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#YWCAleaders #WeekWithoutViolence2021 

25年前から毎年10月の第3週に開催されている世界的なキャンペーンで、女性、若い女性、少女やその他の周辺
化されたジェンダーの人たちに対するジェンダーに基づく暴力をなくすために、意識を高め、変化を促し、前向

きな行動を可能にすることを目的としています。 
WorldYWCA 

ジェンダーに基づく暴力（GBV）に対する世代を超えたアクション
未来を共につくる
非暴力週間2021

10月18～24日
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2021年度のテーマ

ジェンダーに基づく暴力(GBV)に対する世代を超えた1アクション︓

未来を共につくる 
若い女性のリーダーシップを中心とした、包括的で世代を超えたアプローチは、大胆で進歩的な女性の人権
運動を維持するために不可欠です。私たちの運動の未来は、若い女性リーダーの育成にかかっていますが、
すべての世代のリーダーの関与、ノウハウ、参加にもかかっています。世界YWCAは、このことを念頭に置

き、COVID-19の流行があらゆる年齢層の女性、若い女性、少女の生活における課題を増大し続けていると
いう現在の状況を考慮して、世代を超えたすべてのリーダーに「非暴力週間」への参加を呼びかけます。私

たちは共に、意識を高め、行動を起こし、主体性を高め、GBVとの闘いのために説明責任を果たさなければ
なりません。

未来のための解決策を共につくることで、私たちは希望を持って考えることができるようになり、多様な女

性や若い女性、少女に対するあらゆる形態の暴力を防止できるようになります。YWCAが取る長期的なアプ
ローチは、GBVに対する私たちの闘いが、いかなる感染症や世界的な課題によってもマイナスの影響を受け
ないようにすることに繋がります。

1. 世代をまたぎ、また超えた関係性を指します。多世代でのアプローチは、年齢に関係なく、すべての個人の
生きた経験に対する尊敬や、そこから何を学ぶかということに根ざしていま
す。参考︓https://worldywca.org/glossary/glossary.html#entry-2

https://worldywca.org/glossary/glossary.html#entry-2
https://worldywca.org/glossary/glossary.html#entry-2
https://worldywca.org/glossary/glossary.html#entry-2
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非暴力週間に先立ち、女性や若い女性を対象にオンライン上でアンケートを実施したところ、
現在の状況下でGBVに対抗するには、それに関連したデータと世代を超えた共通の空間に基づく
アプローチが重要であることが明らかになりました。このツールキットでは、私たちの関係団体
や支援者がこの活動に取り組むための重要な資料やガイドラインを提供します。

私たちは、すべての女性、若い女性、少女、周辺化されたジェンダーの人たちが、あらゆる形態

の恐怖や暴力から逃れ、安心・安全に生きる権利を持っており、すべての人にとって暴力に対抗
することは優先事項でなければならないと考えています。地域や国、国際的なレベルでのアドボ
カシー活動や教育プログラム、レジリエンスを強化するための取り組み、支援やサービスを通じ
て、暴力を無くすためには、変革をもたらすリーダーシップと共同でのアクションが鍵となりま
す。

以下のツールキットでは、非暴力週間の期間中にキャンペーンを組織したり、アドボカシー活動を
行うための内容やアイデア、提案を提供します。

https://www.instagram.com/stories/highlights/17988548725391552/


2021年、ジェンダー
に基づく暴力は悪化
の一途をたどっている 

知っておくべきこと
2021年、私たちはCOVID-19の流行が世界中の人々の生活に影響を与えて
いることを引き続き確認しています。この感染症の拡大により、30歳以下
の若い女性や他の世代の女性に対するGBVが増加する状況が続いていま
す。

1000万人
の少女が、COVID-19の
影響によって子どもの
うちに結婚させられる
リスクにさらされてい
ます。

6億5000万
の少女・女性が、世界中

で児童婚に直面させられ

ました。

児童婚 
キ国際連合児童基金（UNICEF）によると、児童婚の約半

数のケースがバングラデシュ、ブラジル、エチオピ
ア、ナイジェリアで起きていると報告されています。

最近のデータでは、感染症拡大の影響で、少女が幼少
期のうちに結婚するリスクが高まっていることが確

認されています。
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女性の25%
がコロナ禍でオンライ

ンでの嫌がらせを経験

しています。

少女の4人に1人
がオンラインでの嫌がらせを受

けた結果、物理的にも安全だと

感じられなくなっています。

サイバー/オンライン上の暴力

キコロナ禍において、特にロックダウンの影響で、数値的

に女性と少女に対するオンラインでの暴力が増大していま
す。

キネット上の暴力は、現在、女性や少女に対する暴力の新た
な最前線と考えられています。それは、交差的で多世代
に対するものであるだけでなく、複合的な形態の暴力
（人身売買など）を引き起こしているのです。

詳しくはこちらとこちらをご覧ください。

https://www.unicef.org/press-releases/10-million-additional-girls-risk-child-marriage-due-covid-19
https://www.unicef.org/press-releases/10-million-additional-girls-risk-child-marriage-due-covid-19
https://www.unicef.org/press-releases/10-million-additional-girls-risk-child-marriage-due-covid-19
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/SR/Online_VAW_Statement.pdf
https://plan-international.org/publications/freetobeonline
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/SR/Online_VAW_Statement.pdf
https://plan-international.org/publications/freetobeonline


3人に1人 
世界中の女性が、親密な
パートナーやパートナー
以外から身体的・性的
な暴力を受けています。

--

パートナーからの暴
力被害を受けた

女性の42％
がその暴力によって
負傷させられたことを
報告しています。
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中ラテンアメリカでは、ここ数年、フェミサイドが

中

キ

ドメスティック・バイオレンス 

中

フェミサイド
多くの国では、フェミサイド（女性であることを理

由とした殺人）は個別に扱われず、単に殺人（全性

別対象）として扱われています。そのため、データ
の収集が困難になっています。

増加しています。

殺人事件と区別する別のデータがないため、実際の
フェミサイドの件数を把握することは困難となって
います。
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COVID-19の拡大以降、世界的に家庭内暴力の事例が
大幅に増加しています。

これは、階級や人種を超えた世代間の問題でもありま
す。

DVは増加していますが、コロナ禍で医療システムへの
要求が高いため、暴力を経験した女性への救命処置や
支援は減少しています。詳しくはこちらをご覧くださ
い。

意図的に殺害された

女性のうち、

 1/3以上
が、現在または過去
のパートナーによっ
て殺害されていま

す。

7.1%
は、メキシコにお
ける2021年初頭の
フェミサイド増加率

1時間で
6人の女性

が殺害 
1時間で6人の女性
が男性によって殺害
されており、その
ほとんどが、家庭内
にいる男性かパート
ナーによるもので
す。
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異なる地域、
異なる年齢層
での喫緊の課題

50%以上の
女性

ケニアでは50%以上の
女性が、自分自身、あ
るいは知り合いの女性
がCOVID-19の流行後に
身体的暴力や言葉の暴
力を経験したと答えま
した。これを報告した
女性の多くが50-59歳

でした。

女性の17%
タイでは、17%の女性が、自
分自身、あるいは知り合い
の女性がコロナが流行後に
言葉の暴力を経験したと答
えました。このような状況
を報告した人の多くが

18-29歳でした。

10人に1人
ウクライナでは女性の10人
に1人が過去6ヶ月間、家庭
が安心・安全に感じられ

ず、1/3の女性が暴力に苦し
んでいると回答しました。
このような状況を最も経験
する傾向にある女性は18-39

歳となっています。

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/issue-brief-covid-19-and-ending-violence-against-women-and-girls-en.pdf?la=en&vs=5006
https://atalayar.com/en/content/mexico-femicides-increase-71-first-months-2021
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/GSH2018/GSH18_Gender-related_killing_of_women_and_girls.pdf
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/issue-brief-covid-19-and-ending-violence-against-women-and-girls-en.pdf?la=en&vs=5006
https://data.unwomen.org/features/emerging-data-violence-against-women-confirm-shadow-pandemic
https://data.unwomen.org/features/emerging-data-violence-against-women-confirm-shadow-pandemic
https://data.unwomen.org/features/emerging-data-violence-against-women-confirm-shadow-pandemic


セクシュアルハラスメント
中セクシュアルハラスメントは、世界中でさまざまな

年齢層の女性が直面するだけでなく、さまざまな
場所で起こる可能性があります。職場、家庭、
病院、路上など、さまざまな場面で女性はこの種

の暴力にさらされる可能性があります。

中いくつかの国では、セクハラやレイプの被害者を
救う法律がありません。詳しくはこちらをご覧く
ださい。

2倍以上
性的虐待を受けた女
性が中絶をする可
能性は2倍以上だと
言われています。

ぃ：［汀y 1,r�い

1.5倍以上
身体的・性的虐待を受
けた女性が性感染症
にかかる確率は1.5倍
以上だと言われてい

ます。
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交際経験のある15歳から
49歳までの女性と少女の
内、

 およそ18％
が、過去12ヶ月間にパー
トナーから身体的また
は性的な暴力を受けて
います。

65歳以上の女性に対す
る性暴力は、25-49歳
の女性に対するもの

と比べて、

15.5％
も報告されず終いで
あると言われていま

す。

高齢女性に対する暴力
中高齢の女性に対する暴力は、広く存在し
ているだけでなく、ほとんどが隠されて
います。

28%
の欧州に住む60歳
以上の人が、過去
1年間に何らかの虐
待を経験していま

す。

中データによると、年齢層が上になると
性暴力が少なくなるわけではなく、犯罪
が報告されない傾向が強くなることが示
されています。

中詳しくはこちらをご覧ください。
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https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women
https://www.equalitynow.org/the_global_rape_epidemic_learn_more
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/issue-brief-covid-19-and-ending-violence-against-women-and-girls-en.pdf?la=en&vs=5006
https://bjs.ojp.gov/content/pub/pdf/cae0313.pdf
https://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/16541/1/avow%20study%20-%20final%20report.pdf%20https://bjs.ojp.gov/content/pub/pdf/cae0313.pdf
https://www.un.org/esa/socdev/documents/ageing/vawg_brief_on_older_women.pdf


行動を起こしましょう︕
インクルーシブでジェンダーに敏感なアプローチ

全員が参加できるようにしましょう
キ女性、若い女性、少女と言ったときには、性自認や性的指向が何であれ
すべての人を含めるようにしなければなりません。これは、しばしば深

刻なGBVに直面しているLGBTIO+コミュニティに属する人たちの状況

についても同様に語ることを意味します。

キ可能な限り、ジェンダーに中立かつインクルーシブな表現を併用する
ことをお勧めします。

キ攻撃的なイメージやストーリーを投稿する際には、必ず「トリガー警告
（その取り扱うテーマや記述、描写などに、一部の人の感情を害したり、
気分を悪くさせたりするような部分があることを前もって警告しておくこ
と）」を表示してください。例えば、レイプや暴力について語るときに
は、トリガー警告を出さなければなりません。

キ使用したデータの参照元を示すようにしてください。アドボカシーをする
際に、信憑性を確保する鍵となります。

キセーフ・スペースとは、判断を下さないということであり、そこで起きた
ことは、そこに留めておくことを意味します。セーフ・スペースにいる
全員の同意がない限りは、どんな情報もSNSに公開しないでください。

キ インターネット上の掲示板やチャット、メーリングリストなどのネタや
荒らしにはむやみに反応しないようにしましょう。そのような投稿をする
人たちは注目を集め、スペースを奪し、人々の気を散らしたいだけです。
インクルーシブであるとは、耳を傾け、正しい反応をすることを意味しま
す。

キ同意が重要です。情報を共有する際には、その情報が属する人の許可を得
なければなりません。



このような投稿をしてみるのはいかがでしょう︖ 

デジタル媒体を通じて参加 
FacebookとInstagramを使って、
さまざまな世代にリーチしよう

Facebookは世代を超えたエンゲージメントに適したプラットフォーム
で、lnstagramは特に若い女性に効果的です。右側は、SNSの投稿を
作成する上で役に立つ文章案になります。
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中 新型コロナウイルス感染症が拡大して以来、世界中でドメス
ティックバイオレンスが大幅に増加しています。問題が拡大す
る状況において、#GBVとの闘いのために、政府、団体、社
会が日々より多くの行動を起こす必要があります。私たちは、
あらゆる年齢層の女性を解決策の最前線に置くことを強く求め
ます。世界YWCAに寄付をして、暴力のない未来を共につく
ることに貢献しましょう。
https://www.worldywca.org/donate/

中 2021年は、#GBVとの闘いにおいて、異なる年齢の女性同士
　　が知識を交換する必要性が強調されました。女性に対する暴力
　　をなくすために、世代を超えて共に解決策をつくるために、
　　皆さん参加しましょう。ツールキットをダウンロードして、
　　共有し、協力して行動しましょう 

houtViolence2021 

中 若い女性の主体性と行動力が #GBV に取り組むための重要な
　　「ストラテジー」であることをご存知ですか︖あらゆる年齢層
　　の女性が、さまざまな種類の暴力を認識し、行動するための
　　情報や知識を必要としています。
　　この #WeekWithoutViolence2021では、すべての人に
　　耳を傾け、GBVに対するアクションのために協力しましょう。
　　YWCAの活動に参加しませんか︖より良い世界は可能です。

https://www.youtube.com/watch?
v=cewGx7lh5io&t=11s
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https://www.worldywca.org/donate/
https://www.youtube.com/watch?v=cewGx7lh5io&t=11s


Twitterで
アカウンタビリティを果たそう

。1.

このような投稿をしてみ
るのはいかがでしょう︖ 

ツイッターでは、個人よりも組織やパートナーによる発信がなされ
ています。しかし、政府や組織がツイッターを利用することで、個

人が政府や組織に対する行動を求め、制度に責任を持たせることが
できるのです。政府の指導者や国連機関、活動家をタグ付けして、
行動と説明責任を求めましょう。また、画像にもタグを付けてみて
ください。

キ@UNICEF の推計によると、COVID-19の拡大により、1,000万
人の少女が幼少期に結婚する危険にさらされています。今こ
そ、#GBV を終わらせるための解決策を共につくり出す時です。
ムスカンの話は、暴力が幼少期に始まることを思い出させてくれ
ます。あなたの政府はこれに対し何をしていますか︖https://
www.youtube.com/watch?v=Isqt1xNBcZ0

:e2021 

キ助成団体の助成金のうち、女性の権利に割り当てられているのは
わずか0.42％。開発援助や助成団体の助成金の99％は、女性の権

利やフェミニズム団体に直接届いていません。フェミニズム運動

を支援せずに、どうやってGBVに取り組むことができるでしょ
う︖今すぐ@worldywca に寄付をして、行動を起こしましょう。
https://www.worldywca.org/donate/

△文
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キデータ上、何歳になってもGBVの対象になる可能性があります。
女性やその他の周縁化されたジェンダーの人たちにとっては、よ
り深刻な問題となっています。このことについてあなたの考えを
シェアし、多世代のリーダー5人をタグ付けしてください。世代
を超えた解決策を育むことで、#GBV のない世界を共につくりま
しょう。

:1 #YWCAleaders #WeekWithoutViolence2021 
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https://www.youtube.com/watch?v=Isqt1xNBcZ0
https://www.worldywca.org/donate/


WhatsappやTelegramなどのメッセ
ンジャーアプリケーションで個人的な

メッセージを作成してみましょう

LOAU 6-

RE! 

個人的なメッセージは、あなたのアドボカシー活動や行

動の呼びかけにその人にしかできない表現を加えます。
グループのガイダンスに従いつつ、ご自身が参加してい
るグループを最大限に活用できれば、より広いコミュニ
ティにアピールすることができます。プライバシーの権

利を尊重するようにしてください。連絡先を教えたり、
大量のメッセージを送ったりしないようにしましょう。
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メッセージアプリケーション
有効利用のためのヒント

キお好みの連絡先やグループにテキストを送信

キ「ツールキットをダウンロードしてシェアしよう」という
明確な行動の呼びかけを必ず加えます。

キ必要に応じて絵文字を追加しますが、使いすぎないように
し、また人目を引く画像を選びます。最も重要な情報
や行動の呼びかけに注意を向けるためです。

キまた、メッセージの最も重要な部分に注目してもらうために、
太字を使います［強調したい文章や単語の最初と最後に*を
付けます］。

キWhatsAppやTelegramのメッセージには、必ず画像を1枚

追加しましょう（できれば横長のもの）。これにより、受け
手の注意を引き、行動への呼びかけへの参加度合いを高める
ことができます。
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投稿を引き立てる画像を使ってみませんか︖
非暴力週間の前後に、カバー写真（大きな背景画像）として使用してみてましょう。
また、下記のデータを使用したカードや、編集可能なテンプレートを使用してオリジナル
のカードを作成することもできます。
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ダウンロードしてカスタマイズ

できるテンプレート

非暴力週間の注目を集めるために、
FacebookInstagram、Twitterのカバー
写真にお使いください

https://www.worldywca.org/wp-content/uploads/2021/10/ENG-FB-COVER.png
https://www.worldywca.org/wp-content/uploads/2021/10/ENG-TWITTER-COVER.png
https://www.worldywca.org/wp-content/uploads/2021/10/ENG-IG-COVER.png
https://www.worldywca.org/wp-content/uploads/2021/10/FR-FB-COVER.png
https://www.worldywca.org/wp-content/uploads/2021/10/FR-TWITTER-COVER.png
https://www.worldywca.org/wp-content/uploads/2021/10/FR-IG-COVER.png
https://www.worldywca.org/wp-content/uploads/2021/10/SP-FB-COVER.png
https://www.worldywca.org/wp-content/uploads/2021/10/SP-TWITTER-COVER.png
https://www.worldywca.org/wp-content/uploads/2021/10/SP-IG-COVER.png
https://www.worldywca.org/wp-content/uploads/2021/10/IG-1.png
https://www.worldywca.org/wp-content/uploads/2021/10/FR-IG-1.png
https://www.worldywca.org/wp-content/uploads/2021/10/SP-IG-1.png
https://www.worldywca.org/wp-content/uploads/2021/10/IG-2.png
https://www.worldywca.org/wp-content/uploads/2021/10/FR-IG-2.png
https://www.worldywca.org/wp-content/uploads/2021/10/SP-IG-2.png
https://www.worldywca.org/wp-content/uploads/2021/10/IG-3.png
https://www.worldywca.org/wp-content/uploads/2021/10/FR-IG-3.png
https://www.worldywca.org/wp-content/uploads/2021/10/SP-IG-3.png
https://www.worldywca.org/wp-content/uploads/2021/10/IG-STORY-6.png
https://www.worldywca.org/wp-content/uploads/2021/10/FR-IG-STORY-6.png
https://www.worldywca.org/wp-content/uploads/2021/10/SP-IG-STORY-6.png


カードをカスタマイズしてみましょう ⑭ 

TEMPLATE1 ENGLISH | SPANISH | FRENCH|

TEMPLATE 2 ENGLISH | SPANISH | FRENCH|

非暴力週間に関するSNS用画像や
他のリソースには、このリンクを
クリ ックしてアクセスしましょう

WorldYWCA 

ー

テンプレート1

World YWCA 

テンプレート2
1. ヒントを挿入

／
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 ／
 ／
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リンクをクリックしてお好きな言語のテンプレートをダウンロードできます

1. メッセージを挿入
   2. 写真を挿入
   3. ロゴを挿入

https://www.worldywca.org/wp-content/uploads/2021/10/IG-4.png
https://www.worldywca.org/wp-content/uploads/2021/10/FR-IG-4.png
https://www.worldywca.org/wp-content/uploads/2021/10/SP-IG-4.png
https://www.worldywca.org/wp-content/uploads/2021/10/IG-5.png
https://www.worldywca.org/wp-content/uploads/2021/10/FR-IG-5.png
https://www.worldywca.org/wp-content/uploads/2021/10/SP-IG-5.png
https://trello.com/b/PF0ra1fU/week-without-violence-2021


ソーシャルメディアを超えた
社会︓共に行動しましょう︕

オンライン／対面でのセーフ・
スペースをつくりましょう

セーフ・スペースをつくることは、GBVの問題や解決策を共につくる上で、世代を超

えた対話を促進する良い方法だと言えます。私たちは未だパンデミックを経験してい
るので、それぞれの地域の状況に応じた安全勧告に従い、対面またはオンラインなの
か、セッションを開催するための最適な条件を分析することをお勧めします。

セーフ・スペースとは、シンプルで、魅力的で、信頼に満ちた空間であり、判断せず
に耳を傾け、その場を超えて行動する一助となるものです。

オンライン上のセーフ・スペースに関して、バーチャル・セーフ・スペースとは何

か、どのように構築し始めるべきかを理解するために、こちらの動画をご覧くださ
い。また、World YWCA Virtual Safe Space Guideを参考にして、非暴力週間の
間、どのようにイベントを開催すべきか学んでみると良いでしょう。オンラインイベ
ントを開催する場合は、Guide to Feminist Cybersecurityも参考にしてみてくださ
い。

インスピレーションを求めている方は、過去に行われた2人の世代を超えたYWCA
リーダーによるイベントの例をご覧ください。

オンラインまたは対面式の
セーフ・スペースで使用する
プラットフォームの提案

キGoogle Jambordでは、参加者と一緒にブレインストーミング
を行い、メモやポストイットでページを埋めてもらうことができ
ます。

キWooclapでは、研修に参加した人にアンケートや質問をする
ことで、世論や傾向を素早く把握することができます。

キオンラインイベントを開催する場合、Zoomでは会議の
スケジュールを設定できるだけでなく、投票や質問を使用した
り、参加者をグループに分けたりできます。また、オンライン
イベントの登録フォームを作成し、イベントへのリンを受け
取る人を選択・承認することもできます（デジタルセキュリ
ティの向上につながります）。

ー4 

https://hackblossom.org/cybersecurity/
https://jamboard.google.com/
https://www.wooclap.com/
https://zoom.us/
https://www.worldywca.org/team/virtual-safe-space/
https://www.youtube.com/watch?v=CQ9PPDrXs30
https://www.youtube.com/watch?v=d4GABuDQp8E


51.

オンライン上のセーフ・スペースの
つくり方 

ステップ 1 イベントのテーマと 目的を定める 

ステップ 2 提起する質問を準備する

ステップ 3 司会者を探し招待する

ステップ 4 参加者を招待し、他に誰が参加するか
を知らせる。人は、誰が発言するか分かっていた
方が安心するのです。

ステップ 5 対話と尊重のためのガイドラインと
基礎的なルールを設定する。セーフ・スペースの
参加者と合意をし、常に敬意を払うようにしま
しょう。（必要であれば）匿名性を確保するよう
にしましょう。

ステップ 6 これらのルールが尊重され、すべて
の参加者が大切にされ、尊重されていることを確
認する

ステップ 7 一人ひとりの発言時間を決める

ステップ 8 全員が発言することを確認し、静かな
人には時間やスペースを確保する.,...,..---（ー

／
＞、／1- 一 ー

、
｀｀�

ノ

ディスカッション・トピックの提案 

キGBV を防ぐために、私たちがコミュニティ内で実行できる小さな
ステップや行動としては何があるでしょう︖

キデリケートな問題であるだけに、このテーマがオープンに議論

されるようにするにはどうすれば良いでしょう。

キGBVの被害を受けた人を支援するために、コミュニティとして
どのような仕組みを作ることができるでしょう︖身近な人が
このような暴力に直面した時、あなたはどうしますか︖

キGBVに関する世代間対話から得られる主なメリットは何でしょう︖
この種の暴力に対抗するために、他の世代はどのようにして
多様な若い女性と協力できるでしょうか︖

キGBVに関する政策や効果的な行動を地方自治体に求めるために、
私たちはどのように団結できるでしょうか︖

キさまざまな年齢層の女性や少女に対するGBVに取り組む際、
誰が主体になるべきでしょう︖
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変革の声を上げるために 
未来を共につくるための
第一歩を踏み出すには︖

キ自分の権利を知ろう︕GBVに直面したときに頼れる地域の法制度、
支援制度に焦点を当てた啓発イベント（オンラインまたは対面式）
を行いましょう。

キWorld YWCAのプラットフォームSheSpeaks上にブログ記事を書く。
個人的かつ感情に訴える内容にし、GBVの解決策を促進するため、ブログを
読んだ人が簡単にできること、つまり行動を促す内容にしてください。
SNSへの投稿に含まれている提案を利用することもできるでしょう。シンプル
かつ日常的な言葉を使いましょう。ブログを投稿したら、あなたが所属する
すべてのネットワークで拡散してください。

キさまざまな年齢の女性が、GBV がどのような形で自分に影響を与えているか
を話し合える場（オンラインまたは対面式）を設ける。

キ詩、絵画、ウォールアート、ドラマなど、斬新なアートを使って自分の声や
ストーリーを伝え、アートとGBVを結びつけるコンテストをオンラインまたは
対面式で開催する

キ読書会を開催し、紹介された本の中に異なる種類のGBVがどのように見られる
かを議論する。

キ映画上映会を開催して、さまざまな年齢の女性が経験するGBVのさまざまな
影響について話し合う。Netflix Party Extensionでは、映画を見て、それに
ついてオンラインで他の人たちとコメントし合うことができます。Netflixに
アクセスできない場合は、お住まいの地域で利用可能な他の映画プラット
フォームを検索してみてください。YouTubeの動画を見たり、ポッドキャス
トやラジオ番組を聴くのも良いでしょう。検索して、どんな作品があるか見て
みましょう。

キ世代を超えた変化の物語を中心に、ポッドキャストや世代を超えた
対話をつくりましょう。ここでは、若い女性、紛争、GBVをテーマ
にしたポッドキャストをご紹介します。

キ異なる年齢層の女性による世代間パネルを開催し、さまざまな年齢

の女性によるGBVへの対抗策の違いについて話してもらう。

キSNSでのオンラインキャンペーンを開始し、日常生活の中でどのよう
にしてGBVを防ぐことができるかについてのヒントと、一緒に自分

の写真を加えてもらう。 

https://shespeaksworldywca.org/
https://www.teleparty.com/
https://www.worldywca.org/team/world-ywca-podcast-solidarity-womanhood-peace/


もっと知りたい人のために

YWCAの参考資料
バーチャル・セーフ・スペース 
K 英語
K スペイン語
K フランス語

用語集

動画
K �@8>I.�CLCD?BI �L �?=4CD82L+8?;4>24
K #EC:.>�CL(D?BI �L �>3L �78;3L#.BB8.64
K �58.�CL (D?BI�L �4=.;4L�4>8D.;L#ED8;.D8?>L���#�
K ���LD?L�(�
K �L�4DD4BL,?B;3L8CL&?CC81;4L��>6;8C7L�L (@.>8C7L �L �B4>27�
K �%+������L-,��CL.B4L.33B4CC8>6LD74L@.>34=82L?5L��+
K -?ED7L "4.34BC78@L'??D43L8>L�>D4B64>4B.D8?>.;L�H27.>64C� 
�4898>6��L.>3L �%+�����

漫画 
K �>6.68>6L G8D7L �?>C4>D
K #?B4L <>2;EC8F8DI�L#?B4L &?G4BLD?L�;;
K (.54L(@.24

詳細を見るには、参考資料をクリックしてください

外部資料�
ジェンダーに基づく暴力に関するデータ
K �.2DCL.>3L 586EB4C�L �>38>6LF8?;4>24L.6.8>CDL G?=4>L �L *$L,?=4>
K �=4B68>6L �.D.L?>L+8?;4>24L�6.8>CDL ,?=4>L �?>58B=L .L (7.3?GL &.>34=82L �L *$L,?=4> 
K �>D4B.2D8F4L &;.D5?B=L?>L��+L �L *$L,?=4>
K �%+�����L.>3L �>38>6L+8?;4>24L �6.8>CDL,?=4>L.>3L �8B;CL �L *$L,?=4>
K *!L�4=82834L�4>CEC
K �4F.CD.D8>6;IL &4BF.C8F4�L �L8>L �L,?=4>L�;?1.;;IL�H@4B84>24L+8?;4>24L �L ,?B;3L�4.;D7 
%B6.>8J.D8?>
K �B.J8;L '468CD4BCL �����L �4=82834L�4.D7CL8>LD74L &.>34=82L �L �/;7.L34L(0?L &.E;?
K #4H82?�L �4=82834CL�>2B4.C4L1IL�
�L�L8>LD74L�8BCDL #?>D7CL ?5L ��L �L �D.;.I.B
K +8?;4>24L�6.8>CDL,?=4>L.>3L �8B;CL '4C?EB24L�E834L� �B845L?>L+8?;4>24L�6.8>CDL%;34B 
,?=4>L�L *>8D43L $.D8?>C
K &B4F.;4>24L (DE3IL?5L �1EC4L.>3L+8?;4>24L.6.8>CDL%;34BL ,?=4>L �L *>8F4BC83.34L3?L#8>L7? 
K �B8=4CL�6.8>CDLD74L�;34B;I�L���	���L �L *
(
L�4@.BD=4>DL?5L ECD824
K ��L#8;;8?>L�338D8?>.;L�8B;CL.DL'8C:L?5L �78;3L#.BB8.64L�E4LD?L�%+�����L �L *$����
K �%+������L �L)7B4.DLD?L&B?6B4CCL�6.8>CDL�78;3L#.BB8.64L �L *$����
K �;?1.;L�.D.1.C4L?>L+8?;4>24L.6.8>CDL,?=4>L �L *$L,?=4>
K +8?;4>24L.6.8>CDL G?=4>L �L ,�%
K �B44LD?L14L?>;8>4�L �L B4@?BDL ?>L68B;C�L.>3L I?E>6LG?=4>�CL4H@4B84>24CL?5L?>;8>4 
7.B.CC=4>DL �L &;.>L�>D4B>.D8?>.;
K (D.D4=4>DL?>L%>;8>4L+8?;4>24L�6.8>CDL ,?=4>L.>3L �8B;CL �L ,*$'$

今こそ行動を起こしましょう︕
K �?GL D?L(E@@?BDL(EBF8F?BCL?5L��+L,74>L.L��+L�2D?BL8CL>?DL�F.8;.1;4L8>L-?EBL�B4.L � 
�E=.>8D.B8.>L'4C@?>C4
K ).:4L�2D8?>�L ��L,.ICL-?EL�.>L�4;@L�>3L+8?;4>24L�6.8>CDL,?=4>�L�F4>L�EB8>6L. 
&.>34=82L �L *$L,?=4>
K ��L,.ICLD?L�>3L+8?;4>24L)?G.B3CL�8B;CL �L &;.>L�>D4B>.D8?>.;
K ��L,.ICL#4>L�.>L &B4F4>DL��+L �L &B?=E>3?L�;?1.;

ポッドキャスト
K *$����L &?32.CDL(4B84CL?>L��+L.>3L�%+�����
K �1?EDL�?>C4>DL &?32.CD

GBVに関する教育用ショートビデオ
K ,7.DL8CL(4HE.;L�4>34B��.C43L+8?;4>24L�(��+��
K +8?;4>24L�6.8>CDL,?=4>L)7B?E67?EDL)74L "854L�I2;4
K �>D4B64>4B.D8?>.;L�?�"4.34BC78@L5?BL�4>34BL�AE.;8DIL�8>L�5B82.�L

���

https://www.worldywca.org/wp-content/uploads/2020/11/SP-Final-Virtual-Safe-Spaces-1.pdf
https://www.worldywca.org/wp-content/uploads/2020/11/FR_Final-Virtual-Safe-Spaces-1.pdf
https://www.worldywca.org/team/glossary-and-definitions/
https://www.youtube.com/watch?v=QMwcrtHxNZ0
https://www.youtube.com/watch?v=Isqt1xNBcZ0&list=PLxXaHkIVTEkHSwjEQalh71oVWne3SMZFp&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=CodddONFkm4&list=PLxXaHkIVTEkHSwjEQalh71oVWne3SMZFp&index=7
https://youtu.be/yNUWqM0T-Fc
https://www.youtube.com/watch?v=cewGx7lh5io
https://www.youtube.com/watch?v=k-lErWsrlrc
https://www.youtube.com/watch?v=NYbeqXOL88g
https://www.youtube.com/watch?v=xPXKt4DRqnU
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=869303130504086
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=869303130504086
https://shespeaksworldywca.org/wp-content/uploads/2020/06/Engaging_With_Consent-scaled.jpg
https://shespeaksworldywca.org/wp-content/uploads/2020/06/1.a-More-Inclusivity.-More-Power-to-All-scaled.jpg
maitree
Cross-Out

https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures
https://data.unwomen.org/features/emerging-data-violence-against-women-confirm-shadow-pandemic
https://interactive.unwomen.org/multimedia/infographic/violenceagainstwomen/en/index.html#home
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/issue-brief-covid-19-and-ending-violence-against-women-and-girls-en.pdf?la=en&vs=5006
https://www.femicidecensus.org/
https://www.who.int/news/item/09-03-2021-devastatingly-pervasive-1-in-3-women-globally-experience-violence
https://www.who.int/news/item/09-03-2021-devastatingly-pervasive-1-in-3-women-globally-experience-violence
https://www1.folha.uol.com.br/internacional/en/brazil/2021/06/brazil-registers-1338-femicide-deaths-in-the-pandemic-with-a-strong-increase-in-the-north-and-midwest.shtml
https://atalayar.com/en/content/mexico-femicides-increase-71-first-months-2021
https://www.un.org/esa/socdev/documents/ageing/vawg_brief_on_older_women.pdf
https://www.un.org/esa/socdev/documents/ageing/vawg_brief_on_older_women.pdf
https://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/16541/1/avow%20study%20-%20final%20report.pdf
https://bjs.ojp.gov/content/pub/pdf/cae0313.pdf
https://www.unicef.org/press-releases/10-million-additional-girls-risk-child-marriage-due-covid-19
https://data.unicef.org/resources/covid-19-a-threat-to-progress-against-child-marriage/
https://evaw-global-database.unwomen.org/en
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women
https://plan-international.org/publications/freetobeonline
https://plan-international.org/publications/freetobeonline
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/SR/Online_VAW_Statement.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/gbv_pocket_guide.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/gbv_pocket_guide.pdf
https://www.unwomen.org/en/news/stories/2020/11/compilation-take-action-to-help-end-violence-against-women
https://www.unwomen.org/en/news/stories/2020/11/compilation-take-action-to-help-end-violence-against-women
https://plan-international.org/ending-violence/16-ways-end-violence-girls
https://promundoglobal.org/10-ways-men-can-prevent-gender-based-violence-for-16-days-of-activism/
https://gbvguidelines.org/en/unicef-podcast-series-on-gbv-and-covid-19/
https://aboutconsent.com/episodes/
https://www.youtube.com/watch?v=NZzMrQsHs3g
https://www.youtube.com/watch?v=vIsdFwCCyRU
https://www.youtube.com/watch?v=wVtYUIrOfGQ
https://www.worldywca.org/wp-content/uploads/2020/11/Virtual-Safe-Spaces.pdf
http://shespeaksworldywca.org/wp-content/uploads/2020/06/comic-square-format-scaled.jpg
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WorldYWCA 
NORWEGIAN CHURCH AID 

actalliance 

GBV と闘うための女性および若い女性の変革的なリーダーシップをご支援いただけないでしょうか︖
世界YWCAに寄付をして、行動を起こしましょう。QRコードを読み取ってご寄付をお願いいたします。

https://www.worldywca.org/donate/
worldoffice@worldywca.org



