアップ。結婚、住まい、仕事など、どんな場面でも私たちの生活

や環境に関するリサーチを発表。男女の性

いけだ えりこ

他の LGBT 関連のイベントに参加した
時には、LGBT に当てはまらない自分が

次のチームは日本の現状について「法」や「学校・会社」をクロー

ジェンダーバイアスがつくられていく過程

池田えり子

とであるし、必ずしも周囲の人に簡単

あえて選んだであろう「代償」という言葉はかなり強烈でしたが、

nl/minato インターン

川田 篤

カミングアウトはとても勇気のいるこ

ものでした。

プレゼンテーター :

かわだ あつし

え、
25% の人が打ち明けられないでいるのです。75% に属する人も、

うトピックが身近ではない私にとっても、導入としてわかりやすい

ジェンダーバイアスが伝えられる教育と環境

MODERATOR

いるように思いますが、オランダという開かれた社会を持つ国でさ

眼差しを向ける。
19:20 – 19:30

GUEST SPEAKER

1

合を表しています。75% と聞くとかなりの人がカミングアウトして

会社での同僚などが、社会に対して新たな

《Basic Study》

GUEST SPEAKER

と参加者とのアイスブレイク

20:30 – 21:00
《Discussion》
参加者によるグループディスカッション
ここまでに話した、さまざまなテーマや視

きかけてパープルフライデーというキャンペーン（LGBT 当事者で

度はまだ整っておらず、いじめやセクハラの問題があるためにカミ

REPORTER

ある子どもたちを主体として、周りの生徒に LGBT そのものの認識

ングアウトしづらい、とまとめました。

大角奈央

を広める運動）としてやらせると、性的マイノリティの声は次第に

続いてのプログラムは、ファンデイクさんと nl/minato_ LGBT の
活動にアドバイサーとして参加して頂いている中島潤さんとの対談

点について、ゲストと参加者が一緒になっ

part1 でした。私の印象に残ったのは 75% という数字。これはゲイ・

て議論。

レズビアンの人が職場など社会に対してカミングアウトしている割

nl/minato インターン
1996 年生まれ。法政大学文学部日

大きくなり、今までいじめる側だった子どもが参加するようになっ

本文学科 3 年。所属するゼミナール

た」とのことです。このように、理解しろという上からの押し付け

では人形浄瑠璃や黄表紙などの近世

ではなく、一緒に学んで意識を変えていこうという取り組みはまさ

文学を研究する。オープンキャンパス
のスタッフやサークル支援機構への
出向など課外活動も積極的に行う。

に nl/minato がやろうとしていることであり、非常に有効な手段で
あると感じました。
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COLUMN

最後のディスカッションには
ランゲンさん（右）も参加。

〈LGBT をめぐる言葉のあれこれ〉

とは異なるジェンダーに性愛を感じるこ

THEME 1: LGBT

2015 年頃から、英語圏では性別のない新

とをヘテロセクシュアル、同じジェンダー

しい人称代名詞として、He や She では

に性愛を感じることをホモセクシュアル、

なく「Ze」や「They」と呼ぶ習慣や「希

両方に対して性愛を感じることをバイセ

望する人称代名詞を聞く」という新たな

クシュアル、いずれにも性愛を感じない

マナーも広まってきているようです。

場合をアセクシュアルと呼んでいます。

また近年では、LGBT（性的マイノリティ）

また、GI はジェンダーアイデンティティ

とそうでない人といった二項対立を避け、

（性自認）の略で、
自分の身体的性差（セッ

すべての人の性のあり方を考える概念と

クス）に対応する社会的性差（ジェンダー）

して、SOGI（エスオージーアイ / ソギ /

に違和感のない状態をシスジェンダーと

ソジ）という概念を使用する動きも出て

いい、違和感があるなど、身体的性とは異

きました。

なるジェンダーで生きている・生きたい

ら、ゲストの 2 人と対話が進

SO はセクシュアルオリエンテーション

と望んでいる状態をトランスジェンダー

んだ。ステージ上、左から中

（性的指向）の略で、自認するジェンダー

中島潤さんを聞き手としなが

島さん、池田さん、川田さん

と呼んでいます。

p.14 参照

社会へのカミングアウト
について話すファンデイク
さん（中央）と中島さん

2

う経験を振り返りながら、教員という立場になり、生徒との関係性

えてディスカッションを行いました。

というお話がありました。私も過度に読み手の感情を刺激しないと

のつくり方を模索されました。

子どもの考えの指標になる教育について学校教育と家庭教育の 2 つ

受けいれられないと考えているメディアの表現方法には疑問をもっ

また、川田さんからは、自身のセクシュアリティへの気づきから、

に分けながら、それぞれの立場、

ています。メディアでバランス良く取り上げられる状況をつくるた

職場でのカミングアウトまでの経緯、そして会社員として現在はど

経験から気づきの場となりまし

のようなことを指針として活動をされているかを語っていただきま

た。前段のインターンの発表に

した。

もありましたが日本では男性と

ご自身がゲイであることに幼少期から気づいていながらも、しばら

女性の２つの性に限定され、そ

くは「自分もいつかは女性と結婚するだろう」と漠然と感じていた

のどちらかに属し選ぶことを無

そうです。しかし時間が経つにつれて、本当の自分を隠している状

意識のうちに求められていま

況を打破すべく、職場でカミングアウトをしました。職場でのカミ

す。学校教育の過程を経て友達

ングアウトが、周りから受け入れられたというだけではなく、自分

どうし、カラオケで選曲する歌

自身を受け入れるきっかけにもなったといいます。

についても男性向けなのか女性

カミングアウトストーリーから見える社会

企業人として活動していく中で、他の社員から見ても「こんなふう

向けの歌なのかを判別し、大学

しょうか。

text by 元行まみ

に仕事ができれば良いな」と思われるようなロールモデルになるの

祭では体育会系の学生がおかま

今日のプログラムの締めくくりとして、登壇者のファンデイクさん

リサーチをしていて、それぞれ細分化された
活動や取り組みがある一方で、横の繋がりが
なかったり、別の障がい特性をもつ人やマイ
ノリティのコミュニティなどとは距離があ
るように感じました。当事者でないことを自
分ごとに考えるのは難しいですが、あまり身
構えずに、いろいろな感じ方や考え方に触れ

めにも、まずは正しい情報提供をすること、そして次に「学ぶ・知
る」から「知りあう場をつくる」というステップが必要だと感じます。
当事者である人と当事者ではない人とが知り合う場として今日のよ
うな nl/minato の場は有意義であり、ファンデイクさんからの「変
えていこうというエネルギーで行動を起こしていくことにより、ゆっ
くりではあるけれども変化をもたらすことができる」
、また「この場
からそれぞれの地域に持ち帰り、発信して次につなげることで日本

られるような機会がもっと身近にあれば良

も絶対に変わることができる」というお話は筆者のみならず、会場

いなと思いました。
（岩中可南子）

にいらっしゃる皆さんがたくさんの勇気をいただいたのではないで

と同時に、特別な人が特別なことをするのではなく、それぞれ自分

バーを開催し無意識に当事者を傷つけることがおきています。家庭教

と、同じく今回ファンデイクさんと共にオランダから招聘されて日

前半では LGBT に関する基礎的な知識やファンデイクさんの COC

がいる場所で何ができるかを考えられるよう、個々人に寄り添う気

育においても進路選択の際に本人の志向性や得意なことよりも、2

本に滞在した COC Netherlands の国際プログラム・マネージャー

での活動や経験を会場と共有しました。後半は、ゲストである池田え

持ちを大切にされているそうです。

つの性に当てはめてステレオタイプに決定することも多いことに気

であるブラム・ランゲンさんと中島さんに池田さん、川田さんが加

り子さんと川田篤さんに、

私たちは普段〈LGBT 当事者〉と〈LGBT 当事者でない人〉という

づきます。

わり、今日のお話で感じたことを会場のみなさんと話し合いの場を

ご自身のカミングアウトに

認識をして話を進めてしまいがちですが、立場や切り口が違うお 2

まつわるストーリーを語っ

人のお話を聞いて、人と人 (「わたし」と「あなた」) とが信頼し合

ていただきました。ゲスト
のお 2 人の明るい語り口に

いろいろ学ぶほど言葉の使い方がわからなく
なって困惑してしまいました。発表の時にはさま
ざまな理解度の人々の共通ポイントや言葉使い

よって、会場全体の雰囲気

をどう探せばいいか、苦労しました。正しい知識

もとても和やかになりまし

と言葉は大事だなと思いました。
（今野和香子）

た。参加者にも、身近な人
の話を聞くようなかたちで
言葉が届いたのではないかと思います。
池田さんからは、自分のセクシュアリティに気づくまでの経緯や、
友人や家族へのカミングアウトまでのプロセスや、その後の関係性
の作り方を語っていただきました。
中でも「カミングアウトというのは 1 度きりではない」という言葉
が印象的でした。相手が「理解する」瞬間というのは、1 度のカミ
ングアウトで訪れるとは限らず、何度も時間をかけて話をすること
が必要な場合もあります。多様性を意識するのに大事なのは、周り
への想像力を働かせること。カミングアウトするのが当事者にとっ
て必ずしも良いことと言えるわけでもありません。LGBT に限った
ことではなく、私たちが日常で抱えているさまざまな問題に対して
も言えることでもあるように感じました。
池田さんご自身も学生の時に悩んだり話せる大人がいなかったとい
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3

元行まみ

SHIBAURA HOUSE スタッフ
nl/minato での企画を考えながらプ
ロジェクトを通して、インターンと共
に学んでいます。さまざまな方が訪
れるコミュニティスペースだからこそ
できる学びのかたちを模索中。

その中で池田さんから「どうしたら日本を変えられるかを考えたと

「学ぶこと×伝えること」

う基盤や関係性をどのように築くかという視点がとても重要である

次のプログラムはファンデイクさんと中島さんの対談 part 2 でした。

き、相手を思いやる気持ちが大切です。そのためには教育が重要な

ように思いました。

日本では、電車の中の広告などで無意識のうちに性はそうあるべき

役割なので、教育指導要領の 10 年に 1 度の改訂に合わせ、性の多

ものと、いつの間にか刷り込まれています。おふたりのお話から、

様性に配慮した指導内容にするためのパブリックコメントへ参加し

日本の今を変えるため、何から始めていけば良いのかたくさんのヒ

てほしい」という呼びかけ、また川田さんからは「日本は変わって

ントをいただきました。

きているからこれからも変えられるのだ」という力強い言葉と共に

ジェンダーバイアスが

REPORTER

もちました。

形成される教育と環境
text by 松井秀子

「レインボーブリッジが見えるこの場所で新たな発信をしていきま
オランダでは、性の多様性に関して学校教育で教えることが制度化

しょう」というイベントを締めくくるメッセージをいただきました。

されており、加えて現場の教師がボトムアップでの対応も行ってい

会場からは、学校における子どもがカミングアウトしやすい環境づ

ること。ボトムアップとは、子どもたち自身が自分の性が男性と女

くりに必要なこと、カミングアウトをされた側のその後に起きうる

性で 100% 区分されていないことに気づき、自分の性について考え
ていくこと、そしてその子どもたちの気付きに応じて、教師が子ど

REPORTER

松井秀子

課題、中島さんからは日本では、
「カミングアウトされた人」が情報
を得たり相談したりできる場所が少なく、そのような場所をつくっ

nl/minato インターン

ていく必要もあるのでは、と提言がありました。話が尽きないまま

これは日本でも受け入れやすい考え方だと思いました。オランダの

出版社勤務からその後、教育サービ

懇親会にすすみ、イベントは終了となりました。

状況は多様な性があることを啓蒙する段階は終わっており、メイン

ス、人材採用事業に関わり、現在

今を変えるために自分がいる場でできること、発信できることのヒ

もたちに必要なものは何であるのかを考え、教えていくことです。

ストリームのメディアがテレビ番組として LGBT について、バラン
ス良く取り上げていることは羨ましい限りです。メディアが LGBT
についてどのような取り扱いを行うかについて、nl/minato でも 10

池田さんと川田さんにお話いただいた後は、ジェンダーバイアスを

月からフォーカスしていきますが、中島さんから日本のメディアの

テーマに、私はいつからどのようなプロセスを経て、男性または女

取り上げ方として「笑いの対象・いわゆる『オネエ系』
」
、
一方では「頑

性として生きてきたのか、3 人のインターンを中心に会場の方を交

張っている LGBT の姿」という極端な取り上げられ方になっている

は外国人材の採用支援・就職支援
の会社で勤めています。マイノリティ

ントをいただいたイベントでした。自分と自分を取り巻く未来を自

の労働市場から見えてくる日本の課

分で創る、出会いを楽しみながら nl/minato に集うみなさんと進め

題が契機となり 3 年前より LGBT の
啓蒙活動を地道にすすめています。

ていきたいと思います。

昭和、平成を振り返り「真に自分を
大切にできる時代」を創るために、
小さな気づきと実行で日々を整えた
いと思う今日この頃です。
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Report:

Dialogue on Coming Out

THEME 1: LGBT

The event began with nl/minato intern
research groups presenting their
findings on their LGBT topics of choice.
This was followed by part one of a
conversation between Koen van Dijk and
nl/minato’s LGBT adviser Jun Nakajima.
We were told that the Netherlands’ gay
and lesbian population has a 75% rate of
sexual disclosure in public spheres such
as the work place. So even in an open
society like the Netherlands, 25% feel
unable to come out. The risk of suicide
for LGB youths is fivefold compared
to their cisgender and heterosexual
counterparts, and transgender youths
are more susceptible to bullying, which
causes them to feel constantly at threat.
To prompt change in schools, COC
Netherlands began their Purple Friday
campaign (in which LGBT youths spread
LGBT awareness among their peers).
In addition to sexual minorities’ voices
becoming gradually louder, youths who
were previously on the bullies’ side
began participating in the campaign.

VOICES OF THE PARTICIPANTS
クンさん、この空気の中、「日本はまだ全然そのレベル

でない」ことを伝えてくれてありがとう。

「 LGBT 」についての説明は非当事者にとってはわか

りやすかもしれないけど、当事者としてはピンとこなかった。
渋谷区の制度は差別を明確にした制度であり、世田谷

などとは質が違うと思うので、「いい対策」としてあげるの
は不適切だと思った。

今後自分がセクマイ活動をするうえのヒントをもらいに

きたので、クンさんや中島さんのお話はとても興味深かっ
たです。

変わっていることが、明日普通になる、という言葉にはっ

とさせられました。

LBGT の A lly （支援者）として当事者の方のサポー

In the second half of the event guest
speakers Eriko Ikeda and Atsushi
Kawada shared their personal coming
out experiences. Their uplifting stories
were like listening to a story told by a
close acquantaince, which made it easy
to relate to.
Ikeda explained that coming out is
not necessarily a one-time event:
the people around you might not
understand in one session and in such
cases it is necessary to invest time and
hold a series of conversations. Kawada
knew from early childhood that he was
gay but vaguely expected that he would
marry a woman someday. Wanting
to stop hiding his true self, he came
out at his work place. Not only was he
accepted by his colleagues, he was also
able to accept himself as a result of the
experience.

Part two of van Dijk and Nakajima’s
conversation yielded many hints
as to where to start to change the
status quo of Japanese society, where
people’s minds are unconciously
infiltrated with rigid notions of gender.
Nakajima pointed out that while the
Netherlands has passed the stage of
raising awareness about sexual and
gender diversity – with the topic
integrated into the school curriculum –
the Japanese media still depicts LGBT
people in extreme ways: either as
funny characters known as onee-kei (or
“effeminate men”), who are the buts
of jokes, or as persevering people who
are objects of pity. Van Dijk gave the
participants a word of encouragement:
“Taking action to make a difference will,
albeit gradually, bring about change.
Sharing the takeaways of this event in
your respective localities and spreading
awareness will take things forward.
Through this, I am confident that Japan
will change.”
The event was concluded with a
discussion comprised of van Dijk
and COC Netherlands' International
Program Manager Bram Langen,
Nakajima, Ikeda and Kawada, as well
as the audience. Ikeda stated, “To
change Japanese society, we need to
have compassion towards the other
person and education is really key to
that. During the legislative redrafting,
I encourage you to submit public
comments calling for school curriculum
guidelines that give more attention to
gender and sexual diversity.” Kawada
conveyed a powerful message: “The
changes Japan has gone through is
proof that we can likewise create
change in the future.” Nakajima pointed
out the need for more places where
people who others have come out to
can gain access to information and
receive advice.

トがしたいと思っている。ストレートの自分は、どのような

Ally になることがベターなのかも知りたいです。

生で手に入れる情報の場が大切という言葉に共感。
「 LGBT 」のことというのではなく、「多様性」というう

えで LGBT のことも考えるという視点が大切だなと思いま

した。

ジェンダーステレオタイプとセクシュアルマイノリティが

深く関係しており、多様なロールモデルを提示し、ジェン

ダーステレオタイプに縛られない在り方を身近に感じても

らうことが大切と思った。それは、身近なところから進むこ
ともあり、教育が役目を果たすと思った。同時にメディア
の役目も大切だと感じた。

福祉業界で従事しています。おむつ交換や入浴介助な

ど同性介助が基本の現場で特にトランスジェンダーの方が
職員だった場合にどうしたら良いのかなと思います。

カミングアウトしようか悩んでいたところですごく参考

になった。

高校生と言う立場で参加させていただきました。多くの

学生がこのようなプログラムに参加できる機会があれば、

より多くの人々が自分を受け入れられる場と出会うことが
できるなと思いました。

THEME 2:

GENDER
nl/minato のプログラム第 2 弾はジェンダー。

ジェンダーにおける社会活動や公共施策に通じているゲストを迎えて、

家庭内や教育・就労の場などのさまざまな人間関係の中での性のあり方について学び、考えました。

オランダのセクシュアルマイノリティ事情をよく知らな

かったが、たくさんの知識が得られた。
「先進国」に思われ

がちだが、わりと問題がたくさんあることは興味深かった。

11

12

nl/minatoインターンがジェンダー問題についての基本的な知見のリサーチを行い、

RESEARCH

ハンドアウトとして配布しました。
その後のディスカッションへの理解度が深まることを目的としています。

THEME 2: GENDER

ABOUT GENDER

リサーチ担当 大角奈央、近藤大起、今野和香子、二井梓緒

ISSUES ABOUT EDUCATION
& WELFARE

WORDS ABOUT GENDER

ジェンダーに関する用語
─社会的・文化的性のあり方
私たちが属している共同体の中で、ふさわしいと考
えられている役割・思考・行動・表象全般。

男性：正社員・正職員

450

（万円）

共

男女同程度

の拡大により、保育施設の整備が

女性が60〜80%

遅れている。
「隠れ待機児童（潜

女性が80%以上

在的な待機児童）
」 と 呼 ば れ る、

女性：正社員・正職員
女性：正社員・正職員以外

350

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

● 入社時点で、
コースにより
男女比の偏りがある
● 総合職は男性が、
一般職は女性が多い

90% 100%

出典：厚生労働省
「平成 24年度雇用均等基本調査」
の概況（抜粋）

され、公表されている待機児童数
の 3 倍にものぼる。また、短期間
に保育所を増やしてきたため、経

● 全ての年代・雇用形態に
おいて男女の収入に差
● 同じ雇用形態においても、
女性は男性の74.8％
● 女性が高学歴を得ても
その差は埋まっていない

250

生まれ持った身体の区分によってジェンダーが形成
されるとしばしば理解されている。一方で、性別は

200

身体によって成立しているというより、社会の規範

150

によって区分される、つまりジェンダーによってセッ
クスが規定されると論じられている場合もある。

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

24

29

34

39

44

49

54

59

64

69

〜

〜

歳

歳

〜
歳

〜

〜

歳

歳

〜
歳

〜
歳

〜
歳

〜
歳

〜
歳

出典：平成28年賃金構造基本統計調査

性別役割分業

験の浅い保育士が増え、保育施設
の質の低下が指摘されている。保

役職別管理職に占める女性割合の推移
出典：厚生労働省
「平成 25年度雇用均等基本調査」

（％）
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雇用者に占める男女別の正規・非正規の割合

産労働）
、女は家（再生産労働）
。重要なポストは男
性が担当し、女性はお茶くみや掃除・事務。
（cf. 総

男：非正規

合職と一般職）

男

10.0%

女

再生産労働

男：正規

商品（サービスも含む）を生産する労働に相対する

女：非正規

い家事労働（料理、掃除、洗濯、子育、介護）を指す。

70.2%

23.6%

45.7%

言葉として生み出され、賃金の発生しないことも多

29.8%

● 非正規雇用のうち
約7割が女性
● 育休制度を使えるのは
正規雇用のみという場合や
非正規雇用で取得可能な
場合でも制度利用の認知が
広がっていないといった
問題もある

非正規
女：正規

高

12

少している。さらに、それまで専

4

ら私的領域（家庭内）において無

2

償労働で介護を担ってきた女性が

市場での稼得活動や公的活動へ進出したことにより、

0
1

2

3

4

5

6

7

民間企業の部長相当

8

9

10

11

12

13

民間企業の課長相当

14

15

16

17

18

19

20

21

民間企業の係長相当

22

23

24

（平成）

性期医療とは異なる介護技術が求められるようになっ
た。これは、家族だけで担えるものではないが、サー

2002年度

2005

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

64

72.3

90.6

85.6

83.7

87.8

83.6

83

86.6

81.5

力を十分に発揮し、喜びや責任を分かち合える社会。

男性

0.3

0.5

1.2

1.7

1.4

2.6

1.9

2

2.3

2.7

出典：厚生労働省
「平成27年度雇用均等基本調査
（確報）
」

WHAT’S SOGI?

二分化できない多様な性の在り方
「自分らしく生きるには？」

ジェンダーアイデンティティ：性自認
自分の性をどのように認識しているか、
こころの性

13

賃金で、
昔から「誰でもできる仕事」として評価が低い。

男女別育休取得率の推移

女性

Gender Identity

保健医療の進歩により、適切な介護を受ければ、長生
きできるようになったことにも起因する。すなわち急

● 女性の役職者割合は、
顕著に低い
「役付きでなくてもない」
● 女性の76.6%は
出産、
家族の健康に職業人生が左右されている可能性がある
● 結婚、

社会のあらゆる分野で、性別にかかわらず個性と能

人の恋愛・性愛がどういった対象に向かうかを示す概念

その労働を外部で行わなければならなくなった。また、

保育士も介護職も専門性の高い職業にも関わらず、低

お互いを尊重し合い、職場、学校、家庭、地域などの

セクシュアルオリエンテーション：性的指向

教
育
・
福
祉
問
題

ビスを購入すれば費用がかさみ、大きな負担となる。

男女共同参画社会

世

一方、少子化によって、介

護する若い世代の人口の割合は減

出典：総務省
「労働力調査」
2012年

Sexual Orientation

齢者の割合が格段に増える

6

20.6%

※雇用者は役員を除く

※参画…方針の立案や決定などの意思決定への参加。

事故などが増加している。

高齢者介護

14

8

家庭における夫婦、職場における男女それぞれの責

育士による虐待や保育所での死亡

16

10

務や役割について明確に区分すること。男は外（生

会進出による保育のニーズ

どに入れない児童は 67,354 人と

300

─生物学的な性のあり方

働き世帯の増加や女性の社

希望しているに関わらず保育所な

男性：正社員・正職員以外

400

セックス (sex)

男性が60〜80%

男性が80%以上

雇用形態別平均年収推移

ジェンダー (gender)

待機児童

コースの種類、
コース別雇用管理制度のある企業における採用状況別企業割合

● 男性の取得率は、
2012 年から継続的に増加している
低下している
● 女性の育休取得率は、

労働的負担が大きいので離職率が高くなったり、虐待
や事件の原因になることもある。

メディアに見る家族のかたち

2

016 年 10 月に放映されたテレビドラマ「逃げる
は恥だが役に立つ」では、高学歴だが派遣切りに

あってしまった女性が男性の家事代行を始める。2 人は
雇用主と従業員として契約結婚をするが、徐々に好意を

の中には「典型的な男・女」しかいない、という前提で社会構造
や制度がつくられるなか、制度が使えない、自分のことを明かす

と不利益を被るなど、
「生きづらさ」を感じる人々もいた。その「生きづ
らさ」の認知と権利獲得のために LGBT（L= レズビアン、G= ゲイ、B=

抱き、本当の結婚を考えるようになる。女性は経済的自

TOPIC

「ユニ・チャーム」
の紙おむつの宣伝の動画

立のために行ってきた家事代行という有償労働が、結
婚を機に一転して無償労働化することに「愛情の搾取
だ」と感じる。最終的に 2 人は家庭の共同経営責任者

バイセクシュアル、T= トランスジェンダー）という言葉が使われていた

1 人で赤ちゃんを世話する「ワンオペ育児」の母親と「その時間が、いつか宝物

として、有償労働と無償労働を互いに分担しながらも、

が、そもそも「性のあり方」は誰にとっても尊重されるべきものという

になる」という言葉が物議を醸した。作り手は子育てするママに寄り添って応

固定的な夫婦の役割に縛られない生き方を模索した。

考えのもと、近年では、SOGI（ソジ、エスオージーアイ）という言葉が

援したいという意図を表現しているつもりにもかかわらず、努力しているのに

「女性は家庭に入るべき（家事労働は無賃が当たり前）
」

「もっと頑張れ」と言われているように感じてしまう、という意見が寄せられた。

という従来の結婚観や固定概念に疑問を投げかけている。

「性の人権」を語る際に使われるようになってきている。

p.11 参照
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EVENT REPORT

THEME 2: GENDER

「私の生き方、社会の在り方」
Personal is Political
nl/minato のプログラム第 2 弾は、「ジェンダー」がテーマ。ジェンダー問題は、個人

日時：2017年7月29日
（土）

会場：

SHIBAURA HOUSE 5F
参加者数：60名
PROGRAM
ジェンダーに関する活動に行き着く前も、どうし
13:30 – 13:40

ことを目指し、社会の中で無意識に形成されるジェンダーについての考え方や、社会構

13:40 – 14:10

造を歴史的な観点から学び、
「再生産労働」
をキーワードとして、
これまで女性が主に担っ
てきた再生産労働を、今後コミュニティや社会全体としてどう担うのかを考える。また

アムステルダム市からサビーネ・ジンブレール氏を招聘し、アムステルダム市のジェン
ダーに関係する問題を解決するための制度・施策について理解を深めた。

を一つ一つ解説していく堅田香緒里さん

途中入場可

のアイデンティティ、仕事場や家庭内での役割、性差別による暴力など多岐に渡る。私

（個）とその集合体であるコミュニティが、性別の枠組みにとらわれずより良く生きる

違和感の背景にある経済や福祉の仕組み

13:30〜17:30（13:00開場）

たらみんなが働きやすい環境を整えられるかと

ご挨拶とプログラムの紹介

ジンブレールさんは、オランダではシングルや同性

いうことをよく考えていたという須川咲子さん

婚の家庭も多くあり、ロールモデルは存在せずさま
ざまな家族の形態があることを共有してくれました。

《Basic Study》
私たちの背後にある、
見えざるジェンダーギャップ
プレゼンテーター：

nl/minato インターン、須川咲子
リサーチから見えてきた問題点や参加者が
日常の中で感じていることの中から、性差
に固定されたものの見方や役割分担が、家
庭内や教育・就労の場などの様々な人間関
係の中で、どのように存在しているのか、今
の日本社会の現状を個人の目線から捉える。
14:10 – 14:40
《Lecture》
文化や歴史における変化を紐解く
プレゼンテーター：堅田香緒里
性差に固定された考え方がどのように形成

治的、経済的、社会的）を及ぼしてきたのか、

によって貧困に陥る女性の分断も起こっています。

text by 元行まみ
「再生産労働」という考え方と、ラディカルな女性運動
私たちが置かれている環境や社会制度の仕組みについて整理した後

私自身、今まで「男らしさ」
「女らしさ」といった表象の問題として
ジェンダーや性のあり方を意識することはあっても、実際の困難や
生きづらさが経済や政治的な問題とどのように結びついているのか
を知る機会が、あまりありませんでした。そのためにモヤモヤとし
た違和感だけが宙に浮いているような気がしていました。

され、また変化してきたのか、そしてそれ
が人々の生活にどのような具体的な影響（政

が施行され、近年ではキャリアを積んでいく豊かな女性と、派遣法

自分と他者に想いを馳せる

私たちの背後にある、見えざるジェンダーギャップ

REPORTER

に、須川さんとともに「再生産労働」に対する考え方を深めていき

元行まみ

SHIBAURA HOUSE スタッフ
nl/minato での企画を考えながらプ

ました。須川さんは芸術・文化事業に携わってきた背景をベースに、
家事労働者の労働運動の支援、再生産労働の価値を根本的に捉え直

ロジェクトを通して、インターンと共

すための仕組み作りを柱に、リサーチを続けています。須川さんは、

に学んでいます。さまざまな方が訪

ジェンダーに関わる問題には必ず政治・経済的な不平等があり、個

れるコミュニティスペースだからこそ
できる学びのかたちを模索中。

人の意識の変革に留まらず、コレクティブにかつ具体的に解決して

最初に、nl/minato インターンによる事前リサーチをハンドアウト

いく必要があるといいます。その解決の糸口として、再生産労働を

をもとに会場の皆さんと共有しました。ジェンダーを考えるにあたっ

切り口として過去の運動の歴史を紹介しました。
「マテリアルフェミ

るのと同時に、多くの人が声を上げ続けて

て頻出する基本的な用語を整理するとともに、自身がかけられた言

ニスト」と呼ばれる人たちは、家事労働を担う女性の目線で共同住

きた結果、時代とともに変化し続けてきた

葉や見聞きしたことのある経験を例に挙げながら、ジェンダーに固

宅やインフラをはじめとする建築や都市を考える実験的なデザイン

定化された役割や表象の問題を挙げていきました。発表を踏まえて、

をしました。コミュニティを基盤とするユニークなデザインは、当

ジェンダーにおける問題が経済的・政治的な条件と繋がっているの

時の女性たちがよりよく生きようとする希望や夢が詰まっているよ

ではないかということに意識を向けながら、参加者にも日頃感じて

うに見えます。また、
「Wages for housework movement」とい

いる違和感や不条理をポストイットに書いてもらいました。

う運動では、家事労働に賃金を主張することによって、資本主義経

過去を紐解き、私たちが「当たり前」だと
内面化してきた考えや役割が、実はつくら
れてきたものであるという事実が見えてく

という事実を明らかにするレクチャー。
14:40 – 15:10
《Lecture》
「再生産労働」という
考え方とラディカルな女性運動
プレゼンテーター：須川咲子

済がどのように家事労働にただ乗

「再生産労働」という言葉を通して、社会を
捉える。なぜ再生産労働の価値は社会的に

ジェンダーにおける日本の社会的背景を紐解く

も、経済的にも低いままなのか？現代社会

私たちの違和感のもととなる性差に固定された考え方がどのように

で誰がどのように担っているのか？再生産
労働をラディカルに捉えなおしてきた運動

形成されてきたのか、ジェンダーにおける日本の社会的背景を探る

を紹介しながら、人間が生き延びるために

べく、堅田さんにお話しいただきました。堅田さんご自身も、自分

不可欠で、重要な労働の意味を考え直すレ
クチャー。

GUEST SPEAKER

GUEST SPEAKER

Sabine Gimbrère

須川咲子

すがわ さきこ

かただ かおり

厚生労働省文化政策部、文部科学省国際文化

Social Kitchen（京都）、Accompany Collective

1979 年、静岡県生まれ。ゆる・ふぇみカフェ運

政策庁を経て、ユネスコ世界遺産委員会のシニ

（ オ ークランド ）
、BIEN Japan の メン バ ー。

営委員、法政大学社会学部教員。女の暮らしと

アマネージャー（2001 〜 2007 年）を務める。

2014 年、オークランド工科大学 ST PAUL St

か貧困、社会保障について考えながら、最近は

2014 年にアムステルダム市の国際課ディレク

Gallery のリサーチフェロー。2015 〜 2016 年

魔女とベーシックインカムの夢と現に思いを馳せ

ターに就任し、アムステルダム市の国際政策の

クイーンズ美術館（ニューヨーク）客員研究員（新

ている。エコフェミ熱再燃中。共編著に
『ベーシッ

策定や世界各地の都市とのパートナーシップの

進芸術家海外研修制度）
。2014 年から、再生

クインカムとジェンダー―生きづらさからの解放

構築に携わる。アート、文化、教育、スポーツ、

産労働、家事労働についてのリサーチを始める。

に向けて』現代書館（2011 年）他。

多様性の分野におけるアムステルダム市の政策

再生産労働を担う家事労働者の運動の側にいて

を担当。

学んだり、再生産労働を運動の中心に置き、戦っ

サビーネ・ジンブレール

GUEST SPEAKER

堅田香緒里

てきたフェミニストの歴史を調べながら、現在に
至る。再生産労働の論理で社会を動かしていく
ために、Center for Reproductive Labor を立
ちあげる。共著に『Co-Revolutionary Praxis:

accompaniment as a strategy for working
together』（2016 年）。

15:20 – 16:20

の仕組みそのものを問い直すもの

ど恵まれていたかを学びました。
（近藤大起）

でしたが、それゆえに主流にはな

の状況や経験を振り返りながら、自分の苦しさが資本主義やフェミ

りえなかったそうです。フェミニ

ニズムに関わる問題に起因しているのではないかと考えるように

ズムにおいても、資本主義経済と

中で特に意識させられたのは、経済成長と社会福祉の関係です。資

さらに須川さんは、先進国の家事労働従事者のほとんどが、発展途

ゲスト：サビーネ・ジンブレール

本主義を「あらゆるものを商品に変える運動」として捉えてみると、

上国出身で、滞在許可を持てずに、低賃金で働かされていると言い

ジェンダーや家庭内での分業に関し、オラ

「賃金を得るために労働力を商品化する」という考え方ができます。

ます。彼らが経済的に豊かな国に出向いて働かざるを得ない境遇の

ンダの人々の考えはどのように変わってき

この労働力商品は単独では存在できず、摩耗する労働力を再び再生

背景には、植民地時代から資本主義経済の今に至るまで、先進国か

産させる必要があります。こうした考えのもと可視化されたのが、

ら発展途上国へ、男性から女性へ、そして先進諸国の女性から発展

衣食住に関する労働、つまり家事労働や育児を指す「再生産労働」

途上国の女性への搾取が繰り返されている構造的な問題があります。

という考え方。堅田さんは、日本型の経済成長が長時間労働を美徳

現在は、先進諸国の女性たちが中心となって議論してきたフェミニ

とする雇用システムと、
「男性が外で働いて、女性が家事／育児（再

ズムではないフェミニズムを学ぶとともに、命や生活、環境を維持

生産）をする」といった性別役割分業に基づいた「標準家族」モデ

する再生産労働から、経済や生産活動を動かす方法がないか模索し

プレゼンテーター：堅田香緒里

ルに支えられてきたことを指摘します。社会保障制度上でも家族は

ていると締めくくりました。不法移民についてのニュースも、遠い

聞き手：須川咲子

含み資産と考えられており、特に家庭内の女性が性別役割に基づい

国で起こっている出来事として認識していた私は、この社会で生き

て、無報酬の再生産労働を一手に担うことによって、扶養家族とし

ている限り自分もそうした構造に加担する一人だということに気づ

て福祉の受給権が発生するという構造があります。この話を聞きな

き、ショックを受けるととももどかしさを感じました。

女性の経済活動が当たり前になったことで、

たかを学ぶ。アムステルダム市の施策と、
ジェンダーを文化的側面から扱う様々なプ
ロジェクトを通し、オランダの状況を見る
レクチャー。
16:30 – 17:00
《Dialogue》
多様性を育むための実験と実践

日本では、女性の労働力の活用が謳われて

る。この現状を打開するために、
「Personal

がら、結婚や出産をきっかけに女性が仕事を辞めて主婦パートにな

is political」という考えに立ち戻りながら、

る状況を思い浮かべました。それぞれに多様な生き方があっていい

どのように声をあげ、行動していけばいい

はずなのに、制度によって特定の生き方や働き方をするように促さ

のか、様々な例を参考にしながら考える。
17:00 – 17:40
《Discussion》
個人・コミュニティとしてできること
イベントの最初に挙げた問題点に立ち返り、
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いです」と思っていたのが誤りで、どれほ

オランダに学ぶ、ジェンダーへの市民の眼差し

き方を否定するような政策が進められてい

士で発表し合いました

た。いずれも女性解放運動が経済

の親和性が、主流となる流れを決定づけてきたことを知りました。

る多くの問題を女性に丸投げし、多様な生

てきた意見を参加者同

「ジェンダーによる差別は自分の周りにはな

なったのが研究を始めたきっかけだったといいます。レクチャーの

《Lecture》

いるが、一方で妊娠、出産、子育てに関わ

ディスカッションで出

りしているのかを明らかにしまし

私たちが個人として、そして社会全体とし
てジェンダーに関する諸問題に対してどの

れているように感じます。また賃労働における問題を切り取ってみ
ても、賃金・雇用状態の格差やハラスメントなど、構造そのものか
らくる不平等が浮き彫りになってきました。制度においても人々の
意識においても、生きづらさや貧困は自己責任だという風潮があり
ますが、経済成長と福祉がトレードオフとなっている社会の構造が、

ように取り組み、担っていくのかをグルー

違和感や苦しさの根元にある気がします。1985 年に男女雇用機会

プでディスカッション。

均等法が施行されたものの、同時に派遣法と年金第三号（扶養制度）

オランダの取り組み、ジェンダーへの眼差し
マリー・スティーブンス・ハウランド
は、アルバート・キムゼイ・オーウェ
ンとジョン・ディアリーとともにキッチ

アムステルダム市で文化プログラムを担当しているジンブレールさ
んには、オランダでの政策や地方公共団体との関係性が、ジェンダー

ンと洗濯室がある共同家事棟を数戸

における課題にどのような影響を与えているのかということをテー

の住宅で共有するプランを設計した。

マにお話しいただきました。彼女自身はジェンダー分野の専門家で

マテリアル・フェミニズムによるコー
ポラティヴ・ハウスの一例。
出典：ドロレス・ヘイデン『家事大
革命――アメリカの住宅、近隣、都
市におけるフェミニスト・デザインの
歴史』1982 年、MIT Press

はないものの、過去 30 年間アムステルダム市で働いてきた経験か
ら学ぶ機会が多くあったといいます。そして現在、オランダでは女
性の社会進出が当たり前になったものの、近年の課題として仕事と
家庭内のワークバランスの乱れや介護の責務への負担差が広がって
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Report:
いることを挙げていました。アムステルダム市の政策は、個人やコ
ミュニティ同士で連携を図るような仕組みが特徴的です。女性が経

THEME 2: GENDER

済的に自立することへ着目した政策では、就業や起業への支援だけ
で は な く、 家
庭以外にも社
会 的・ 経 済 的
なセーフティ

ジェンダーについては、家庭像がなぜ欧米と日本でこれ
ほど違ってしまったのか、
に興味があります。
（横田純一）

ネットをつく
る こ と、 そ し
て企業や NGO、地方公共団体に支援をすることで、地域の課題を
より身近に具体的に解決することを目指しています。地方団体との
相互関係は、見えなかった課題を浮き彫りにしたり、実際に施策に
落とし込む際に重要な役割を担っているそうです。
多様性を育むための実験と実践
日本の近年の女性活躍推進政策は、女性労働力の「活用」を積極的
に進めながら、他方で「女性手帳 *」
「3 年間抱っこし放題 *」に見
られるように、妊娠・出産・子育てに関わる多くの問題を女性が担
い、多様な生き方を否定するような形で進められている、と堅田さ
んは言います。また性別役割分業への取り組みは皆無であり、社会
保障抑制とセットである従来の枠組みが変わっていないことから、
女性活用の政策はあくまでも成長戦略の一つであって、女性の身体
の「植民地化」なのではないかと問いかけました。この現状を打開
するための提案として、堅田さんからのヒントの中で印象に残って
いるのは、
「魔女になろう！」という言葉。
「Wages for housework

movement」を例にあげ、家事労働の賃金を要求すると同時に、生
産労働・再生産労働の両方を拒否する戦略をとっていたことに注目
しました。彼女たちは性労働が家事労働の中心であることを示し、
愛の名の下に家事労働の無償性を受け入れるか・受け入れないか（=
不払い労働を拒否する売春婦、または同性愛の女性）で、女性が分
断されてきたことを明示しました。家事労働の拒否を通して女性の
身体を植民地化しようとする権力から自由になるために、魔女にな
ろう。再生産労働における議論は一見極論に見えますが、今まで
当たり前に根付いてきた思想を可視化し、私たち自身がその本質を
見極めて選び直す可能性を示唆しているように思います。最後に堅
田さんは、全ての人がその生活に必要な所得を無条件で受け取れる
「ベーシックインカム」を紹介し、自分の欲望を見つめ直すことも重
要なのではないかと参加者に問いかけました。
個人・コミュニティとしてできること
これまでの話を踏まえ、イベントの最初に参加者と挙げたポストイッ
トをもとに、社会全体として今の私たちに必要な改革とは何か、グ
ループに分かれて議論をしました。育休や就職、職場環境、独身と
子持ちの女性の分断、チャイルドケアや介護、社会保障の話など、
さまざまなトピックに分かれて議論を行いました。ひとり親が子育
てをしやすい環境を考えるうえで、ベーシックインカムを採用して
ワークライフバランスを考える余裕や選択肢を増やすといった意見
や、子どもに対する保障を充実させるべく税金のかけ方を食費や娯
楽などの種別によって変えるという意見もでていました。複雑に絡
み合う問題を一気に解くような明快な答えはありません。しかし、
我慢したり耐えるのではなく、各々が「こうしたい」と思うアイディ

Personal is Political –
Our Ways, Society’s Ways
The idea behind the title Personal is
Political is to learn more about society
through the prism of common troubles
and personal experiences. To begin
with, interns at nl/minato handed out
research revealing the great impact
that gender has on issues relating to
the working environment and social
welfare, such as employment, human
resources, maternity leave and income.
Participants were given post-it notes
and asked to write down everyday
things that they feel uncomfortable
about or consider unreasonable. In this
way, problems were shared around.
Drawing on her own circumstances and
experiences, guest speaker Kaori Katada
delved into gender’s social context in
Japan, looking at how people come to
form fixed ideas about the sexes; she
described how she has come to believe
that her own hardships stem from
problems with capitalism and feminism.
She pointed out that Japan’s model of
economic growth has been sustained by
an employment system that prizes long
working hours and a standard family
structure founded on a sexist division
of labor: men out at work, women in
charge of the home and childcare.
Within the social security system too,
families are seen as hidden assets. A
notable example is the arrangement
whereby stay-at-home mothers who
singlehandedly perform reproductive
labor without remuneration have the
right to claim dependency benefits.
(Under capitalism, which views labor
as a commodity, housework and
childcare become a visible sphere that
complements “productive labor,” which
is performed outside the household.)
Sakiko Sugawa, the founder of the
organization Center for Reproductive
Labor, said that while gender equality
is often reduced to questions of
representation, it is important to
understand that they are in fact political
and economic issues. She introduced
different feminist movements that
called capitalism into question
including the Wages for Housework
Movement that revealed how capitalism
systematically exploits and devalues
reproductive labor, and the “material
feminists” who experimented with

spatial design and urban planning
from the perspective of reproductive
labor. Sugawa also pointed out that
most domestic workers in developed
countries are low-paid, undocumented
workers from developing countries.
Past and present colonization and
neoliberalism coupled with racism and
sexism have forced people to cross
borders to work as domestic workers.
Issues related to reproductive labor thus
need to be understood both in local and
global contexts especially for building
solidarity across continents.
The Dutch guest speaker Sabine
Gimbrère said that, while the social
advancement of women is now a given
in the Netherlands, recent years have
seen problems like the breakdown
in the balance between office work
and housework, and the growing
discrepancy between men’s and
women’s duties regarding childcare.
Policymakers in Amsterdam liaise
with individuals and members of the
community, with a view to resolving
local issues in a more personal and
concrete way. For instance, to ensure
the economic independence of women,
not only is support given to jobseekers
and entrepreneurs, but a social and
economic safety net is also created
outside the home, and funds are
provided to businesses, NGOs and local
governments.
As for Japan’s policies on female
empowerment, Katada noted that
attempts to deal with the sexist division
of labor are nonexistent. Given the lack
of change to the existing framework,
which entails control through social
security, she questioned whether this
framework is any more than a growth
strategy, a colonization of female
bodies. As a means for women to reject
housework and thus break free from the
powers that colonize their bodies, she
mentioned the idea that “we become
witches” (a “witch” being someone who
upsets the capitalist order), and the
concept of “basic income,” whereby
everybody can receive the income they
need to live.
To conclude, the participants had a
group discussion about which reforms
we now need to implement as a society
in order to recognize all our diverse
lifestyles, drawing on the post-it notes
they had filled in at the start.

THEME 3:

アを言葉にしていく・話し合う環境があれば、お互いが元気に生き

MEDIA

られる社会になるのではないか、とイベントを通して思いました。

VOICES OF THE PARTICIPANTS
*3 年間抱っこし放題：法定育児休業を最
長 1 年半から 3 年まで延長する法案。そ
の間のキャリア保証や生活保証はされてい
ない。

* 女性手帳：妊娠適齢期など主に女性の
体について必要知識や自治体の支援施策
を記した手帳。いずれも女性たちの激しい
抵抗にあい、今のところ頓挫。
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考え方に幅が広がりました。楽に生きる方

企業の人にも知ってほしい問題である。

知らなかった単語が 多かったため、少し

とした話で、「男性」にほとんど焦点があたら

ジェンダーの問題をいろいろな視点からみ

日頃ぼんやりと考えていたことにちゃんと

法を探していいんだあなと思いました。

事前に学習があればより分かったと思う。

られる良い機会だった。これから就職するが、

今回は、ジェンダー観が「女性」を中心

なかったのが残念。

名前がついていたり、活動として実践してい

る人がいることを知り、エンパワメントされた。
正論や正解はなく、多様性を受け入れら

れる社会こそが必要だと思いました。

nl/minato のプログラム第３弾はメディア。

人々にアクションを促し、議論を起こす活動をしているジャーナリスト集団

Bureau Bovenを招聘し、新しいメディアの作り方について学び、考えました。

今あるシステムに自分を当てはめ、
しょうがな

いと思っていることが多いのですが、
もっと自分の
要望を発信して良いとパワーをもらいました。
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nl/minatoインターンが、日本のメディアとデモの2つのテーマにもとづいて、

RESEARCH
THEME 3: MEDIA

ABOUT MEDIA
TYPE OF MEDIA
IN JAPAN

日
本
メ
デ
ィ
ア
の
枠
組
み

日本の新聞社
全国 - 94 社／全国紙 - 5 社 - 朝日新聞、読売新聞、日本経済新聞、毎
日新聞、産経新聞
全 国 紙 の 中 を 展 開 し て い る 新 聞 社 が メ デ ィ ア ラ ボ（ 朝 日 新 聞 ）
、

COMEMO（ 日 本 経 済 新 聞 ）、 毎 日 メ デ ィ ア カ フ ェ（ 毎 日 新 聞 ）、
iRONNA（産経新聞）といった、従来の一方的な情報の提供といった
メディアとしてだけでなく、インタラクティブな議論が生まれるよう
な実験的な試みをしている。

個人や NPO などで運営しているメディア

manma

それぞれリサーチを行い、
発表しました。
日本の現状を共有し、

その後のディスカッションへの理解度が深まることを目的としています。
リサーチ担当 グループ 1 ：大角奈央、今野和香子、斉藤有吾 グループ 2： 川口凛太朗、西山京佑、横田純一

新しいデモの形
NEW FORM OF DEMONSTRATION

日本のデモの
歴史と定義を
振り返りながら考える
日本のデモの歴史的展開

そもそもデモとは？ デモの定義

1920

年

さまざまな形のデモがあるが、共通しているのは、
デモを行うのは人の集団であるということ。

メーデー

ロシア革命の影響で、社会運動家鈴木文治が創設した友愛会によって
第 1 回メーデーが行われ、1 万人もの労働者が「8 時間労働制」
「最低

抑圧

抑圧
女性

賃金法の制定」を訴える→治安維持法、軍政の影響でデモ規制

https://manma.co

「家

貧困層

族留学（子育て中の家庭を 1 日訪問し、実際に子どもと関
わったり、母・父としての働き方・生き方について話を聞き、

さまざまな家族の在り方を知り、自身のライフキャリアプランを向き
合うプログラム）
」の取り組みを中心に、家庭をもつ前の学生や社会人
に、仕事のキャリアだけでなく、結婚や出産も含め、人生プランを設
計する機会を与えている。働く女性のための交流会や学生向けイベン
トを開催。代表取締役社長を含め、現役の大学院・大学生が運営して
おり、全員で７名。2014 年に学生任意団体として設立。2017 年に株
式会社として法人化。従来のように、書籍や情報サイトを利用してさ

1960

年

労働者

要求

地域住民

学生

安保闘争

第 2 次大戦後、労働運動・学生運動が盛んになり、新日米安全保障条
約に対し、史上最大規模（総勢 560 万人、5,000 件のデモ）の反対運
動。→デモを受け、岸信介内閣は総辞職

デモの構図

まざまな家族の在り方や働き方・生き方をメディアとして提示するの
ではなく、実際に家庭に入り、
「家族を体験する」という点が特徴。

Plus-handicap

https://plus-handicap.com

「生

きづらさ」に焦点を当てた WEB マガジン。なんとなく「生
きづらい」人たちのリアルな声を届けることで新しい価値観

を広めることを目指す。コラム／ニュース／ブックレビュー／映画レ

1970

社会問題

解決

年代

拡散
応答

集客

要求

支援・寄付

ベトナム戦争
ベトナムに平和を！連合が中心になり、草の根レベルの反戦運動。
→ 90 年代になると労働運動の減少・若者の政治離れでデモは衰退

組織・権威
（実行者）

起案者

支援者

ビューの４つのコンテンツがある。障害、病気、LGBT、うつ、アトピー、
外国人・ハーフ、ニート・フリーター、介護などのキーワードから記
事を探すことができ、前向きな記事だけではないリアルを届けるライ
ターも幅広い。

ゲンロン
https://genron.co.jp

思

想家の東浩紀が中心となって立ち上げた。東京の五反田にある
ゲンロンカフェの経営のほか、書籍の出版やスクールのプロ

2011

現代の新しいデモの形
年以降

反原発デモ

福島原発事故以降、
反原発デモが行われ、
「さようなら原発 10 万人集会」

クラウドファンディング⇒社会問題を、
「こんなふうに解決したい！」
といったアイデアを持つ起案者が、インターネットのサイトを通じて
世の中に呼びかけ共感した人から広く資金を集める方法も、
デモと考えられるのではないだろうか。

には 17 万人が参加。その他にも、特定秘密保護法案、集団的自衛権
反対デモなど。

社会問題

解決

デュースを行っている。ゲンロンカフェで開催されるほぼ全てのイベ

拡散

ントやスクールの講義の一部を生中継し、過去イベントもニコニコチャ
ンネルで配信。扱っているテーマは政治社会から芸術、サブカルチャー

集客

まで多岐にわたる。有料コンテンツがかなり充実しており、まだまだ
メディアにお金を払うという文化が浅い日本でも、参加者を獲得して
いる、また密度の高い議論を活発に行うコンテンツが充実しているの
が特徴。また、若手育成に向けたプログラムも多数開講しており、学
者や文化に関わる人どうしのネットワークのハブにもなっている。
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支援・寄付
組織・権威
（実行者）

クラウド

支援者
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EVENT REPORT

THEME 3: MEDIA

「ジャーナリズムが語るもの、
引き出すもの」
Platforms for Citizen Participation

日本のメディアについての紹介をす
るインターンチーム１の大角奈央さん

nl/minato の プ ロ グ ラ ム 第 3 弾 と し て、 オ ラ ン ダ の ジ ャ ー ナ リ ス ト 集 団 Bureau
Boven のメンバーと彼らが関わる *IRON CURTAIN PROJECT のディレクターを招
聘。 Bureau Boven は、メンバー各々が個人のプロジェクトを抱えながらも、プロジェ

あなたは何に怒っている？
text by 横田純一

クトによって協働するスタイルで活動している。時にはテレビやラジオに積極的に出演

し、大手の出版社と組んでプロジェクトを行うなど、従来のいわゆる「ジャーナリス

Bureau Boven のトークセッションの前に、nl/minato インターン

ト」とは異なる活発な活動の仕方が特徴である。また、社会運動にまつわるストーリー

が 2 つのグループに別れ、日本のメディアとデモについて調査発表

を取材の主軸としながら、読者に対してもアクションを促すことで、人々の中で議論を

をしました。

起こし、普段個々の中に埋もれている感情や主張を引き出すようなアプローチを積極的

グループ 1 は日本で活躍する特徴的なメディアを発表しました。
「家

に行っている。情報の提示のみに留まらないメディアの展開を実践している。

族留学」を提供する「manma」やハンディキャップを広義で捉え
る「プラスハンディキャップ」などのメディアを紹介しました。メ

*IRON CURTAIN PROJECT（鉄のカーテンプロジェクト）…オンラインストーリー（www.ironcurtainproject.eu）と、展示、ワークショップ、フィルム / オー
ディオナイト、などのオフラインイベントを開催する、3 年前にスタートしたマルチメディアプロジェクト。ベルリンの壁が崩れ落ちてから、鉄のカーテンの向こう
側にいた人々は現在どのような状況にあるのか。過去のストーリーを発掘しながら言葉を紡ぎ、インターネットを介して世界中の人と共有。

EVENT
日時：

Bureau Boven

ビューロー・ボーヴェン

GUEST SPEAKER

GUEST SPEAKER

Catrien Spijkerman

Emmie Kollau

2017年11月25日（土）
13：30〜16：00（13:00開場）

ディアやジャーナリズムにおいて、情報を提示するだけではなく（空
間やインターネット上で）議論する場を提供するメディアがでてき
たということ、紹介した各メディアは手法は様々ですが、独自性を

口凛太朗さんと 横田純一さん

途中入場可

グループ２は「新しいデモのかたち」という題で、既成概念に囚わ
会問題を変えたい」と思う起案者が支援者を集め、改革実行者（政

エミー・コラウ

会場：

れない「デモ」の可能性について発表しました。デモとは「この社

SHIBAURA HOUSE 5F
参加者数：50名

府など）に訴え、実行者が社会問題を解決する、という構図で捉え

それぞ れがフリーランス・ジャーナリストとし

1984 年、オランダ、ティルブルグ生まれ。様々

1977 年、オランダ、ティルブルグ生まれ。大手

な国際新聞社やラジオ番組で働くジャーナリス

放送局で、ラジオやビデオドキュメンタリーをつ

Akkermans 、 Emmie Kollau 、 Catrien

ト。Iron Curtain Project のストーリーの執筆と

くるプロデューサー。Iron Curtain Project の編

Spijkerman 、 Mira Zeehandelaar 、 Roos

イベント運営を担当。

集チーフ。

表するインターンチーム 2 の川

とが分かりました。

カトライン・スパイケマン

て 新 聞 や 雑 誌、 放 送 局 で 活 躍 す る Adinda

新しいデモのかたちについて発

高めていて自らの立ち位置やコンテンツをつくり上げてきているこ

プロジェクトの起源について話す

Bureau Boven のメンバー

られると図を用いてわかりやすく説明していました。そのように概
念的にデモを捉えると、デモとはいわゆる集団で行進して改革を訴

Menkhorst の５人によるチーム。大手メディアで
はできないような、直接的に人々と繋がり、議論

PROGRAM

を生み出すプロジェクトを展開し、新しいジャー
ナリズムのあり方を実践している。

13:30 – 13:40
ご挨拶とプログラムの紹介
13:40 – 14:10
《Basic Study》
日本のメディアの形態と社会運動
プレゼンテーター :

nl/minato インターン

えるものだけでないことがわかりました。
「体験する」ジャーナリズム
「これから紹介することはジャーナリズムとは思えないかもしれな
い」という出だしで、Bureau Boven のプレゼンテーションが始ま
りました。
まず、彼女たちは Bureau Boven

大手メディアから NPO や個人レベルでの

の起源について語りました。そ

発信まで、日本のメディアの形態について

れは、オランダでは伝統的な新

解 説。 そ の 中 で も、 単 な る 情 報 発 信 の み
に留まらないインディペンデントな取り
組みを行うメディアを紹介。また Bureau

Boven が東ヨーロッパの社会運動をテーマ
として扱っていることから、日本における

聞メディアがオンラインメディ
アに負けてしまい、ニュースが
深堀りされずに社会に届いてし

デモの定義や社会運動の変遷を紹介。イン

まうことを危惧したからだと言

ターネットや SNS が普及した現代における

いました。筆者は日本も同じよ

デモについて解析。
14:10 – 14:40
《Lecture》
カミングアウトをめぐる「私」と「社会」
プレゼンテーター：Bureau Boven
（カトライン・スパイケマン、アディンダ・
アッケマンス、エミー・コラウ）

メディアのフレンドシップ・プログラム「しるすク
ラス」に参加して、記録に残すこと、その数を増や
すこと、巻き込むメンバーを増やすこと、また発信
方法を多様化させることによる影響力は多大で、今
の時代それが容易にできることに気付きました。
「記
さないなんてもったいない」というフレーズが未だ
に頭に残っています。個人ウェブサイトを開設する
きっかけにもなりました。
（近藤大起）

円形になり、質疑応答を行う

うな状態だと感じました。つま
り、日本でも人々の情報源は新
聞などの伝統的メディアではなく、オンラインメディアになってい
ます。オンラインメディアは大量の記事を読者に提供するため、そ
のぶん記事の質は落ちてしまっていると思います。

オンラインメディアの普及により、深く掘
り下げたニュースが社会に届かなくなって
しまうことを危惧し結成されたジャーナリ
スト集団 Bureau Boven。それぞれがフリー

1989 年のベルリンの壁の崩壊、それは当時のヨーロッパの人々の

で活動するジャーナリストでありながら、

記憶に鮮明に残りました。当時 9 歳だったコラウさんも例外ではな

協働することによって従来のジャーナリズ

MODERATOR

GUEST SPEAKER

GUEST SPEAKER

宮本裕人

Adinda Akkermans

Tijl Akkermans

みやもと ゆうと

アディンダ・アッケマンス

タイル・アッケマンス

1990 年生まれ。フリーランスのストーリーテラー。

1983 年、オランダ、ハーグ生まれ。さまざまな

1981 年、オランダ、アムステルダム生まれ。

早稲田大学政治学研究科ジャーナリズムコース

国際新聞社やラジオ番組で働くジャーナリスト。

デザイナー、アートディレクター。Iron Curtain

修了。元『WIRED』日本版エディター。

Iron Curtain Project のストーリーの執筆とイベ

Project のクリエイティブ・ディレクター。

ント運営を担当。今年、
オランダの初の女性ジャー
ナリスト Bibeb についての本を出版。

ムとは異なる実験的なプロジェクトを数多
く展開。ベルリンの壁の崩壊が原点である

Iron Curtain Project では、新聞やテレビに
触れない世代にも歴史や人々の声を届け、

く、彼女は幼いながらに歴史が変わる瞬間を目撃したという意識を
持ち、ジャーナリストを志すきっかけになったそうです。
その 25 年後にバスツアーを行い、プロジェクトが始まりました。

対話や議論を生むようなフィジカルな反応

そのプロジェクトではアムステルダムからヘルムシュテットマリー

を得たという彼らの考える声の伝え方とメ

エンボルンにある元検問所までのバス移動の間、お互いに個人の記

ディアの役割を知るレクチャー。
15:20 – 16:00
《Discussion》
モデレーター：宮本裕人
ここまでに話したテーマについて、参加者
やゲストが感想や疑問を共有し、議論。
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そ し て、
「Iron Curtain Project」 に つ い て の 話 が 始 ま り ま し た。

憶を共有し、過去と現在を繋ぐことを目指したそうです。
そして難民問題や政治家の汚職などが発生している現在は、さまざ
まな世代の求めていることを知りたいと思い「Iʼm So Angry ポッ
プアップミュージアム 」を開催しています。デザイナーのタイル・
アッケマンスさんを交え、エストニア、ハンガリー、ルーマニアな

REPORTER

横田純一

後半のディスカッションで、まず近くにいる少
人数でトークを聞いた感想などを話し合った。

nl/minato インターン
1995 年生まれ。早稲田大学政治経
済学部政治学科 3 年。埼玉県川口
市生まれ。テレビや報道の研究がし
たいという思いで 1 年間の浪人生活
の末、早稲田大学政治経済学部に
入学。大学ではメディア系ゼミナー
ルのゼミ長を務め、正しいジャーナ
リズムのあり方を研究中。
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Report:

個々人が幸せである社会というのは、細分化し

THEME 3: MEDIA

すぎて実現が難しいと思っていましたが、メ
ディアのフレンドシップ・プログラムのイベン
ト中に soar 代表理事の工藤瑞穂さんが紹介し
た「最新の高機能義手が３D プリンターによっ

どヨーロッパ各地で
ブースを作りまし
た。日本滞在中にも

て３万円でつくれる」という話を聞いて、テ
クノロジーの進歩によってコストが削減され、
多様なニーズに個別に対応することが可能な
のかもしれない !! と、わくわくしてきました。

ポップアップミュー

これはセクシャリティやジェンダーの問題に

ジアムを開催し、50

も適応可能な話だと思います。
（斉藤有吾）

人近くのストーリー
を集めました。
筆者の印象に残ったことは、Bureau Boven が人々の内にある感情
を引き出すためにさまざまな工夫をしていることです。例えばチェ
コでのプロジェクトで、彼女たちはあらかじめリサーチをし、人々
が突然「個人談を話して」と言われても大丈夫なようにしていると
のことでした。また後半のトークセッションでは、
「あなたは何に怒っ
ている？」と聞いて「怒っていることは何もない」と言われたら「あ
なたは何を変えたいと思う？」というように質問を変えることで言
葉を引き出していると話しました。
「通常、ジャーナリストは反響を聞くことができないが、このプロジェ
クトを通して直接的に体験できている」その言葉が、実際に人々と
コミュニケーションを通じて内部の感情を引き出す Bureau Boven
の姿を端的に表していました。
後半は椅子を円形に並べ、モデレーターの宮本さんと参加者を交え
てディスカッションを行いました。参加者のさまざまな質問に対し、

Bureau Boven が対話形式で応答しました。もし日本で活動を行う
としたら、どのような言葉を使うべきかという問いに対し、日本で I

am angry という言葉を使うと攻撃的に思われるので、I do care な
どの言葉が妥当だと話しました。また、Bureau Boven の意思決定
は 5 人でどのようにしているかという問いに対し、じっくり議論を重
ねてプロジェクトのテーマを決めていると答えていました。当初の
予定時間には収まりきらないくらい大いに議論は盛り上がりました。

Bureau Boven のイベントを通して、筆者は個人の声の重要性という
ものを感じました。つまり、権力に対する声の上げ方はデモのように
集団で行うだけではなく、個人それぞれの内部にある感情を引き出す
ことでもでき、その声はとても大きなものになると感じました。テ

Platforms for Citizen
Participation
To begin with, nl/minato interns
presented research on the media and
the history of protests in Japan. Then,
having noted that “the cases we are
going to describe may not seem like
journalism,” Emmie Kollau, Adinda
Akkermans and Catrien Spijkerman
began their presentation.
Fearing that society would stop being
exposed to well-researched news as
online media displaced traditional
newspapers in the Netherlands, the trio
joined forces to do something about it.
One of their initiatives, the Iron Curtain
Project, started with Kollau’s memories
of the day the Berlin Wall fell in 1989. A
young girl at the time, she understood
the gravity of what had happened
from the news; the experience of
witnessing a change in the course of
European history made her want to
become a journalist. That desire was
realized 25 years later with the creation
of the Bureau Boven bus tours, which
juxtaposed past and present. As the
bus drove from Amsterdam to a former
checkpoint on the German border,
the trio and participants shared their
personal memories. In 2015, Hungary
erected razor wire fences to stop the
influx of refugees. Wondering how this
could happen in that country – the first
to have lifted the Iron Curtain in 1989 –
the trio worked with local university
professors and journalists to collect
stories and assemble them into a film.
They explained that visuals make the
stories more tangible than print could.
Through this work, they realized that
many people seek a physical experience,
over the internet with its information
overload.
I’m So Angry (I Made a Sign) Pop-up
Museum, a so-called protest museum,
started out with the aim of discovering

what people thought about things like
political corruption and the refugee
crisis. It was symbolically important that
the museum be mobile; designer Tijl
Akkermans was brought on to oversee
the design. It became a forum for active
communication where strangers could
get into discussions with each other.
For instance, the trio mentioned that
they were glad to see the party-goers
of a music festival take the opportunity
to have a serious debate about the
European Union. Another upside to the
museum, they said, was that it allowed
people to get involved without actually
protesting.

POP-UP MUSEUM

I’m So Angry
(I Made a Sign)
革命と抗議について

B

ureau Boven がオーガナイズする Iron Curtain Project は、
オ ン ラ イ ン ス ト ー リ ー（www.ironcurtainproject.eu） と、

展示、ワークショップ、フィルムやオーディオナイトなどのオフラ
インイベントを開催する、3 年前にスタートしたマルチメディアプ
ロジェクト。ベルリンの壁が崩れ落ちてから、鉄のカーテンの向こ
う側にいた人々は現在どのような状況にあるのか。過去のストーリー
を発掘しながら言葉を紡ぎ、世界中の人と共有しています。Bureau

Boven のメンバーの招聘に合わせ、このポップアップミュージアム
を SHIBAURA HOUSE につくりました。
現在のヨーロッパを形作る抗議運動に参加した人々の個人的な物語
とシンボルを展示し、展示の最後に、訪れた人に「あなたが怒って

In the second half, everyone arranged
their chairs into a circle for a group
discussion moderated by Yuto
Miyamoto.

いることはなんですか？」
と尋ね、
展示への参加を促しました。東ヨー

Asked about how people had responded
to their work, the trio gave the
following example: “In the I’m So Angry
project, which was born from a sense of
blockage, we found that the people we
spoke to were surprisingly positive. We
began to feel more positive about the
future ourselves, realizing that the sense
of blockage came from the media.”

いたいのか」という問いを浮かび上がらせます。その後、ビデオブー

ロッパを覆った体制の変換に伴って人々が何を思っていたのかを明
らかにする展示内容は、訪れた人の心に「自分が社会の中でどんな
役割を演じているのか」
「私たちは今日、何に対して・何のために戦
スで、世界へ向けて個人の抗議のサインを掲げてもらいました。

In response to a question about the
media’s economic self-sufficiency,
they pointed out that subscriptions and
paid membership systems create an
inequality of access to information. “Of
course we’re doing our best,” they said,
“but we’d like for there to be public
subsidies for journalism. It’s necessary
to report even on topics that people
have no interest in.”
As the questions continued, someone
suggested that they could collaborate
with a view to bringing Japan’s unheard
voices into the national conversation. In
closing, the trio said, “We’re happy that
so many people in Japan are interested
in our work, and this has given us new
ideas.”

レビで見るデモの映像よりも、サインボードにそれぞれの怒りを書い
たヨーロッパの人々の写真を見る方がずっと強いメッセージ性を感
じました。

VOICES OF THE PARTICIPANTS
情報過多な今だからフィジカルな体験を求めている、という点に共感

した。

自分にとって社会的な怒りとは何か、それをどのように表現しているだ

ろうか、と見つめ直す良いきっかけになりました。

放送局がどこまでのことをやっていけばいいか考えさせられた。
オランダという国についてよく知らないので、興味がわいた。
大学生の発表がとても「非政治的」であろうとしている（ように見える）

ことが興味深かった。

今までメディアやジャーナリズムといったものとは無縁でした。今回、

何か新しいことを吸収しようと思い、参加しましたが大変興味深い内容でし

た。東ヨーロッパの社会について知るきっかけとなり嬉しかったです。

人の集まる場所に出てゆき、参加を促し、言葉を引き出し、自分の考

えに気づかせる。それを表すことで人々の思いが互いに影響し合う。その
プロセスや取り組みに新しいジャーナリズムのあり方を感じました。
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EVENT
会期：

11月27日（月）〜11月29日（水）
11:00-17:00

クロージングパーティー：

11月29日（水）19:00-22:00
会場：

SHIBAURA HOUSE
1F フリースペース
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イベントがなければ知ることができ
横田 ではなぜ欧米が変わった時

REVIEW

RE VIEW

期に日本の家庭像が変わらなかっ

インターンとアドバイザー、運営に関わったスタッフで、

いろいろな活動を通して、自身が学んだことや、来場者に見えた学びの成果、

3つのテーマを横断することなどについて、振り返る座談会を行なった。

なかった、日常では不可視化されて
いる“現実”を知ることができました。

たのでしょうか。

清水 それぞれのイベントの前にリサーチをしたことについてはど

中島 それは是非研究してほしい

う思いましたか？

テーマですね。ジェンダーのトピックはメディアのトピックと親和

大角 他の人と話し合って理解を深められてよかったと思います。

性があったので、その２つのイベントの間で事後交流会などがある

斉藤

と良かったかもしれないですね。具体的に政治にどう持ち込むか、

をやった後に集まって、次へ繋ぐ機会もあった方が良かったかなと

考える機会になったかもしれません。

思います。

るくらい話すことがあるし、イベント後に、感じたモヤモヤを共有

ダーがいると、インターン同士で

する機会として、事後交流会はいいかもしれないです。
それからメディアについてですが、若い世代がテレビも新聞

という取り組みがありましたよね。

コンノ ワカコ

サイトウ ユウゴ

ヨコタ ジュンイチ

インターン

インターン

インターン

インターン

オオスミ ナオ

横田純一

中島 潤

ナカジマ ジュン

元行まみ

モトユキ マミ

清水美帆

アドバイザー

プロジェクト・
マネージャー

コーディネーター

シミズ ミホ

nl/minato の活動を通して学んだこと
編集

いろいろな活動をしてきましたが、自身が学んだことや、来

まな価値観に触れることで、自身の
視野がかなり広がりました。

ドを持った人が参加して、今まで
知らなかった話題が新鮮だったと

場者に見えた学びの成果、３つのテーマを横断することなどについ

言っていた人もいました。

てお話しいただければと思います。

中島

今野

テーマを横断することでいうと、メディアのリサーチで「家

イベント後の参加者がどう

考えたり行動しているかを知ることができたらいいですね。

庭留学（1 日、子どもを育てる家庭を訪問）
」に行った時に、
「家庭」

編集

が男女のカップルだけに限定されていたことを不快に思ったのは、

が家庭を守るというのが一般的だったのですが、ウーマンリブ活動

LGBT のリサーチやイベントで学んだことがあったからだと思います。

などによって変わっていった歴史があります。

横田

頷いている人や、メモを取っていたり、写真を撮ったりして

かもしれないですね。個人の興味
に基づくリサーチを発表したとし
ことが伝えることとして、別の体

えると社会に出てから便利ですが、学生は思った以上にエクセルに

験になっているのでは、と思うのですが、どうですか？

馴染みがないです。

大角

横田

確かに「エクセルを使えるようにしてください」と言われる
今の学生はエクセルの機能を持つアプリで代用できる世代な

フィードバックとして、小中高、カナダで過ごした方から、

カナダでは市民が法律を作って提案する制度があるということを聞
けたり、逆に日本の状況を伝えたりできました。
清水 違うバックグラウンドの人と会って考えることができたとい

のではないでしょうか。彼らに

うことですね。一方的なコミュニケーションじゃないのがいいです。

とって馴染みやすいメディアで働

元行 これまでイベントのトピックと触れる機会がなかった人たち

きかける必要があります。
全く異なるバックグラウン

ついて考えるようになりました。

に開催する勉強会などの案も出た

ても、会場の大勢の前で発表する

までは覚えないというのはあると思います。

元行

を告 白することの持ち得る意 味に

お互いの理解が深まって、自主的

世代によってのメディア論ですね。今はパソコンすらも馴染

中島

いろいろな人にお会いして、
さまざ

自分のセクシャリティやジェンダー

みがなくなってきているのかな、と思います。例えばエクセルを使

清水

斉藤有吾

インターンをまとめるリー

中島

も見ない現状をふまえて、選挙の情報をインターネット上で伝える

今野和香子

イベントに向けてミーティングをするだけでなく、イベント

清水 確かに LGBT のトピックだけでも３回くらいイベントができ

中島

大角奈央

リサーチと情報共有について

ただ大学生活を過ごすだけでは得
られない、新しい考え方に気づき、
大切にしていきたいと思いました。

にとっては、インターンの発表があったから、後のレクチャーなど
の理解の助けになったのではと思います。
清水 専門的な人であっても改めて基礎情報を見直すことは大事な
のではないでしょうか。このプログラムは専門性が異なるさまざま
な方が参加します。例えば、メディアのイベントのときに話題に上
がったデ・コレスポンデンドのように、知らない人がいることをふ
まえて補足説明を入れる配慮が必要になってくるかと思います。

ジェンダーについていうと、欧米も以前は男性が働き、女性
* デ・コレスポンデント：広告収入に頼らず、定期購読料によって運営される
オランダ発のオンラインジャーナリズムプラットフォーム。書き手を基軸と
し、ジャーナリストと読者の新たな関係性を提示することで、現在世界の注
目を集めているオランダ発の新興メディア。https://thecorrespondent.com/

いる人を見て学びが共感されていると感じました。
斉藤

隣の人とディスカッションすることで、シェアできる話題が

見つかったり、若い世代の人と話して、当時の自分を思い出すこと
もできました。
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The following comments are from a discussion by interns,
advisers and management staff that reviewed the
activities of nl/minato.

背景や興味関心が異なる人達が一
緒だったからこそ、気づいたり学べた
REVIEW

りしたことがありました。楽しかった！

オランダの事例について

す。例えばジェンダー問題の視点
で選挙を考えるとか。

清水 オランダが事例の対象でしたが、どう思いましたか。

大角 「政治」
「選挙」といったテー

斉藤 オランダは日本と状態が違うだけで良い・悪いということじゃ

マにはあまり興味がないのでイベントに行かないかもしれないと思

ないと思っています。
中島

から見ればいいのかも考えたいで

いましたが、自分に寄せて考えると、大学のサークル活動の中にも

オランダの専門家ではない市民とも関わることができると、

もっと学べることがあるようにも思いました。オランダについて勉

リーダーをどう選ぶかといった政治や、大学内にも政治的な構造が

強する会ではなく、オランダという比較対象を通して日本の現状を

あると思います。

見るということに、幅広い学びの

横田

可能性を感じました。
元行 確かにすべてのイベントで
日本について省みるということを
意識しました。メディアのイベン
トでは展示も開催したので、トー
クに来た人が改めて展示に来てく

オランダの専門家から話を聞いて、
市民が日常的にどのように各テー
マについて考えているかということ
にも興味を持ち始めました。

インターン同士は初対面の人が多かったので、例えば LGBT

であることをカミングアウトした人がいてもやはり踏み込むのはた
めらわれました。定期的に親睦を深めたらもっと話しやすかったか
もと思います。
大角

私も人間としてパーソナルに知り合えたら深いディスカッ

ションができたかもと思います。知らないことを一緒に学んで行き
ましょう、という呼びかけは参加しやすかったです。

れて、じっくり話ができたのも良

今野

かったです。オランダに留学したいという学生も来ていました。

たことを共有するのも楽しいので、目的を持たずに話す会みたいな

中島 個人的には、宗教上などの理由で LGBT を受け入れられない

のがあればいいかなと思います。

人たちと共存するという視点は日本のことだけ考えていると気が付

清水

かなかったことなので、大きな学びでした。

るのだろう、という発見をできたらいいですね。

イベント自体も楽しかったですが、こうやって座談会で思っ

そういった機会を通して、自分って何だろう、何に興味があ
中島

以降のnl/minatoに期待すること
清水

選挙や教育、宗教とか良いのではないでしょうか。専門家

に任せればいいと思われがちなテーマこそ、nl/minato のプラット
フォームで社会を共有している仲間として質問できる場を作るのは

インターンのプログラムデ

ザインとして、お互いを知るワー

オランダとの対比で国際的な視点も入
りましたが、日本のことを見つめ直す機
会になりました。知らないことばかり。

意義があるのではと思います。

クショップ（例えば、理由はわか
らなくても、もやっとした状況を
共有する。
）をするとかも良いか
もしれませんね。
今野

専門家を招いた勉強会を開

私にとっては３つのテーマが重なるところが多いように思え

催し、基礎知識を知ったうえで、

て、差が感じられませんでした。例えば、テーマに対してどの視点

リサーチに向けた疑問を持つきっかけにするのも良いように思います。

今野

中島 いろんな立場の人から個々人の経験として話を聞くのもいい
ですね。

Findings from nl/minato
I realized how strong an impression the LGBT research
and event had left on me when I felt uncomfortable
about the household visits (a one-day visit to a family
household) – conducted as part of the media research
– being limited to only heterosexual couples. (Wakako
Konno)
Through the discussions, I discovered common interests
with others, and by talking to the younger generations I
was able to recall what I was like at their age. (Yugo Saito)
I saw people nodding, jotting things down or taking
photos during the events, and sensed that the participants
were really connecting with the information being shared.
Regarding the issue of gender, I was interested in why
Japan’s family models hadn’t shifted with the changes
that happened in the West. (Junichi Yokota)
The media event also included an exhibition. The people
who attended the talk came to the show afterwards, and
it was nice to be able to have proper discussions with
them. (Mami Motoyuki)
On Research and Sharing Information
It was great to be able to achieve a better understanding
of certain topics through the discussions we had in the
research process. (Nao Osumi)

It’s not so much about the Netherlands being better or
worse than Japan. My view is that they’re simply different
from one another. (YS)
I imagine there is more to learn by meeting ordinary
Dutch people. Either way, it was interesting to have
a point of comparison. The event was not just about
learning about the Netherlands but also looking at the
current situation in Japan, from which we stand to learn
a lot. Personally speaking, the issue of coexistence
between LGBT people and those who reject them for
religious and other reasons was a huge discovery –
I’d overlooked this point because I was viewing things
exclusively through the context of Japan. (JN)
Future Expectations of nl/minato
The three themes that we dealt with overlapped in
many ways, and it was hard to make a distinction. It’s
necessary to consider from what standpoint we ought
to look at these topics: for example, thinking about
elections through the lens of gender. I enjoyed the
events, but I also enjoyed sharing opinions in the form
of a discussion like we are doing now; it would be nice to
have opportunities to freely converse without specific
goals. Organizing study groups with guest specialists
would have enabled us to go into the research with basic
knowledge of the topics under our belt, and also with
ideas of the questions we wanted to explore. (WK)

In addition to meeting in the run-up to events, we should
have also got together afterward so that people’s input
could have been put to use the next time around. (YS)

If events were held about politics or elections, I imagined
myself not going to them since they’re not subjects I’m
particularly interested in. But reassessing these topics on a
personal level made me realize that political structures are
inherent even in organizations like universities, or matters
such as choosing the leader of a university club. (NO)

The interns would have been able to get to know each
other better if there was a leader that brought them
together as a group. This could have led further to
independent activities like intern-led study groups. (Jun
Nakajima)

Many of the interns had only just met each other, so we
felt hesitant to ask about personal matters like coming out
as LGBT. If we had created opportunities to meet more
regularly and gotten to know each other better, it might
have been easier to talk about these things. (JY/NO)

During the feedback to the research presentations,
a participant who went to school in Canada from
elementary school through high school mentioned
the Canadian legislative system that allows citizens to
propose new laws. In turn, we were able to share cases
from Japan. (NO)

It would be good to have an ice-breaking workshop as
part of the internship program (for example, through
sharing specific unsatisfying experiences that we can’t
quite contextualize on our own). It would also be nice to
hear people with different perspectives describe their
personal experiences. (JN)

The research presentations by the interns prepared the
participants, learning for the first time about the event
topics, for the lectures and other activities that came
after. (MM)

I think the topic ideas [for the next iteration of the
event], such as elections, education and religion, is good.
People tend to think of these things as subjects that
should be left to the specialists. This makes it all the more
significant that nl/minato creates a platform in which
participants can pose questions on these topics to fellow
members of society. I hope that nl/minato serves as an
opportunity for participants to think about and discover
who they are, what they’re drawn to. (MS)

I think it’s important even for specialists to go back and
reassess the basics of a topic. This program is comprised
of various participants with differing specializations. So
it becomes necessary to take into consideration that the
people who are not familiar with a certain subject are in
need of explanations. (Miho Shimizu)
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SHIBAURA HOUSE が 2012 年度から実施しているフレ
ンドシップ・プログラムは、社会的・文化的に意義のある
活動を行う団体や個人と提携し、無償でイベント開催場所
の提供と広報の協力を行うものです。毎年テーマに沿った
プログラム企画を公募で募集し、NPO や NGO、さまざま
なフィールドで活躍する団体や個人と、トークイベントや
コンサート、展示、ワークショップなど多彩なプログラム
を実施してきました。今年度は nl/minato と提携し、港エ
リアに拠点を置く団体や個人がゆるやかにつながりながら、
港エリアを中心に実施できるプログラムを募集し、テーマ

thinking by hands

親子で参加する、
『自分らしさ』
を考えるワークショップ
2017年7月8日（土）
主催者：伊藤史子 www.fumikoito.com
会場：SHIBAURA HOUSE 3F
さまざまな素材を使って自分らしさを表現するデザインワーク。
「Thinking by Hand」をキーワードに、手を動かし対話を
通して、普段意識しないジェンダーの問題や、自分らしさに
ついて考えるきっかけをつくる。

しるすクラス 集中講座2017
「してん」
2017年10月8日（日）
主催者：SHIRUSUCOOP
https://www.shirusu.org
会場：レア

小さな活動にとって課題となっている「伝える」こと、
「記録
する」こと、
「残す」こと。その意義や大切なポイント、具体
的な考え方について学ぶスクールプログラムのキックオフ・
イベント。

である「LGBT」
「ジェンダー」
「メディア」のいずれかを
扱う 8 団体と、さまざまな切り口から学ぶ場を設けました。

「KITCHEN」
2017年5月28日（日）

主催者：やる気あり美 http://yaruki-arimi.com
会場：SHIBAURA HOUSE 1F
どんなセクシャリティに対してもフレンドリーでありたい人なら
誰でも参加できる、料理＆交流の場。
「おいしいご飯をつくる」
という目的を共有しながら、自然と多様なセクシャリティに触
れる機会をつくる。

対話カフェ
「わたしらしく」
生きること〜
ジェンダー・セクシュアリティを
めぐって
2017年8月20日（日）／9月16日（土）
主催者：NPO法人 多様性と境界に関する対話と
表現の研究所 http://www.diver-sion.org
会場：ご近所ラボ新橋

教育や労働の現場でジェンダーやセクシャリティの問題に取
り組んでいるゲストの話を聞き、そこから導かれたテーマに
基づいて対話を行う。

「性的マイノリティとトイレ
フォーラム 〜安心・快適の
トイレ環境を目指して〜」
2017年7月9日（日）
主催者：NPO法人 虹色ダイバーシティ
http://nijiirodiversity.jp

会場：港区立男女平等参画センター リーブラホール
LGBT（特にトランスジェンダー）のトイレ問題の実態と課
題を可視化し、安心・快適に利用できるトイレ環境について、
立場を超えた意見交換を行う。

「積極的な育休活用のススメ
〜オランダの事例と共に〜」
2017年8月30日（水）
主催者：NPO法人 サービスグラント
http://servicegrant.or.jp
会場：STANDARD 会議室
虎ノ門HILLS FRONT店 小ホール
「子どもが世界一番幸せな国」といわれるオランダの女性の
仕事と育児や、復職ウォーミングアッププログラム「ママボノ」
の取組みについて情報を得ながら、ママになっての生き方、
働き方について見つめ直すセミナー。

「メディアとテクノロジーは
社会の
『ウェルビーイング』
の
向上にどう貢献するか」
2017年10月16日（月）
主催者：NPO法人 soar
http://soar-world.com

会場：SHIBAURA HOUSE 1F
社会には課題が溢れ、世のメディアは課題を指摘する。だが、
メディアが果たすべき役割は、課題だけではなく、その解決
への手がかりを合わせて提供すること。社会課題の解決に向
けて、メディアに可能なことを考えるトークセッション。

「Living Together / STAND
ALONE」パフォーマンス&
トークイベント
2017年11月5日（日）
主催者：instantLOVE

（マダム ボンジュール・ジャンジ）
会場：SHIBAURA HOUSE 5F
「HIV」を切り口に、１人立つコト、共に在るコト を問う。

HIV 陽性者による手記の朗読やダンス、リップシンク、音楽、
映像などのパフォーマンスと、HIV の基本的な知識やセクシャ
リティについてのトークショーを行う。

© Rody Shimazaki
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ABOUT SHIBAURA HOUSE
ABOUT SHIBAURA HOUSE

2

011 年、 広 告 製 版 社（ 現 在： 株 式 会 社
SHIBAURA HOUSE） は 社 屋 の 建 て 替

SHIBAURA HOUSE

EDITORIAL

え を機 に、 オフ ィスとしてだけではなく、地
域の人々も一緒に利用できる家のような空

実施期間：2017 年 3 月− 12 月

コンセプト・プランナー：伊東勝

アート・ディレクション：武田昌也

間、SHIBAURA HOUSE を つ く り ま し た。 芝

会場：SHIBAURA HOUSE ／オランダ王国大使

プロジェクト・マネージャー：岩中可南子、

編集：柴田直美

浦にある、ひとつの家というコンセプトです。

館／港区男女共同参画センター リーブラ／ご近

元行まみ、パトリック・ウェア

イラストレーション：HAGGY K

SHIBAURA HOUSE は、近くに暮らす子どもや

所ラボ新橋／ STANDARD 会議室／株式会社レア

コーディネーター：清水美帆

会場撮影：鈴木竜一朗、廣田達也、和久井幸一

その親をはじめ、会社員、そして海外からのゲ

活動記録：www.facebook.com/nlminato/

アドバイザー：中島潤、須川咲子、宮本裕人

英訳：Art Translators Collective（相磯展子、ア

インターン：安倍歩美、大角奈央、川口凛太朗、

レックス・デュドク・ドゥ・ヴィット )

ストも集まるコミュニティスペースとして運営
しています。料理や英会話のクラスから、海外

主催：SHIBAURA HOUSE

木村文香、木山祐輔、今野和香子、近藤大起、

のゲストを招いたレクチャーまで、年間に 100

後援：オランダ王国大使館

斉藤有吾、白濱輝季、丁子幸、西山京佑、藤岡誠、
二井梓緒、松井秀子、宮田綾乃、横田純一

回をこえる文化的プログラムを実施しています。

（50 音順）

さらに 1F は誰でも無料で出入りができる公園の
ような場として開放。ランチタイムには会社員や
近所の人々で賑わう光景をみることができます。

SHIBAURA HOUSE は 日 々 の 運 営 テ ー マ を、
ローカル（友人のような関係をつくるコミュニ
ティ）とグローバル（海外とのクリエイティブ
カルチャーのハブ）といった、ふたつの領域で
設定しています。オフィス街と新しいマンショ
ンが混在する芝浦で、企業で働く会社員と、生
活の場とする住民がお互いに気軽に知り合える
ような機会として大小さまざまなイベントを開
催し、地域との関わりをつくる一方で、海外の

Project period: March – December 2017
Venue: SHIBAURA HOUSE / Embassy of
the Kingdom of the Netherlands / Gender
Equality Center “Libra” / Gokinjo Innovation
Lab Shimbashi / STANDARD conference
room / Laere
Facebook page:
www.facebook.com/nlminato/
Organized by SHIBAURA HOUSE
Supported by Embassy of the Kingdom of
the Netherlands

グループや文化施設、大使館と連携しながら、
海外の人々を招聘。ワークショップやレジデン

Concept planner: Masaru Ito
Project managers: Kanako Iwanaka,
Mami Motoyuki, Patrick Wheare
Coordinator: Miho Shimizu
Advisers: Jun Nakajima, Sakiko Sugawa,
Yuto Miyamoto
Interns: Ayumi Abe, Miyuki Choji,
Makoto Fujioka, Shio Futai,
Rintaro Kawaguchi, Fumika Kimura,
Yusuke Kiyama, Wakako Konno,
Hiroki Kondo, Hideko Matsui, Ayano Miyata,
Kyosuke Nishiyama, Nao Osumi, Yugo Saito,
Teruki Shirahama, Junichi Yokota

Art Direction: Masaya Takeda
Editor: Naomi Shibata
Illustration: HAGGY K
Photography: Ryuichiro Suzuki,
Tatsuya Hirota, Koichi Wakui
Translation: Art Translators Collective
(Nobuko Aiso, Alex Dudok de Wit)

スといったプログラムを用意し、彼らの活動を
広く伝えています。
また世界で活躍する建築家・妹島和世氏が手が
けた SHIBAURA HOUSE の外観はきわめて強
いメッセージを放っています。全部で 7 つある
階層は透き通るようなガラス張り。内部の活動
が外から見えるようにデザインされています。
誰でも無料で利用できる 1F はガラス一枚で仕切
られ、街に溶け込むような「リビング」
。ここは

ACKNOWLEDGEMENTS
開催にあたり、多大なるご協力を賜りました

下記の皆様に心より御礼申し上げます。
（敬称略）
We would like to express our sincere gratitude to
all of the following people for their generous contributions in
making this program possible.

テーブルとイスが設置された公園のような場所。

2F と 3F は大きなテラスによって立体的に繋が
る「ラウンジ」で、落ち着いて勉強や仕事がで
きるスペースです。4F はデザインや印刷物を手
がけるスタッフが揃う「ワークスペース」
。最上
階はさまざまなイベントが開かれる「バードルー
ム」
。各階は大胆なスキップフロアで連続的につ
ながっており、空間全体の一体感が表現されて
います。
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