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¨ょこぉくいさしくちきいえ 

[こょゅい ぇいぇおょうさえいそ ねこいゅいちょさえいそ しょえさしくぉи いかょねていそ くしきくつょきいょ え さしぅしすさす っょきていきな ぉ 
くぇてょさしぉょ い ぉく ぉさょそ ょょ くしきくつょきいのそи ょさしに くけいさぅきいょ さすゅにぇな くぇこすちょききくう っょきていきなи 
えくしくこぅの けくゅぉょこゃおぅさに いあきぅさいおくぉぅきいねк をしくし しょえさし いあ ╀しくこくあぅえくきいの きょ のぉおのょしさの 
きいえぅえいか-しく さけょたいぅおにきなか こぅささえぅあくか く ぇいぇおょうさえくか そぅこぅえしょこょи きい く えぅえくう-しく 
えくきえこょしきくう おいちきくさしいи しょえさし ぬしくし く «おねぇくう っょきていきょ»и しく ょさしにи ぉ くぇてょか さおすちぅょи く 
おねぇくう っょきていきょи えくしくこぅのи ぉ ぅきぅおくゃいちきなそ くぇさしくのしょおにさしぉぅそи さしぅきくぉいしさの っょこしぉくう 
さょえさすぅおにきくゃく きぅけぅゅょきいのк  
 

┿いぇおょうさえいょ いさしくちきいえい 

 

闇握眩 或杏-伊握夷 或渥杏鯵皹 皹闇握鮎 鮎渥惟芦眞握闇-椅葦以梓夷葵或 安 芦盂握鮎-伊葦盥 蘯椅渥位蘯 以葦夷葦盡-伊旭安闇渥偉 葵皹--伊握夷 或渥杏鯵盂葦安 皹闇握鮎芦安- ;安 芦盂握鮎芦安葵庵 安 芦盂握鮎芦安
以渥鮎芦慰 葵皺握眇 握位 夷芦慰芦安 芦睫葵慰葦夷握或蘯.  

 
   安芦以蘯椅葵或 芦慰穐夷葦偉 安旭闇 葵安握闇 闇握眩 粟杏.盪芦眞握夷 或葦杏 芦皹葵庵 慰闇握夷芦盡 皹闇握鮎 盪盒芦惟葵位蘯 ;皹闇握鮎葵以 安 芦皺芦慰鯵鮎葵位    椅旭鮎 伊旭椅鮎渥惟睛安葵庵 袷杏- 伊旭安闇渥偉 葵皹

以旭鮎-蘯椅渥位芦庵 伊闇握偉芦或穐鮎芦盡 伊芦椅鯵鮎 伊旭睫葵以葦意葵囲蘯 鮎庵 握安葦安 慰闇握夷芦安 慰葦夷 葦皹--椅旭鮎-以葦夷 芦慰穐夷葦眥 葦安-鮎鯵以 慰 旭皹穐鮎 慰葦或葵盧-椅旭鮎葵庵 慰闇握夷芦或 安芦意穐夷芦惟-
以葦夷 皹闇握鮎芦安-慰 旭皹穐鮎 慰葦或葵盧-椅旭鮎 安芦眥握夷- 渥鮎.芦鞍旭盡葵慰握睇握位 夷芦慰芦安 芦睫葵慰葦夷握或蘯 ;蘯安渥夷渥慰 椅 旭皹    

 
伊握鮎葵庵 安杏-椅旭鮎 皹闇握鮎芦安 鮎芦惟葵位握闇 安旭袷 芦盍葦盡-意闇握按 茜暗旭安葵庵 安 芦皺芦慰鯵鮎葵位葦安 芦慰穐夷葦眥 葦安-:盪芦眞握夷 或葦杏 芦皹葵庵 皹闇握鮎芦安 盪芦盡   慰 旭皹穐鮎 皹闇握鮎芦安 椅渥位蘯-

盪芦眞握夷 或葦杏 芦皹--.睛盧葦或葵以    鮎鯵以 芦慰穐夷葦眥葦以葵庵 庵杏- 芦慰穐夷葦眥葦以 依闇 渥鮎 慰芦或芦袷 安 旭皺穐夷葦椅 :椅旭庵 芦位 鮎葵案渥暗   以葦夷 皹闇握鮎 伊蘯意芦闇 慰 旭皹穐鮎葦眩 闇握眩- 蘯安渥夷渥慰
皹旭威旭偉 睛暗芦惟葵慰蘯--.安旭盻 葦安 慰芦或芦盧葦安 依渥眩    睛位 依闇 渥鮎葵庵 安 芦皺芦慰鯵鮎葵位葦安 芦慰穐夷葦眥 葦安 安芦意穐夷芦惟 ;盪盒芦惟葵位 安旭袷 芦盍葦或 闇握眩 按杏 .盪芦以 葦夷闇 握皹 

 
闇握眩 暗杏-鮎鯵以 慰 旭皹穐鮎 安芦以蘯椅葵或 芦慰穐夷葦偉 皹闇握鮎 鮎芦惟葵位握闇- 芦皹葵庵 盪 芦皺芦威葵椅蘯 安 芦皺芦慰鯵鮎.蘯鮎芦惟葵位握偉葵庵 ;盪芦眞握夷 或葦杏     或渥杏鯵盂葦安 皹闇握鮎芦安 依 葦椅芦偉葵庵 案杏

 芦慰穐夷葦眥 葦安 闇握或穐鮎葦以 盪芦眞握夷--睛以葵庵 ;委 旭囲芦眩 伊闇 握盂握位穐暗-盪芦眥握夷 慰 旭皹穐鮎 椅葦暗 葦睫 安 芦盂握鮎葵以 安旭闇 葵安握椅--鮎鯵以-以芦眩 盪芦暗葵眤 葦皹 以葦杏蘯闇- .庵闇 芦位芦闇 》｝÷”）(
)”〉 

 

оп ╃さおい ぇすゅょし かくおくゅぅの ゅょぉいたぅ くぇこすちょきぅ かすっすи い えしく-きいぇすゅに ぉさしこょしいしさの さ きょね ぉ 
ゃくこくゅょ い おのっょし さ きょねи ор しく くぇくいそ いそ けこいぉょゅいしょ え ぉくこくしぅか しくゃく ゃくこくゅぅи い けくぇょうしょ 
いそ えぅかきのかい ゅく さかょこしいц くしこくえくぉいたす あぅ しくи ちしく くきぅ きょ あぉぅおぅ きぅ けくかくてに ぉ ゃくこくゅょи ぅ 
かすっちいきす あぅ しくи ちしく くき くけくこくちいお っょきす ぇおいっきょゃく さぉくょゃくч い いさしこょぇい しぅえいか くぇこぅあくか 
あおく いあ さこょゅな さょぇのк ос ╃さおい っょ えしく ぉ けくおょ ぉさしこょしいしさの さ くしこくえくぉいたょね くぇこすちょききくね いи 
さそぉぅしいぉ ょょи おのっょし さ きょねи しく ゅくおっきく けこょゅぅしに さかょこしい しくおにえく かすっちいきすи おょっぅぉつょゃく さ 
きょねи от ぅ くしこくえくぉいたょ きいちょゃく きょ ゅょおぅうч きぅ くしこくえくぉいたょ きょし けこょさしすけおょきいの さかょこしきくゃくц 
いぇく ぬしく しく っょи えぅえ ょさおい ぇな えしく ぉくささしぅお きぅ ぇおいっきょゃく さぉくょゃく い すぇいお ょゃくч  
оу ╆ぇく ぉさしこょしいおさの くき さ きょね ぉ けくおょи い そくしの くしこくえくぉいたぅ くぇこすちょききぅの えこいちぅおぅи きく 
きょえくかす ぇなおく さけぅさしい ょょк  
оф ╃さおい えしく-きいぇすゅに ぉさしこょしいしさの さ ゅょぉいたょね きょくぇこすちょききくねи い さそぉぅしいし ょょ い おのっょし さ 
きょねи い あぅさしぅきすし いそи ох しく おょっぅぉついう さ きょね ゅくおっょき ゅぅしに くしたす くしこくえくぉいたな けのしにゅょさのし 
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[さいえおょう] さょこょぇこぅи ぅ くきぅ けすさしに さしぅきょし ょゃく っょきくねи けくしくかす ちしく くき くけくこくちいお ょょч ぉさね 
っいあきに さぉくね くき きょ かくっょし こぅあぉょさしいさに さ きょねк д╀しくこくあぅえくきいょи ╁おぅぉぅ оое 
 

]ぅおかすゅいちょさえいょ ささなおえい 

╆きたょさし い すぇいうさしぉく [きょおにあの さくぉょこつぅしに ぉく いかの さけぅさょきいの ちょおくぉょちょさえくう っいあきい] – 

ゅぅっょ ぉ ぉなさえぅあなぉぅきいい こぅぉぉいきぅк 
¨くさえくおにえす すちいおい [ぉ ]ぅききぅいちょさえくか いさしくちきいえょ]ц ‶ぅぉぉいき さえぅあぅおц « ╃さおい けくゅきいかょしさの 
ちょおくぉょえ けこくしいぉ ょゃくлょょ さくさょゅぅ い すぇにょし ょゃくлょょи ゅぅっょ ぉ ぬしくか さおすちぅょ ぬしく いかょょし 
あきぅちょきいょк ╋く ちょかす かな きぅすちいかさの くし ぬしくゃく [さこぅぉきょきいの さ] すぇいうたなы ]ぅえいか くぇこぅあくかи 
ぬしくし [しょえさし] くあぅこのょし い さぅか くあぅこょききなうк 
〈ぇいうたぅ さこぅぉきいぉぅょしさの さ くぇこすちょききくう ゅょぉさしぉょききいたょうц しぅえ っょи えぅえ くぇこすちょききぅの 
ゅょぉさしぉょききいたぅ ゅくおっきぅ ぇなしに さけぅさょきぅ あぅ さちょし っいあきい きぅさいおにきいえぅи しぅえっょ い ぉ さおすちぅょ さ 
すぇいうたょうи くきлくきぅ [っょこしぉぅ] ゅくおっきぅ ぇなしに さけぅさょきぅ あぅ さちょし ょゃくлょょ [きぅけぅゅぅねてょゃく] 
っいあきいк  
╆ [ぉ さおすちぅょ] えくゃゅぅ くぇこすちょききぅの ゅょぉさしぉょききいたぅ さこぅぉきいぉぅょしさの さ [さく さおすちぅょか] すぇいうたょうц 
しぅえ っょи [えぅえ ぉ さおすちぅょ] さ すぇいうたょうи くきлくきぅ [きぅけぅゅぅねていう] ゅくおっょき ぇなしに すぇいしи ちしくぇな きょ 
きぅこすついしに あぅえくきк 
╆ しぅえっょ [ぉ さおすちぅょ] さ くぇこすちょききくう ゅょぉさしぉょききいたょうи くきлくきぅ [きぅけぅゅぅねていう] ゅくおっょき 
ぇなしに すぇいしи ちしくぇな きょ きぅこすついお あぅえくきк д[ぅきそょゅこいき урぅе 
 

╈ぅえ ぬしい しょえさしな しこぅえしすねし くさくぇょききすね すのあぉいかくさしに あぅえくきぅ い ょゃく きぅこすつょきいょ けこい 
いあきぅさいおくぉぅきいいы 

 

╀くけこくさな ゅおの くぇさすっゅょきいの  
┿いぇおょうさえいう しょえさし きょすかくおいかく こぅあゅょおのょし さおすちぅい きぅけぅゅょきいの きぅ くぇこすちょききすね 
っょきていきす ぉ ゃくこくゅょ い ぉ けくおょк ¨くちょかす っょきていきぅ さちいしぅょしさの ぉいきくぉきくう い あぅさおすっいぉぅょし 
けくこいたぅきいのи ょさおい いあきぅさいおくぉぅきいょ けこくいさそくゅいし ぉ ゃくこくゅょи ぅ けこい いあきぅさいおくぉぅきいい きぅ 
くしえこなしくう かょさしきくさしいи えぅえи きぅけこいかょこи ぉ けくおょи っょきていきす きょ くさすっゅぅねしы ╀ えぅえくう 
さしょけょきい ぬしい いあかなつおょきいの すぇょゅいしょおにきな いおい ゅょうさしぉょききな ぉ ╀ぅつょか さくくぇてょさしぉょы 

 

╂こすゃいか ぉぅっきくょ こぅあゅょおょきいょ ぉ しょえさしょ - かょっゅす っょきていきくう くぇこすちょききくうи ゃくしくぉのてょうさの 
ぉさしすけいしに ぉ ぇこぅえ い っょきていきくう さぉくぇくゅきくうк ′ぇこすちょききぅの っょきていきぅ こぅささかぅしこいぉぅょしさの 
えぅえ すっょ あぅかすっきのの い さょえさすぅおにきなょ くしきくつょきいの さ ゅこすゃいか かすっちいきくう のぉおのねしさの しのっょおなか 
けこくさしすけえくかк ′ゅきぅえく ぉ しょえさしょ けこょゅけくおぅゃぅょしさのи ちしく っょきていきぅи えくしくこぅの きょ くぇこすちょきぅи 
ぉなそくゅいし けくさおょ さくぉょこつょききくゃく いあきぅさいおくぉぅきいの あぅ さぉくょゃく きぅさいおにきいえぅ あぅかすっи ぉ 
さくくしぉょしさしぉいい さ ちょか かすっちいきぅ きぅぉさょゃゅぅ おいつぅょしさの ぉくあかくっきくさしい こぅあぉょさしいさに さ きょうк ╈ぅえ 
╀な かくっょしょ けこくえくかかょきしいこくぉぅしに ぬしく あぅえくきくゅぅしょおにきくょ こぅさけくこのっょきいょ - えぅえ 
けこいしょさきょきいょ いおい えぅえ あぅていしすы ¨くちょかすы 

 

╈ぅえぅの さぉのあにи さくゃおぅさきく ぇいぇおょうさえくかす い しぅおかすゅいちょさえくかす しょえさしすи さすてょさしぉすょし かょっゅす 
いあきぅさいおくぉぅきいょか い すぇいうさしぉくかы ╀ ちょか さそくっょさしに いあきぅさいおくぉぅきいの い すぇいうさしぉぅ い ぉ ちょか 
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こぅあおいちいょы ╈ぅえ さくぉこょかょききくょ くぇてょさしぉく いあゅぅょし あぅえくきな い くさすてょさしぉおのょし いそ きぅ 
けこぅえしいえょ けく くしきくつょきいね え しのっょさしい きぅこすつょきいのы 

  

[さなおえい ゅおの さけこぅぉくえ  
『しく えぅさぅょしさの ぉあなぉぅきいの え けくかくてい ぉ ゃくこくゅょи こぅささかくしこいしょ さしぅぉついか あきぅかょきいしなか 
さおすちぅう いあきぅさいおくぉぅきいの い すぇいうさしぉぅ ╈いししい ╂っょきくぉょあょ い しくи ちしく さしぅおく きぅあぉぅしにさの 
しょこかいきくか «ぬせせょえしくか きぅぇおねゅぅしょおの» けく ささなおえょ 

http://psychcentral.com/psypsych/Kitty_Genovese  

 

′ぇあくこ えきいゃい ╃おょきな ┿ょきょゅいえし ╂╃╀[]╀╃╋╋╆》┾Ь╆╉╆Ь╀┾╊¨:Ь╈┾╈Ь¨‶╃[[┾Ь′[╀╃【┾╃]Ь
[╃╈[〈┾╉｠╋‒╃Ь ¨‶╃[]〈¨╉╃╋╆ぃЬ (Oxford University Press, 1992еи けくさぉのてょききくう 
くさぉょてょきいね さょえさすぅおにきなそ きぅけぅゅょきいう ぉ さこょゅさしぉぅそ かぅささくぉくう いきせくこかぅたいい 

http://archives.cjr.org/year/92/6/books-rape.asp  

 

[くゃおぅさきく ╊いきいさしょこさしぉす ねさしいたいい [』┾ «′ゅいき いあ えぅっゅなそ ちょしなこょそ さおすちぅょぉ 
いあきぅさいおくぉぅきいの けこくいさそくゅいし ぉ くぇてょさしぉょききくか かょさしょ いおい きぅ ぅぉしくかくぇいおにきくう さしくのきえょ»к 
╂おの くぇあくこぅ ぉさょぅかょこいえぅきさえくう さしぅしいさしいえいи くぇこぅしいしょさに え ささなおえょ CEASE д╈くぅおいたいの けく 
こぅあとのさきょきいね すゃこくあ さょえさすぅおにきなそ けこょさしすけおょきいうе 
http://oak.cats.ohiou.edu/~ad361896/anne/cease/rapestatisticspage.html  

 

′ あぅかすっょさしぉょ っょこしぉな いあきぅさいおくぉぅきいの きぅ きぅさいおにきいえょи い く さいきゅこくかょ しこぅぉかな 
いあきぅさいおくぉぅきいの けこくちいしぅうしょ けく ささなおえょ 

http://www.oip.uddij.gov/ovc/publications/infores/student/postram.htm 

 

′ぇ いきさしいしすたいくきぅおいあぅたいい いあきぅさいおくぉぅきいの けこい くさくぇょききく ちすぉさしぉいしょおにきなそ すさおくぉいのそ – 

けく ささなおえょ 

http://ontheissuesmagazine.com/w98chesler.html  

 

╈こぅしえいょ ぉなぉくゅな 

[しょけょきにи さ えくしくこくう くぇていきな い さくくぇてょさしぉぅ あぅていてぅねし おねゅょう くし きぅさいおいの い 
ゅょうさしぉすねし ぉ えこいあいさきなょ かくかょきしなи のぉおのねしさの けくえぅあぅしょおょか いそ ぬしいちょさえいそ さしぅきゅぅこしくぉк 
[くゃおぅさきく ]くこょи ゃくこくゅ のぉおのょしさの «たいぉいおいあくぉぅききなか»и えくゃゅぅ ぇょあくけぅさきくさしに おねゅのか ぉ 
きょか ゃぅこぅきしいこすねし いそ さくさょゅいк ╆ きぅくぇくこくしи けすさしなききくう しょここいしくこいょう さちいしぅょしさの しぅえぅのи 
ゃゅょ ぬしくう あぅていしな きょしк ¨くぬしくかす きぅさょおょきいょ ゅくおっきく のぉおのしにさの ゃぅこぅきしくか ぇょあくけぅさきくさしい ぉ 
さぉのあい さ けくゅこぅあすかょぉぅねていかさの くぇのあぅしょおにさしぉくか ぉかょついぉぅしにさの ゅおの さけぅさょきいの おねゅょうи 
きぅそくゅのていそさの ぉ くけぅさきくさしいк 
 

《くしの ぇいぇおょうさえいょ い しぅおかすゅいちょさえいょ しょえさしな こぅあゅょおのねし けくさしこぅゅぅぉついそ っょきていき けく いそ 
さょかょうきくかす けくおくっょきいねи けこい ぉさょそ くぇさしくのしょおにさしぉぅそ いあきぅさいおくぉぅきいょ のぉおのょしさの ぉなさついか 

ぅえしくか きぅさいおいのк をしい しょえさしな けこいぉおょえぅねし ぉきいかぅきいょ え せいあいちょさえくう すのあぉいかくさしい ぉさょそ 
おねゅょう い さしぅぉのし けくゅ ぉくけこくさ さくぉこょかょききすね けこぅえしいえすи えくしくこぅの くしこいたぅょし 
くしぉょしさしぉょききくさしに あぅ ぬおょかょきしぅこきすね せいあいちょさえすね ぇょあくけぅさきくさしに ぉ きぅついそ くぇてょさしぉぅそк  

http://psychcentral.com/psypsych/Kitty_Genovese
http://archives.cjr.org/year/92/6/books-rape.asp
http://oak.cats.ohiou.edu/~ad361896/anne/cease/rapestatisticspage.html
http://www.oip.uddij.gov/ovc/publications/infores/student/postram.htm
http://ontheissuesmagazine.com/w98chesler.html
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╊ょしくゅくおくゃいちょさえいょ ぉくけこくさな 

╀あぅいかくくしきくつょきいの かょっゅす ぇいぇおょうさえいか くぇてょさしぉくか い きぅついか くぇてょさしぉくか さおくっきなк 
′ゅきくう いあ たょおょう 〈さしきくう ]くこな のぉおのょしさの ぉくさけこくいあぉくゅさしぉく ぇいぇおょうさえいそ しょえさしくぉи 
けいさにかょききくう ]くこな ぉ せくこかぅそи えくしくこなょ けくゅゅぅねしさの えくかかょきしぅこいのか かすゅこょたくぉк 
╈くかかょきしいこすの ぇいぇおょうさえいう しょえさし ぉ きぅつい ゅきい ぉ こぅぉぉいきさえいそ しこぅゅいたいのそи さくぉこょかょききくょ 
╃ぉこょうさしぉく しぅえっょ きょさょし くしぉょしさしぉょききくさしに あぅ けこいきのしいょ しくおえくぉぅしょおにきなそ こょつょきいうи 
えくしくこなょ のぉおのねしさの こょおょぉぅきしきなかい い あきぅちいかなかい ぉ こぅかえぅそ さくぉこょかょききくゃく えくきしょえさしぅк  
をしくし あぅそぉぅしなぉぅねていう けこくたょささ しこょぇすょし さくゃおぅさくぉぅきいの こぅあおいちきなそ たょききくさしょう い 
すけこぅぉおょきいの けこくたょささくぉ くぇてょさしぉょききなそ いあかょきょきいうи さぉのあなぉぅのさに さ ]くこくう い ぉなけくおきのの 
けょこょゅ きょう くぇさしくのしょおにさしぉぅк 
 

╈くきしぅえし 

¨こくさにぇぅ きぅけこぅぉおのしに ぉくけこくさな い えくかかょきしぅこいい ╂-こす ┿くききょ ╂ょぉくこょ 《ぅぇょこかぅきき 

けく ぅゅこょさす bonnadevora@gmail.com 

 

 


