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略歴

¬ 日本で生まれ育った後、米国のUCLAで文化人類学博士号取得

¬ Harvard University等でポストドック
¬ Social Science Research Council-日本学術振興会外国人研究員として、東京大学で研
究（米国の本務校からは研究休暇取得）

¬ 日米の大学でダイバシティ促進に取り組んできた結果、2015年より文部科学省
スーパーグローバル大学事業の一環として英語で学べる学士プログラム「グロー
バル・ディスカバリー」の立ち上げに岡山大学で関わり、 2017年開講以来、文化
人類学関連科目担当。各学年60名、30カ国にゆかりがある学生や教職員が国内外
から集っている。
¬ 教職員のジェンダーバランス
¬ 学生はもとより教職員の民族的多様性がプログラムの魅力

¬ 学生のロールモデルとなる「外国人等」教職員
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ジェンダーギャップ例：給与格差

¬ 国別ジェンダーギャップは、日本は121位。前回（149か国中110位）より
更に低下。2019年12月時点153か国。米国(53位)、中国(106位)、韓国(108
位)。

¬ 女性の給料は未だに男性の７割程度。

¬ コロナ禍で女性は解雇、失業、収入減などの影響は男性の1.4倍以上

¬ 大学にも男女給与格差。例えば日本の
¬ 大学講師の年収は全ての年齢層で男性の方が多い。
¬ 四十代後半では男性の平均年収854万円。女性は150万円以上も低く700万円程
度。

¬ 男女給与格差が「当たり前」になってしまって疑問すら持たなくなってい
ないか（無意識・無自覚の差別：「差別しているつもりはない」）。

https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/timeseries/html/g0406.html
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201204/k10012745251000.html

https://careergarden.jp/daigakukyoujyu/salary/#令和元年_大学講師の年収（年齢別・男女別）
https://www.gender.go.jp/public/kyodosankaku/2019/202003/202003_07.html

https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/timeseries/html/g0406.html


エスニックギャップ（民族格差）と
バックラッシュ
¬ ジェンダーギャップ経験者と同じような体験

¬ 日本のエスニックマイノリティには、例えば
¬ 先住民族（アイヌなど）や被差別部落、沖縄出身者とその子孫

¬ 旧植民地（台湾、朝鮮など）の出身者とその子孫

¬ その他の東アジア系、東南アジア系、南アジア系などのニューカマーやその子孫

¬ エスニックマイノリティ女性の場合、ジェンダーギャップ＋エスニックギャップ
→複合差別に晒される危険が高い。
¬ 日本において「在日朝鮮人女性の完全失業率は女性全体の平均値より 4.1 ポイント高
く、非正規雇用率は 7.8 ポイント高い」

¬ 「在日朝鮮人男性と比較しても」、完全失業率は「3.5 ポイント」、非正規雇用率
「35.1 ポイント」高い

https://imadr.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/02/NGO-joint-report-to-CEDAW-Japanese.pdf
http://ajwrc.org/jp/modules/myalbum/photo.php?lid=48

https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-20530093/

http://ajwrc.org/jp/modules/myalbum/photo.php?lid=48


複合差別例：米国の大学で働くマイノ
リティ女性研究者たち
¬ スタンフォード大学出版から単著を出版した たけやまあきこ博士は、自らが受
けたカンザス大学でのテニュア審査の複合差別をラトガーズ大学出版のFight the 
Tower: Asian American Women Scholars’ Resistance and Renewal in the Academy（『塔と
戦う〜アメリカの学術界におけるアジア系女性研究者の抵抗と再生』）の
“Chapter 7: Opening the Box: An International Asian Woman Scholar’s Fight”（「第7章
箱を開けて〜海外からアメリカに来たアジア系女性学者の戦い」）に著している。

¬ テニュア審査でのダブルスタンダード（性別と民族により評価基準が異なること
に無自覚で複合差別を再生産。例、

¬ 女性差別：東京医大入試での女性差別入試事件

¬ 民族差別：岡山理科大学獣医学部での韓国人面接試験0点事件
¬ 複合差別を感じているマイノリティ学生や女性研究者たちは多い

https://www.rutgersuniversitypress.org/fight-the-tower/9781978806368
https://www.fighttower.com

https://bunshun.jp/articles/-/36577

https://www.fighttower.com/


複合差別例：日本の大学で働くマイノ
リティ女性研究者たち
¬ マイノリティとして「会議やゼミや学会などで、女であるだけで発言をス
ルー」されたり「中断されることがある」。同じことを「日本人男性が
言っ」た場合は聞いてもらえ評価までされる」 (アプロ 2018: 40) 。

¬ 「慰安婦」が「話題になると『正義の暴力』や『神々のお達し』と言っ
て」、「冷笑される」(アプロ 2018: 40)。

¬ 女性として軽んじられる上に民族的な差別が加わり「社会科学的な発言も
『極端な人』」(アプロ 2018: 40~41)で片付けられてしまう。

¬ 「朝鮮人女性と」表明するだけで「ファイティング・ポーズ」を取ってい
ると思われる (アプロ 2018: 40)。
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在日コリアン女性たちの在日コリアン
コミュニティーの性差別に関する声
「封建的」「男尊女卑」「男性優位」「男性中心」(アプロ 2018: 39, 40, 42, 44, 46, 47, 48,49, 50)と
いった具合に、在日コリアンコミュニティー内の根強い女性差別を指摘。例えば、在日コリア
ンの民族系の学校の教員は「ジェンダー教育、性教育」も「LGBTに対する理解も不足」し「教
育者たちの意識」も低い(アプロ 2018: 46) と問題提起。学校だけでなく「女性蔑視、軽視」を
「父、夫、姑」など家庭環境で幼い時から「刷り込まれ」ており、「自分も」そうした刷り込
みから自由でないのではと危惧 (アプロ 2018: 43, cf. 45) 。学校や家庭以外にも在日コリアンの「民
族団体では常に女性差別を感じる」(アプロ 2018: 40)「民族団体の上位役職に女性を見たことが
ない」(アプロ 2018: 54)といった具合に、「民族差別を許せないと言っている人が女性差別」(ア
プロ 2018: 49)をしているという残念な状況。しかし「女性差別を許せないと言っている人が民族
差別」をしていたり、民族とジェンダーの複合差別は許せないと言っている人がLGBTQ、障が
い者、貧困者などへの差別をしていたりということもある。差別の不条理を体験している当事
者が、他の差別には鈍感にならないように自身への振り返りと家庭や教育を通して改善する実
践が必要（アメリカの大学の取り組み書籍）。

「当事者である在日女性たちの認識の低さ」(アプロ 2018: 43)を問題提起する在日コリアン女性
もおり、「母親が息子を育てる時に差別を継承させ」「女が女を苦しめる悪循環」(アプロ 2018: 
48)というような、被差別者が差別を再生産しない自覚と取り組みが大切。
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在日コリアン女性たちの日本社会の性
差別に関する声
「さまざまな場面で男性優位」「〜長」は男性 (アプロ 2018: 48)といった具
合に、在日コリアンの職場や組織だけでなく、日本の社会でも「若くて経

験も浅い男性」が「出世」し「意思決定」。女性が「意見すると、うるさ
いと」(アプロ 2018: 41) 言われてしまうことも。つまり「世界全体の女性に
少なからず何らかの不利」 (アプロ 2018: 47) があると感じている。結果的に
「女性であるというだけで明らかに生きづらい。」更に「商品化され消費
され」ることが「当たり前という内面化」 (アプロ 2018: 46)。「女性」は
「下、弱い等」という価値観を取り込んでしまい「満員電車や夜道」で
「怖くなるときが」 (アプロ 2018: 46)あるというように、日常生活で頻繁に
起こる問題も挙げられている。
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在日コリアンに対する日本における民
族差別に関する声
国際化、「グローバル化」と言いながら何世代にもわたり日本に住んできた民族を「差別」

(アプロ 2018: 50)する矛盾が、グローバル化の取り組みの稚拙さにも表れている。例えば外国人
という理由で「入居拒否」 (アプロ 2018: 50)する。コリアンの「民族学校」や「民族学級」排除
(アプロ 2018: 50)や「日本名」の「強要」(アプロ 2018: 45)、「ヘイトスピーチ」は、植民地時代
の民族教育の抑圧、創氏改名、蔑視を彷彿とさせ、ターゲットにされた人たちを傷付けている
(アプロ 2018: 51)だけでない。他者に対して歪んだ像しか結べないことに慣れてしまった人たち
は、その他の現状把握も歪んでしまう危険性と隣り合わせだ。コリアン名で「学校に通う子ど
ものことも心配」(アプロ 2018: 55)で、祖先が「朝鮮半島」からという「出自」を「オープンに
して生きることは難しい」(アプロ 2018: 54)日本では、「在日」コリアンであることを「隠しな
がら、または隠さねばならず、生きている」(アプロ 2018: 39)人々がいかに多いか。そうした排
外主義は民間レベルだけでなく、日本で生まれ育ち「税金」を払っているのに「選挙権」を
「付与」しない(アプロ 2018: 52)政府の態度とも繋がっている。こうした政府を支持している
人々は「潜在的な差別意識」(アプロ 2018: 54)と無関係と言えるだろうか。自国の帝国主義の
「歴史を習わなかった日本人の狭い考え」(アプロ 2018: 55)や、在日コリアンについて「日本人
は、私たちの想像以上に何も知らない」(アプロ 2018: 51)と指摘する声も聞かれた。植民地主義
を精算しきれていないどころかその歴史すら知らない場合もある。

次に、以上のような性と民族による差別が織り重なった複合差別について見てみよう。
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在日コリアン女性たちの民族と性差に
よる複合差別に関する声
「在日男性が感じている不利？生きづらさ？の上に、女性としての不利？生きづら
さ？が追加」(アプロ 2018: 39)した、まさに複合的不利益を「民族、女性と二重の
差別」として経験しているが、「言っても通じない」(アプロ 2018: 41)。具体的な
不利益の例としては、給料を安く設定され (アプロ 2018: 43)「日本人女性と比べ
て」も更に「経済的に困窮」(アプロ 2018: 44)。「理不尽な差別に苦しむこと」に
「生まれながらに継続的にならされ」「最初から自身の可能性ややる気」を削がれ
ている (アプロ 2018: 39)→差別観の「内面化」→無気力化→社会の損失。

家庭でも「在日コリアン女性が日本人男性と結婚した場合」多くが「子どもの教
育」「国籍」など日本人「男性側の選択を優先」(アプロ 2018: 39)することになる。

最近、話題になったマイノリティ女性が登場するコマーシャル：

https://www.youtube.com/watch?v=G02u6sN_sRc (The Future Isn't Waiting, Nike)
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複合差別をしない実践

¬ 国内外の複合差別をしないための実践や研修、研究から学ぶ。

¬ マイノリティ女性に活躍の場を。

¬ 多様な才能や視点が活かせるような環境を。

¬ マイノリティを雇用したら仕舞いではなく、その後のフォローが大切。

¬ 以下はオンラインで購入可能（https://dareiki.base.shop/）
¬ 『内なる壁を突き破る～在日コリアン女性のハラスメント事例集～』800円
¬ 『2015 だれもがいきいきと生きられる社会のために : 性差別撤廃部会連続講座の記録

&「在日同胞のジェンダー意識に関するアンケート」結果報告書』800円

¬ ドキュメンタリー映画「在日朝鮮人『慰安婦』宋神道のたたかい－オレの心は負けて
ない」(12/16/20まではYoutubeで無料公開)

https://www.hurights.or.jp/japan/multiple-discrimination-and-women/
https://www.nwec.jp/event/college/20170922eventinfo.html

https://imadr.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/02/NGO-joint-report-to-CEDAW-Japanese.pdf

https://dareiki.base.shop/
https://www.hurights.or.jp/japan/multiple-discrimination-and-women/
https://www.nwec.jp/event/college/20170922eventinfo.html


私の実践

ディスカッションベースでの授業提供例（予定も含む）

¬ Feminist Ethnic Studies

¬ Korean Diaspora

¬ War and Colonialism

¬ Sex Work and Emotional Labor

¬ Ethnicity, Sexuality, and Class

大学の多様性の推進と維持と問題解決に取り組む

複合差別が罷り通っている社会に問題提起し改善する上では、摩擦を恐れ
ない訳にはいかない
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皆さんの実践は？：提言例

¬ 差別があることを否定しない
¬ 面倒臭がらない
¬ 避けない
¬ 怖がらない
¬ 疎まない
¬ 誤魔化さない
¬ 場当たり的なその場しのぎの対応をしない
¬ 嫉妬しない
¬ 足を引っ張らない
¬ （存在、情報など）隠さない
¬ マイノリティ女性の知見を活用
¬ 話し合う
¬ 一緒に何かする

「在日コリアン女性の生きにくさとマイクロアグレッション」
https://www.jinken.ne.jp/flat_special/2019/12/post_38.html



職場や学校での複合差別への感度は？

外国人研究者や女性の雇用は増えているにも関わらず、ダイバシティ（多様性）の捉
え方が極端に狭い。民族的多様性の視点が欠如（←単一民族神話）した結果、

¬ 女性を増やすこと

¬ 英語ができること

無自覚な性と民族による複合差別は自称リベラル派の中にも多い。

¬ 男女や民族による賃金格差に疑問を持たない→各大学で実態調査が必要
¬ アジア・アフリカ系の人々と欧米系の人々で対応が異なっていないか振り返りが必要

¬ 日本で生まれ育っても公立学校では主任などの管理職になれない

自己の差別感を自覚できるような研修が必須

¬ アメリカでは職員向けの差別をしないように研修を頻繁に開催し日当を払って参加を促す。

¬ 皆さんの家庭や職場や家庭での現状は？

経営陣や執行部にも研修が必要

１９９６年にサントリー学芸賞受賞し、現在慶應大学教授の小熊英二（おぐまえいじ）

『単一民族神話の起源――＜日本人＞の自画像の系譜』



不平等は職場の損失

¬ 職場や学校、家庭への不信

¬ 問題提起することで疎まれたり人間関係が悪化しないか

¬ 被差別者が我慢したとしても状況は改善されないどころか不満や不信は消えず、やる気
の喪失

↓
¬ コミュニケーション不全

¬ 士気の低下

¬ 職場環境の悪化

↓
¬ いつまで経ってもダイバシティへの感度が上がらないという悪循環

¬ 平等を説く大学での不平等や差別に気づいた学生に信頼してもらえる大人になるには？
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結びに変えて

¬ 国別ジェンダーギャップは、2019年12月、 153か国、日本は121位で、前回（149か国中110
位）より更に低下という惨憺たる状況に対して各自が小さなことでも日々の生活の中か
ら改善することが大切。

¬ 組合は給与を含む待遇格差の実態を調べ改善を

¬ 性と民族の複合差別に直面するマイノリティ女性を排除し活用しないのは、社会の損失

¬ 複合差別について学ぶ

¬ 集まりやグループにマイノリティ女性を含む

¬ ジェンダーのみならず、他民族に対する無自覚なバイアスを克服

¬ （無意識に）自らを含む性別や民族さえ差別していないか振り返る

¬ それぞれの職場やコミュニティや家庭で小さなことからでも実践を

¬ 民族と歴史的経緯に関する無知、無関心→小説や映画などからでも学ぶ手始めに。
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お勧めの参考文献
¬ 『女たちの21世紀 [特集]「マイノリティ」・女性・わたし（No. 11 1997. 6）』（¥1,000）

¬ 元（もと）百合子氏による「マイノリティ女性に関する政策と制度の比較研究-複合差別の視点から」

¬ 『【報告書】第2回在日コリアン女性実態調査〜生きにくさについてのアンケート〜 2016年1~5月実施』アプロ・未来を創造する在日コ
リアン女性ネットワーク2018  ¥800 (apeuro.inthefuture@gmail.com)

¬ 『「あまりにも見事にくり返す」：災害とマイノリティ女性と複合差別（仮題）』（“Unbelievably Clearly Repeating”: Disaster, Minority 
Women, and Intersectionality）鄭幸子 2020年度岡山大学全学教育・学生支援機構教育研究紀要（2021年春頃には岡山大学ホームページで一
般に無料公開される予定）

¬ Presumed Incompetent: The Intersections of  Race and Class for Women in Academia (2002)

¬ Race, Class, and Gender in the United States (seventh edition) by Paul S. Rothenberg

¬ Instructor’s Resource Manual to accompany Race, Class, and Gender in the United States (seventh edition) by Kelly S. Mayhew

¬ 芥川賞、岸田賞、全米図書賞など数々の賞を受賞している柳美里の小説や戯曲、エッセーやブログ

¬ 李正子の短歌やエッセー

¬ 宗秋月の全集や詩集

¬ 鷺沢萠の小説

¬ 小説や映画『82年生まれ キムジヨン』

¬ 皆さんからのおススメやご感想も教えてください。hchung@okayama-u.ac.jp

Sample Footer Text


