平成２９年度
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女と男の「しあわせ」な生き方
～世界が広がる５つのヒント～

主催／朝霞市
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企画・運営／あさか女と男セミナー企画・運営協力員

はじめに
ひ

と

本市では、
「男女の輪が素敵な朝霞をつくる～男女平等社会をめざして～」を合言葉とし
て、男女平等の取組を支援する総合的な拠点施設であるそれいゆぷらざ（朝霞市女性セン
ター）を中心に、さまざまな取組みを進めております。
ひと

ひと

「あさか女と男セミナー」は、セミナーを通して、男女平等に関するさまざまな情報を
提供するとともに、学びを通じて、参加者一人一人の男女平等意識を高め、性別にかかわ
りなく、その持てる力を発揮し、社会や地域で活躍できる人材育成を目的に、市民公募に
ひと

ひと

よって委嘱された「あさか女と男セミナー企画・運営協力員」と協働して毎年度開催して
います。
ひと

ひと

今年度のテーマは、
『女と男の「しあわせ」な生き方～世界が広がる５つのヒント～』で
す。セミナーの企画にあたり、男女が共に笑顔で毎日を過ごすためには何が大切かを協力
員と共に考え、一人一人の多様な生き方が尊重され、個性と能力を発揮できる環境づくり
が必要であることに行き着きました。社会情勢の変化に対応する新しい考え方や知識を提
供し、受講者が広い視野を持って「しあわせな生き方」について考えるヒントとなること
を目指して、５回連続セミナーを組み立てました。
セミナーでは、体験談や実践を交えた講義が行われ、日常生活にも活かせる学びが多く
ありました。また、受講者同士の意見交換の機会もあり、受講者にとっては自分自身の気
づきや他者への理解につながるヒントとなったのではないかと考えます。
この報告書が、より多くの市民の方々の目に留まり、男女平等社会の理解をより一層深
めていただく一助となれば幸いです。
それいゆぷらざ朝霞市女性センター

―
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＊この報告書は、
「あさか女と男セミナー企画・運営協力員」が各回のセミナー
内容を分かりやすいように要約したものです。

第１回

ｎ
む
ぐっすり眠る方法

～眠りが変わると人生が上手くいく～
講師：鍛治

恵

さん

＊＊＊＊＊ プロフィール ＊＊＊＊＊

1989 年、寝具メーカーに入社。快眠スタジオに配属後、睡眠文化の調査研究業務に従事。睡眠
文化研究所の設立に伴い異動し、主任研究員を経て 2006 年～2009 年まで同所長。睡眠文化調
査研究や睡眠文化研究企画立案、睡眠文化フォーラムなどのコーディネーションを行う。2009 年、
寝具メーカーを退社しフリーに。2010 年、NPO 睡眠文化研究会を立ち上げる。立教大学兼任講
師。
★★★★★ 著書 ★★★★★

『ぐっすり。』

新潮社

他共著等あり

眠りに対する考え方

みになっているものがないでしょうか。

どなたも、毎日とっている睡眠ですが、これを

健康のために睡眠はとても大切です。長く眠る

よりよくしていくために、あるいは最近うまくい

ほど、健康のためにいい。これは、どうでしょう

かないなといったときに、どこをどうすればいい

か。あるいは、人生の１／３は眠っているといわ

のかというところを、正しくて新しい睡眠の知識

れますが、単純に計算して１日８時間睡眠が望ま

の中から、今日からでもやっていただけるような

しいんでしょうか。

情報を提供できればと考えております。
ひと言で眠りへの関心といっても、いくつか違
いがあるように思います。まず一番多くは、もっ
とよい眠りをとるにはどうしたらいいいんだろ
うか。以前と変わってしまったけれども、何がい
けないんだろうかということがあると思います。
それとは別に、短い睡眠時間でよい眠りはとれな
いだろうかということで、生活の中で眠りと他を
どう折り合いをつけたらいいのかという関心も
あります。あとは、本当に眠ることが好きという

それから、睡眠の量と質とリズムについてもお

関心を持っている方も多いですし、あまり考えた

話ししたいと思います。いつも、何時になったか

ことがないという方に、美容とか健康とかが実は

らお布団に入ろうと思っている方。眠たくなくて

眠りととても関連がありますよと言うと、関心を

も同じ時刻にお布団に入った方がいいんでしょ

向けられる方もいます。

うか、どうなんでしょうか。

寝具や寝室も大事なんですけれども、実は他に

あるいは、眠りが変わるということもお話しし

快眠のヒントがあるかもしれないという、そんな

たいんですけれども、若いときは忙しい毎日で、

お話を今日させていただきます。

睡眠時間を削って仕事その他頑張った分、時間に

最初に、眠りに関する情報に誤解とか、思い込

余裕ができたら思う存分眠りたいというような
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気持ちもあるかもしれません。

それが少し緩くなってしまうことによって、眠り

毎日の生活の中における睡眠

の質に変化が出てきます。

眠りは「違う」ということと、あとは「変わる」

眠りは、そういうことによって悪くもなります

と言えます。年齢によって眠りが変化していくと

し、よくすることもできるということです。生活

いうこと、男性、女性で睡眠というのは違います。

習慣、生活スタイルを変えることで、いい方向に

影響を与えるものとして、季節とか、勤務スタイ

変えることもできる。まず原因を把握して、それ

ル。自然環境と社会環境、そういったものも眠り

にどう対応していくかを考えてはいかがかと思

を変えてしまう大きな要素になっています。特に

います。

勤務スタイルに関しては、さまざまな時間帯で勤

睡眠の量と質

務時間が変わる交代制勤務、シフト勤務の方も増

そのときにですね、眠りが睡眠時間だけではな

えてきましたよね。

くて、質のよい睡眠、浅いよりは深い睡眠という

眠りに関する悩みもさまざまなものがありま

ふうに、質の部分がとても大事です。睡眠時間を

す。まずは、寝つきがあまりよくない。二つ目は、

表す「量」だけではなく、
「質」。

夜中に起きてしまってその後寝つけない。そして、

実は、それだけではなくて「リズム」というの

起きたい時間よりもかなり前に、朝早く目が覚め

も、とても大切になってきます。時間にしても質

てしまうことに悩みを持つ方もいます。あとは、

にしても、若いときよりは悪くなっていくという

全体的に何となく熟睡感がないなという熟眠困

のが避けられない部分ではあります。それをなる

難という言葉もあるんですけども、それを入れて

べくキープするように、あるいは、時間が短くな

四つに、眠りの悩みは分類されると思います。寝

っても、リズムをきちんととることで、質の部分

つきが悪いという悩みを持つのは割と若い方に

をキープすることができる。そんなふうに「量」、

多いです。あるいは、男性よりは女性の方に比較

「質」、「リズム」、この三つの要素があるという

的多いようです。

ことをちょっと覚えておいていただきたいなと

「悩み」を感じる原因が三つあります。一つ目

思います。

は、病気の一つの現象として眠りの質が悪くなっ

では「量」からお話ししたいと思うんですけれ

ているということです。当然、その場合はもとも

ども、じゃあ、何時間眠ればいいんだろうかとい

との原因を改善する必要が出てきますよね。

うことに最終的にはなるかもしれません。本当に、

そして、二つ目の原因としましては、体の変化、

これは個人差があって、その人に合う時間という

加齢変化という部分があります。これに関しては、

ことになってくるんですが、一般的に成人で７時

ある程度は受け入れつつ、どうやって折り合って

間ぐらいというのが望ましい標準になります。必

いくか、あるいはそれをなるべく改善するような

ずそれをとっていただきたいということではな

方法を知っていただく。

いんですけれども。それが加齢とともに６時間台

三つ目は環境の変化です。生活スタイルの変化

に短くなるのは、全く問題がないといわれていま

とか生活習慣の変化を前向きに変えることによ

す。

って、寝つきの悪さを少しでも軽減することがで

ただ、その人にとって必要な睡眠が不足すると

きます。

いうことで、体にさまざまな影響が出るというこ

毎日同じ時間に起きてお仕事に行かれていた

とも、睡眠研究で分かっています。これも大きく

方が、定年後に時間が自分で自由にできるように

分けると脳への影響、心への影響、そして体への

なると、実は、眠りのためには規則正しい生活を

影響になりますけれども、皆さん実感していただ

送るということが、とても大切なんですけれども、

きやすいのは、体への影響かもしれません。例え
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ば、免疫力の低下ということがあります。それか

ってきます。それが、眠る準備というふうにイメ

ら、心への影響ということで、感情制御機能の低

ージしていただきたいと思います。

下というのにも関連しています。

体温が高い時間帯は活動や運動に適した時間

睡眠というのは、大脳を休ませるというのが一

帯です。逆に、体温が低い時間帯は、本来、体に

番の目的といわれていますので、睡眠不足だと集

とっては眠る時間帯なんですね。深夜から早朝、

中力、判断力の低下などの影響があります。また、

３時から４時ぐらいが体温が一番低い時間帯に

認知症リスクの上昇も最近の研究から分かって

なります。これは、本来は休んでいるのが望まし

きました。

いんですけれども、この時間にお仕事をされる方

眠りの役割としては、脳の休息、情報の整理や

も当然増えてきていると思います。

記憶の定着、そして体のメンテナンスが行われて

さて、体温が下がると聞くと、皮膚が冷たくな

います。眠りは決して無駄な時間ではなく、きち

ると思われるかもしれませんが、睡眠に関係する

んと活動するためにも必要な大きな役割がある

体温というのは、深部体温のことです。深部体温

のです。

というのは、体の奥の方の体温、内臓温とか直腸

眠りの仕組みには二つあります。

温と呼ばれる体温なんですね。これが下がるため

一つ目は、食欲に近いイメージで睡眠欲求です。

には、熱がどこかに出ていかないといけないわけ

睡眠欲求がどれだけ高まっているかで、眠りが決

なんですけれども、体の奥の熱が、皮膚の方に移

まってきます。夜眠るためには、しっかり日中に

動してきて、皮膚から放熱するイメージになりま

活動することが大切です。

す。

眠りの仕組みの二つ目、これが、体内時計によ

つまり、深部体温が下がってくるときというの

るコントロールです。体内時計というのは、サー

は、皮膚が暖かくなってくる。手足が暖かくなる

カディアンリズムという名前で呼ばれる概日リ

ということが、深部体温が下がってきている証拠

ズムです。おおよそ一日のリズムということなん

になります。逆に言うと、手足が冷たいままです

です。睡眠だけではなくて、体温のリズムやホル

と、深部体温は下がりません。これからの季節は、

モンの分泌のリズム、代謝のリズムも、体の中で

手足が冷たくてなかなか寝つけないという方も

このおおよそ一日のリズムで動いています。朝起

いるかと思うんですけれども、手足を温めて皮膚

きてから大体１６時間ぐらいすると、この活動の

の血管を広げ、熱を逃がしてあげることが深部体

時計が切れるというか、眠りの時間が始まるよう

温を下げる、つまり眠る準備を促すことになりま

になっているんです。

す。

睡眠と体温の関係

「入眠儀式」という言葉をお聴きになったこと

私たちの体温は、一日の間で１度から１度半ぐ

があるでしょうか。これは、皆さんが眠るために

らい、上がったり下がったりを繰り返しているん

意識的に、あるいは無意識に、これをすると次は

ですけれども、この体温のリズムが睡眠のリズム

そろそろ寝るかなという習慣というか、毎日のル

にとても影響を与えていて、体温のリズムが、実

ーティンのことです。

は睡眠のリズムを引っ張っています。

入眠儀式として一番多いのが、そういう意識は

体温が下がると眠くなります。逆に体温が高い

なくても、お風呂に入るということですね。これ

ときには、眠りづらいと言えます。

は先ほど言った、体温をいったん上げて下げると

夕方から宵の口が、体温が一番高い時間帯になり

いうことに直結しているので、とてもいい入眠儀

ます。ちょっと意外かもしれませんけれども、夕

式なんです。

方から夜にピークを迎えた体温はだんだん下が

あるいは、散歩やストレッチ、ヨガ、何でも結
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構なんですけど、軽い運動をすることは、気分も
リラックスしますし、体温のことを考えても、と
てもよい入眠儀式になります。
眠りの環境
最後のポイントは、眠りの環境です。
睡眠中、汗をかいたり寝返りを打ったときに、
それを直接受け止めるのが、パジャマや敷布団、
枕です。そして、掛け布団で保温して私たちは寝
ています。寝ている間に起こる体の変化に、きち
んと対応する寝具を選ぶことが、睡眠環境を整え
るポイントになります。

睡眠は、いつでもぐっすりというのが望ましい

もう一つの寝室環境として、光の話をしたいな

と思われるかもしれません。でも、その方にとっ

と思います。

ての睡眠なので、若いときと比べる必要もないで

ふだん皆さんがお過ごしの、オフィスとかご自

すし、他の人と比べる必要もないということなん

宅の照明は、例えばリビングで３００ルクス位と

です。

いうところです。昼間は明るい環境で過ごしてい

日中困るほどの眠気がなく活動に支障がない

ても全く問題ないんですけれども、できれば、夜、

なら、それが今のその方のちょうどよい眠りと考

快眠のための準備として、だんだんと暗い光にし

えていいと思います。そうは言っても、季節によ

ていくのがお勧めです。

って眠りがなかなかとれない時期ってあると思

例えば、天井に大きな照明がある場合は、そこ

いますし、年齢によっても眠りは変化しますので、

から段階的に消して、なるべくスタンドとか間接

逆にあまり一定を求めない方がいいと思うんで

照明にしていくのをお勧めします。眠る前の照明

すよね。そもそも、眠りは変化するというふうに

の目安としては、３０ルクスと言われているんで

思っていただいて、是非、ご自身に合った快眠を

すけれども、目安としてはちょっと暗めのカフェ

見つけていただければいいかなと思います。
ひと

とか、あるいはバーのような照度ですね。ポイン

ひと

※この報告書は、あさか女と男セミナー企画・運

トは、だんだんと暗めに、赤っぽい光に変えてい

営協力員が作成しています。

くということでしょうか。

参加者ひとこと感想

そして、よい眠りのためには、しっかりメリハ
リのある生活をするということ。日中、活動的に
過ごしているかどうかというところです。特に運

〇

快眠のための光環境ということが、大変興味

動をしましょうということではなく、あくまでも、

深かったです。いろいろ、心がけや気をつける

脳と体両方が、しっかり活動的に過ごせているか

ことが確認できました。ありがとうございまし

ということです。お友達と会ってコミュニケーシ

た。

ョンをとるということも、もちろんよい活動につ

〇

ながると思います。

睡眠が不足すると、体の免疫力が下がり、長
期的にみると花粉症なども引き起こすという

そしてもう一つ、体内時計のリズムが乱れない

ことにびっくりしました。日中に活動して、睡

ような生活ができているかどうかというところ。

眠の質をよくしたいと思います。

そこもポイントになってくると思います。

〇

よい睡眠が、年齢や日中の活動によって変化
するものだという点が興味深かった。
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第２回

ｎ
暮らしを豊かにするヒント！

～生活をマネジメントする大人のための現代家庭科～
講師：小平

陽一

さん

＊＊＊＊＊ プロフィール ＊＊＊＊＊

1973 年、大学理学部化学科卒業。民間企業、大学の化学研究所を経て、1976 年、埼玉県立
高等学校理科教師となる。以降、化学を 18 年教えたのち、女子大にて家庭科の教員免許を取得。
家庭科の教師に転科し、16 年間家庭科を指導。定年退職後、立教セカンドステージ大学、立教大
学大学院 21 世紀社会デザイン研究科修了（2016 年）。大学院在籍中、応募論文が日本女性学習
財団賞大賞を受賞。現在、飯能市男女共同参画審議委員、シニア社会学会「ライフプロデュース研
究会」会員。
★★★★★ 著書 ★★★★★

『僕が家庭科教師になったわけ』

太郎次郎社エディタス

化学から家庭科へ

は息抜きの授業と思われているので、それを逆手

まず、どこへ行っても聞かれるのは、なんで家

に取って、家庭科なら本当に生徒に伝えたいこと

庭科に転科したかということです。科学に憧れて

ができるじゃないかって思って、だんだん家庭科

理系の方に進んだんですけれども、公害問題が起

の方にシフトしていきました。

こって、それがやがて環境問題に発展して、最初

そのころ、男女平等という風潮が世界的に高ま

に出会ったのが水俣病の問題なんです。果たして、

っていて、家庭科は男女共修になるので、家庭科

科学の進歩というのは、人間を本当に幸せにした

の教科書づくりに参加してくれないかと出版社

んだろうかという疑問が湧いてきて、科学の進歩

から声が掛かって、男の立場、理科という立場で

がもたらす便利さを、無自覚に受け入れる我々の

参加しました。これが、家庭科に移った直接のき

生活。この危うさというのはどうなんだろう、そ

っかけですね。それで、その後本格的に女子栄養

ういう問題意識ですね。生徒に化学というものを

大というところに１年間通って家庭科の免許を

教えながら、生活科学ということに関心を持つよ

取って、転科したということなんです。

うになって、藍染め、せっけん、みそづくりをや
るようになったんですね。そうしたら、これって

「家庭科」その歴史と変遷
家庭科というのは、戦前はありません。家庭科

家庭科みたいだねという生徒のつぶやきがあっ

という名称は、戦後新しくできた教科です。家庭

て、初めて私も家庭科の存在にここで気がつきま

科の源流というのは、明治から戦前までの良妻賢

した。

母教育、裁縫教育が主でした。戦前は、裁縫がで

もう一つ、僕は化学を教えながらちょっと悩ん

きるということが、女性が嫁に行くときの一つの

でいました。教室の中で一生懸命聴くのはほんの

基本的な技術というか、家族の着る物を仕立てる

数人で、化学を通して教えたいことがあるけれど、

のが妻の役目という感じでした。戦前は、嫁、母、

受験に縛られてうまくいかないということがあ

妻としての教育だった家庭科が、戦後新しい憲法

りました。

の下で生まれたのですが、もちろんこれは、ＧＨ

家庭科というのは、とても軽視されて、生徒に
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います。どう変わったかというと、女子教育、主
婦教育から、男女共同参画社会への教育になった。
家庭科が女子だけが学ぶということ自体がです
ね、男は外、女は内ということを容認していた。
学校で、女子だけが家庭科を学ぶということ自体
が、性別役割分業を支えていることになって、そ
れが、解体されていく。つまり、男女とも、暮ら
しや生活に責任を持つ。主体的に関わるという方
向になった。
「料理、裁縫」から、
「生きる力」に
なったということです。
Ｑの指導の下で、民主的家庭建設のための教科と
いうことで、男女共学で出発しました。中学校も

家庭科で学ぶこと
男女共修の前の家庭科の教科書を見ますと、そ

高校も共学でした。中学校、高校は選択教科でし

の辺のところが本当に如実に表れていて、昔の教

たけれども、一応共学だったんですね。

科書は、料理と裁縫ばかりでした。男女共修にな

しかし、高度経済成長が始まると、だんだん女

ってからの教科書は「家庭総合」。サブタイトル

子の教育に特化していくんですね。この高度経済

が、「自立・共生・創造」とありますね。大人が

成長とともにサラリーマン家庭が増えてきて、職

読んでも本当に面白いと思うんです。高校生だけ

住分離。働く場と寝る場が分かれたんですね。専

が勉強するのはもったいないと思います。特に、

業主婦というのは、戦後生まれた言葉ですけれど

シニアの方に是非読んでもらいたいなというふ

も、性別役割分業が強化されていく。ですから、

うに思うんです。見開きを開けると、「人として

最初共学で出発した家庭科も、女子教育に特化し

生きる」、
「環境を考える」、
「生活を営む」、
「家庭

ていくようになりました。

科を学んで持続可能な社会をつくる」、
「暮らしの

その後、男女共修の家庭科への転換と。これは

担い手になる」、こういうタイトルになっている

１９９４年、中学校ではこの前年９３年に男女共

んですよ。自分の人生を、どうプロデュースする

修になりましたが、その背景には、国連の国際婦

かというのが、家庭科の目標になってきているん

人年があります。１９７５年ですね。このあたり

ですね。

から、男女平等の潮流が日本にも影響を及ぼして

この男女共修の家庭科の目標というか柱は、

きました。日本で、女子差別撤廃条約を批准した

「自立・共生・つくる」というふうに僕は考えて

のは、１９８５年になります。これを受けて、文

います。つくるというのは、人生をつくるとか、

科省の方で指導要領等の改訂がありました。他に

家庭をつくるとか、生活をつくるとか、社会をつ

も、「家庭科の男女共修を進める会」というよう

くるというところまで含めてですね、人と社会の

な市民運動があって、教育における男女不平等の

関係性をつくるという。

是正ということで、家庭科が男女共修になりまし

それから、ライフデザイン、どういうふうに生

た。
共修家庭科へ

きていこうかという、そういうことを考える教科
家庭科のパラダイムの転換

というふうに捉えています。

共修の家庭科になったということは、家庭科の

それから、個の生き方、やはり基本は自立だと

パラダイムの転換。パラダイムというのは、一つ

思います。しかし、人は一人では生きていけませ

の枠組みという意味なんですけれども、家庭科の

んから、自立した個が共生して助け合って生活を

向きが方向転換、１８０度変わったと僕は考えて
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つくっていくという、共生ということも大事なこ

らいいのか。僕は、先ほど自分の相棒という言い

と、相互扶助ですね。この共生は、男女の共生ば

方をしましたけれども、妻っていう言い方をする

かりではなくてですね、自然との共生も含まれる

方もいるし、あとは、女性だったら主人という呼

し、社会との共生も含まれるというふうに考えて

び方もあるだろうし、いろいろなんですね。プラ

います。

イベートな場面で相手を呼ぶ場合は、皆さんどん

家庭科で学ぶこととして、家庭科には学習目標

なふうに呼んでいますか。

はありますが定義がないのです。僕なりの定義を

あと、生きる力って何って言われると、案外難

考えてみたんですが、衣食住を含め、生活に関す

しいですよね。人によっても、生きる力って何か

る全般を学ぶ勉強だというふうに捉えています

ってそれぞれ見解が分かれて、その人が置かれて

それから、学校で今教えている自立というのは、

いる、どんな課題に直面しているかによっても生

生活の自立、経済の自立、社会的自立、精神の自

きる力って変わってくるし、時代によっても違っ

立っていう四つを教えています。経済の自立、自

てくると思います。

分で食いぶちを稼ぐ。生活の自立、衣食住を含め

それから僕は、依存できるっていうのも、一つ

て自分でできる。社会的自立というのは、人間は

の生きる力じゃないかと思うんですけども。上手

社会的な動物ですから、人とのコミュニケーショ

に分散して依存できるっていうのは、一つの力に

ンが取れるということですね。それから、精神の

もなるんじゃないかと思っています。

自立。自分で自分のことを決められる、人にいつ
も決めてもらう、依存するんじゃなくて自分で決
められる。そういうことを言いますね。
家庭科というのは、人や社会や自然と会話する
教科だというふうに僕は捉えているんですけれ
ども。関係性をつくる、コミュニケーションをつ
くる。以前はですね、家庭科は、基本は家族だっ
たんですけれども、今はいろんな家族があって多
様化していますので、好むと好まざるとに関わら
ず、個の時代になっているんじゃないかと思いま
す。

人生100年時代のライフデザイン

その個の確立というか、市民意識というのが基

人生１００年時代のライフデザイン、このお話

本で、そこで自立があり、共生があり、そして、

をしたかったんですね。今や１００年時代といわ

創る、創造と、家庭をつくる、生活をつくる、関

れる、本当に長生きする時代になってきました。

係性をつくる、人間性をつくる、こんなのが三本

平均寿命ご存じでしょうか。女性が８７歳、男

柱であるんじゃないかというふうに捉えていま

性がだんだん差を詰めてきて、８１歳になりまし

す。

た。昭和初期は、男性５１歳で、女性５４歳。終
戦間際も同じようです。１９５０年代は男性が５

大人の家庭科 ミニ授業
パートナーの関係性ということで、パートナー

８歳、女性が６１歳。しかし、この５０年で本当
に、我々の寿命は延びました。

をどう呼びますかというミニ授業を入れたんで
すけれども、自分の妻、あるいはパートナーを呼

その延びた背景は、一つは栄養状態がいい。も

ぶときに、ちょっと戸惑いますよね。どう呼んだ

う一つは医療の発達。それから衛生状態が非常に
いいということで平均寿命が延びてきている。逆
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に言うと、なかなか簡単には死ねない時代になっ
てきたと思います。この長寿社会ですから、新た

参加者ひとこと感想

な価値観っていうのかな、新たなライフデザイン
が必要になってきているような気がします。
今、僕が一番関心があるのは、シニアの特に男

〇

私が学んだころの家庭科とは、まったく違う

性ですね。高度経済成長を支えてきた、特に団塊

内容の教科書に驚きました。
「自立の力を育む」

の世代なんかは、性別役割分業で、生活面は奥さ

とても大事なことだと思いました。男女共同参

んに任せて、それこそ男は外で、女は内というと

画の基本だと思います。

ころを生きてきたわけです。
これが定年になるとですね、逆転してきますね。

〇

大学受験の時に、家庭科は理系の学問だと気

定年になると男が内、女は外。結構女性は、地域

づいたので、化学の先生が家庭科へ転向したこ

の活動やなんか社会活動をしてますから。

とへの違和感はなく思いましたが、今日のお話

それから、男性が働いて家の家計を支えている

を聞き、実は家庭科はもっと奥の深い「人が生

ときには、誰のおかげで飯が食えているんだとい

きる」ということの学問なのだと知りました。

うようなことよく聴きますね。男性が定年を迎え
ると逆ですね。奥さんの方から、誰のおかげで飯

〇

が食えているんだと逆転していきますね。

家庭科の歴史を聞き、個の時代になった今、
ますます未婚率⇒少子高齢化が進むのではな

やはり、これからは、男も長生きする時代です

いかと思いました。社会は、お互いが自立した

から、男性が先に亡くなっても、女性が先に亡く

うえで共生していく方法を導き出さなければ

なってもやっていけるように、生活の自立ってい

いけないと思います。今の高校生は、人生設計

うのは大事だなと思うんです。大体男性は、妻に

など早い段階から学ぶのだなと感心し、将来が

介護してもらうって考えてますけれども、必ずし

楽しみだと思いました。男女平等の流れになっ

もそうはいかないので、家事のできない夫に、自

てから、まだそんなにたっていないのだなと実

分の介護を任せられるのかという問題があると

感しました。

思います。そういうことも家庭内危機管理と思っ
ているんですけれども。
１００年時代、長いセカンドステージ、第２の
人生をどう過ごすかっていうのがこれからの課
題だと思いますので、そういうことも視野に入れ
て、これからの人生、ライフデザインを考えてい
ただけたらなと思います。
ひと

ひと

※この報告書は、あさか女と男セミナー企画・運
営協力員が作成しています。
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第３回

ｎ

映画の中の女性たち
～映像を交えて語る～
講師：西山

千恵子

さん

＊＊＊＊＊ プロフィール ＊＊＊＊＊
東京都生まれ。お茶の水女子大学大学院家政学修士。現在、青山学院大学、慶應義塾大学非常勤
講師。専門は、ジェンダー論・女性学・フェミニズム論。
★★★★★ 著書 ★★★★

共著『ビデオで女性学―映画のなかの女性を読む』有斐閣
林博史他編著
不磨書房

白澤社

『連続講義

暴力とジェンダー』

『森美術館問題と性暴力表現』ポルノ被害と性暴力を考える会編

共編著『文科省/高校「妊活」教材の嘘』論創社

メディア・リテラシ―とは

など

性質が強いということを聴いています。

メディアや社会についての一般的な背景とな

メディア・リテラシーの基本

ることも含めて知識を持って、クリティカルに、

メディア・リテラシーの基本を８点押さえてお

批判的な態度でそれを分析し評価する。そして多

きたいと思います。

様な形態でコミュニケーションを作り出す。その

（１）メディアはすべて構成されている

ようなメディアの総合的な読み書きの力を言い

メディアは、現実そのものを反映しているので

ます。

はなく、さまざまな選択と意思決定を反映し、入

メディア・リテラシーのいろいろな視点

念に作られた構成物を提示している。映画の描く

メディア・リテラシーと言うときに、いろいろ

女性、男性はすべて構成されている。送り手とい

な視点があります。例えば消費者の立場からとか、

うのは男性中心集団で、ある特定の意図、目的の

人種がどのように描かれているか、世代は、国籍

ために、その女性像なり男性像を作り上げている。

問題としてどうか。今日は、男女共同参画の講座

その意図は何かということを見抜くことが重要

ということで性別あるいはジェンダー。社会的に

です。

作られた性差という視点で見ていきます。

(２)メディアが更に「現実」を構成していく

メディアにおける性別、性差を概観します。日

私たちが世界について知っていることの多く

本の新聞社、通信社等における女性の割合は１５．

はメディアから知ったことである。メディアは意

８パーセント。欧米ですと３割、４割は当たり前。

図的に構成した「現実」を私たちに提示していま

日本は大体どの分野においても女性が非常に少

す。

ない。

(３)受け手がメディアを解釈し、意味を作り出す

私たちは日常生活の中で大量の情報を得てい

受け手によりメディアの解釈の仕方、読み取り

ますが、その情報というのは、男性社会、男性中

方は異なり、個人レベル、集団レベルでも異なる。

心組織の視点を通した情報だということに常に

主流な読み方だけでなく、対抗的、批判的な読み

意識を置いておくべきと言えるでしょう。女性記

方を意識することが重要です。

者が作った記事を管理的な立場の人がチェック

(４)メディアは商業的意味を持つ

する。その立場の人は男性が多いという仕組みが

メディアは商売と結び付き、金もうけと結び付

あるわけですね。映画は特に男性、男社会という

いている。社会に流布した女性像や男性像を描け
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ば、視聴率や部数、映画であれば観客動員数が稼

性の全身を写すときに、テレビカメラはその女性

げるわけで、より安全で、保守的になりがちです。

の体を足元から映して上げていくという映し方

メディアからの情報がどのように利益と結びつ

があります。男性には、そうしません。そういう

いているか、日常生活とどのように関わっている

ことに気が付いていくということです。ラジオは

かを分析する視点が必要です。

声や音だけで男女を強調、ラジオの女性アナウン

(５)メディアはものの考え方、イデオロギーや価

サーの声が高い声で音声に特徴を出すとか、気が

値観を伝えている

付いていくと楽しかったり不愉快になったりし

メディアは女性、男性についての見方（女とは

ます。

男とはどういうものか、魅力的な女とは男とは）

(８)批評的にメディアを読むこと

を伝えています。

メディア・リテラシーに取り組む者は、メディ

(６)メディアは社会的・政治的な意味を持つ

アをクリティカルに読み解く能力を獲得してい

メディアは政治の動向や社会の変化に大きな

く中で主体性、積極性を養う。女性の視点、ジェ

影響力を持っている。映画も直接、政治の動向や

ンダーの視点から批評的にメディアを読むこと

社会の変化に大きな影響力を持っている。そして

で世界が広がり、多様な情報にアクセス、発信で

男女平等・男女共同参画政策、女性の社会的な位

きます。

置付けに対しても大きな影響力を持っている。か

メディアによる男女不平等な表現パターン

つて、イギリスで女性の参政権運動が高まってい

(１)女性の登場比率は男性を下回る

たとき、その時代はテレビとかありませんでした

(２)男性が普遍で女性が特殊

が、紙媒体の新聞のようなメディアに参政権運動

特に紙媒体で、男性が人間一般として描かれて、

に非常に関わっている女性の活動家たちが「醜い

女性は特殊な存在。例えば教師と女性教師、医師

女」という絵柄で表されていました。

と女医、飛行士と女性の飛行士が母親だったりす

(７)メディアは独自の様式、芸術性、技法、決ま

るとママさん飛行士。

り、約束事をもつ

(３)性別役割分業の固定型…男は仕事、女は家庭

新聞は紙媒体、ラジオだと音声です。テレビだ

(４)性別職務分離の固定型…社長と秘書、医者と

と音声と映像。いろいろな条件があり、規定され

看護婦、ＯＬかキャリアウーマン

る見方や表現の仕方がある。そういうことを意識

(５)家父長制度の慣用表現

しましょう。メディアは独自の言語と文法を持ち、

(６)女性（登場人物）が若い年齢層に集中

それぞれの特徴的な方法で「現実」を構成するわ

(７)女性を性的対象として価値付ける

けです。

性的対象として評価し、固定化し、女性は年を
取ったら駄目だとか、美しさで判断されるイメー
ジが映画によっても作られてきました。（諸橋泰
樹「メディア表現」
『ジェンダーがわかる。
』朝日
新聞社２００５年

参照）

(８)性的少数者の偏った表現
性的少数者に対する差別的な用語の日常化（オ
カマ、ホモ、レズなど）。当事者からすると、非
常に差別的に聞こえる場合があります。
メディアは女性、男性の描き方に対して独自の

人の性というのは本来、いろいろな在り方があ

様式や芸術性等を持つ。例えば、若くて美しい女

る。メディアの中では誤った知識に基づいた表現、
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あるいは偏ったイメージが頻出している。また、

ぱり映画が好きで、映画しかないと思い込んだと

否定的な表現だったり、あるいは、笑いの対象と

きに、本当に襲い掛かってきた差別や否定の波は

なります。

いっぱいありましたけれども、絶対に負けない、

女性映画監督の台頭

絶対に諦めないという執念だけはありました

日本映画監督協会というのは、１９３６年に創

ね。」

立されて、映画、映像分野の発展と監督の地位向

一般映画第一作を撮ったのは５０歳のとき。一

上のために活動を続けてきた。登録されてる監督

般映画３本目となる「百合祭」では、タブーとさ

を調べたら、女性の監督が少なく、ほとんどの映

れた老人の性を描いた。忘れていた感覚にときめ

画は男性監督によって作られている状況がある。

き、生き生きとしていく女性たち。老人の性を正

映画の中の女性というのは、男性が作り上げた

面から取り上げた意欲作。

女性イメージであるということが前提でした。そ

浜野さん「心をこじ開ける、劇薬のようなもの

の中でも、女性映画監督が台頭してきたというこ

であの女性たちは、社会の常識の中で生きてきた。

とです。長く男社会だった映画界で、女性映画監

誰に何を言われても自分が幸せに生きる方法と

督の活躍が目立ってきました。

いうものを何か提示したかった。」

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【ＮＨＫ

ＥＴＶ特集「愛と性を撮る―女性映画

劇映画を撮る女性監督として、フェミニズムの

監督は今―」（２００７）から】

思想とか、差別との戦いとか、浜野さんは、そう

３００本もの映画を撮った女性監督が浜野佐

した思想や言語を、直球で表現する数少ない存在

知さん、当時５９歳。実はピンクと呼ばれる成人

です。浜野さんが一般映画を作ろうとしたモチベ

映画。浜野さんは、２２歳で監督になった。

ーションの一つとして、ピンク映画を何百本も作

浜野さん「４０年前、女は映画監督になれない、

ってきても、映画監督として見てもらえない。評

もう最初から言われましたからね。女には無理だ

価されない。存在を消された自分というのが非常

と。就職条件が大卒男子ですからね。何が何でも

に残念で、それで一般映画を制作しようというこ

監督になる。駄目だというなら、なってやろうじ

とになったと聞いています。

ゃないかっていう感じですよね。」
その頃、入れたのはピンク映画の世界しかなかっ
た。
ピンク映画の助監督になった浜野さんは、いつ
もサングラスを掛けるようになった。
浜野さん「私、ピンク映画の世界に飛び込んだ
のが、１８歳だったんです。これは私の戦闘服だ
っていうつもりでサングラスをするようになっ
たんです。」
浜野さんの父親は、小学生の時に急死した。

映画祭

浜野さん「私の母に対して、女だから、母子家

『東京国際レズビアン＆ゲイ映画祭』というの

庭だからという差別があり、特に地方ですから、

が開かれております。 ＬＧＢＴその他多様な性

本当にいっぱいあるわけです。悪戦苦闘している

を取り上げた国内外の多ジャンルの映画を上映。

母親を見てきて、これが私だっていう職業を持ち

今年２６年目です。レズビアン＆ゲイ映画祭とい

たいと思ったんです。それでその中で、私はやっ

うと性的なポルノ的なイメージだけを思い浮か
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べる人もいるかもしれないですけど、そうではあ

で紹介している作品以外でも、たくさん学べる映

りません。非常に良質な映画祭として２０００年

画はあるかと思います。

代後半は文化庁の支援が付きました。

※この報告書は、あさか女と男セミナー企画・運営

「ロミオ」

協力員が作成しています。

ひと

ひと

「ボクらのはっちゃけウイークエンド」
「行き場をなくした子供たち」

参加者ひとこと感想

「マイ・マザー・ライクス・ウーマン」
「彼と彼女のゲイビー大作戦」
「インターセクション」
など本当に多様性が学べる映画祭で、２０１６年

〇

とても聞きやすくて、ためになりました。
「ド

から『レインボー・リール東京』に名称を変えま

リーム」という映画は、先日テレビで紹介して

した。７月頃に毎年開かれています。

いました。見に行きたいと思います。

映画で学ぶ、隠された女性たち
『隠された女性』というのも今日のキーワード

〇

映像の中の浜野監督の言葉に「自分が生きる

です。浜野監督の映画「百合子、ダスヴィダーニ

ために仕事がしたい」というのがありました。

ャ」とか尾崎翠という作家の伝記映画などは、隠

経済的自立がこれからの女性には必要なこと

されてきた女性に焦点を当てた映画です。隠され

だと思いました。

てきた女性を取り上げた映画には、他にも次のよ
うな作品があります。

〇

映画の中の女性をジェンダーという視点から
見るのは、とても興味深く、お話もおもしろか

「カミーユ・クローデル」（１９８８）

ったです。監督が、女性か男性かは意識してい

ロダンの「愛人」だった、女性彫刻家を取り上

ませんでした。
（小説は作家が女性か男性かを必

げた映画。

ず意識して読んでいるのに）新しい視点、あり

「アルテミシア」（１９９７）

がとうございました。
「百合子、ダスヴィダーニ

１７世紀のローマに実在した伝説の早熟な天才

ャ」、宮本百合子さんの本は好きだったので、映

女性画家アルテミジアの伝記映画。

画を見てみたいと思います。

「未来を花束にして」（２０１５）
女性参政権運動に多くの女性の才能が集まっ
ていて、画家や彫刻家もこの運動に関わっていた。
メリル・ストリープさんも出ている作品。
「ドリーム」（２０１６）
東西冷戦下にアメリカとソ連が宇宙戦争をし
ていたときに、ＮＡＳＡで女性数学者たちが貢献
していた。黒人で女性というダブルマイノリティ、
そうした女性を紹介するという映画。
映画監督としても、歴史の中でも女性が隠され
てきました。映画を通してそれを発掘する。ここ
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第４回

落語と歌で楽しく考える男女共同参画
講師：千金亭

値千金

さん

＊＊＊＊＊ プロフィール ＊＊＊＊＊
１９６３年東京都生まれ。８７年、埼玉県鶴ヶ島町（現・鶴ヶ島市）に就職。財務、年金担当、公民館
に勤務。９９年、後にジェンダー・ハラスメント研究の先駆けとなる小林敦子さんと事実婚（夫婦別姓）。
男女共同参画に関心を持ち始める。２００２年、第２子が６か月～１歳の半年間に育児休業。復帰後、市立
図書館を経て、０７年からの３年間は男女共同参画を担当。落語鑑賞の趣味をいかして、ジェンダー、育児
休業などを題材にした「男女共同参画落語」を次々に創作し口演。１０年に担当を外れた後も、個人として
落語や歌を交えた講演活動を続けている。１０年間に１２本の落語を創作し、全国２４都府県９４市区町村
で１６２回、７，７４５人に口演。

★★★★★ 執筆等 ★★★★★
皆様こんにちは。
「男の育休」－なぜか刷り込まれなかった私から、容認的夫婦別姓「着なくてもいい制服」の難しさ（い
ずれも雑誌『子どもプラスmini』プラス通信社）、育児休業 私の場合「育児は女性だけの仕事ではありませ
ん！」（季刊『1･2･3歳』赤ちゃんとママ社）、育休はパパを「子育ての当事者」にする（冊子『パパの育
児休業体験記』内閣府）、
「すべての人に

すべてのチャンスを」
（平成22年度男女共同参画週間キャッチフ

レーズ優秀賞・内閣府）

男女共同参画すごろく

いことが、もしあったとすれば、それはどれほど

１９９９年に「男女共同参画社会基本法」とい

の問題ですか。これが、２番目の質問。

う法律ができまして、それから男女共同参画とい

人として当たり前の権利、当たり前の幸せ、そ

う言葉を耳にするようになりました。

れが実現していない。つまり、人権問題なんだと。

どんなイメージですかね。何でもかんでも、男

性別のせいで、やりたくないことをやらされる

性と女性が力を合わせて一緒にやるというイメ

とか、そこまでいかないまでも期待される。やら

ージかもしれないんですけれども。

ないとまずい空気になるとか。そういうことも含

最初にどういうことで男女共同参画が始まっ

めて、人権問題なのか。いや、人権問題というほ

たのか、確かめておきます。

どではないのか。これが、二つ目の質問。

「男女共同参画すごろく」というふうにさせて
いただいています。「今の世の中、性別のせいで
自由に生きられない。」生きていて、どうも思い
どおりにいかない、うまくいかないってことがあ
る。どうしてかなと思うと、男だから、女だから、
そういう理由でうまくいかないということがあ
るなと思いますか、思いませんか。これが第１の
質問。
次に、世の中、性別のせいで自由に生きられな
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１つ目の質問。性別のせいで自由に生きられな

～創作落語「じぇんだー・はらすめんと」口演～

いということが、ありますか、ありませんかとい
うことで、二つに分かれて、それがどれほどの問

グループトークと意見発表

題かということで、また二つに分かれるという。

落語の中で三輪崎係長がさんざん説明してま

Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、四つの上がりがあるという変

したけれども、本人の希望じゃなくて、ただ男か

わったすごろくです。皆さん方、二つの質問にお

女かで、「お前は、あれをしろ。あれをしちゃい

答えになって、たどり着いたところの２行のメッ

けない。」そんなふうに仕事・役割を決めつけら

セージを読んでいただくと、私がいちいち説明し

れてしまう。それが、ジェンダー・ハラスメント

なくても事が足りるという。そういう便利な趣向

というものなんです。

になっているんですけれどね。

これからですね、四、五人ずつのグループに分

男女共同参画の始まりは

かれておしゃべりタイムとさせていただきたい

男女共同参画。これが、どういう気持ちで始ま

と思います。せっかくのセミナーですので、一つ

ったかという話です。今の世の中、性別のせいで

のことについてちょっと考えていただきたいん

自由に生きられないということがあるという発

ですね。

想なんですね。あるという認識に立って、なおか

落語の中でちょっと気になったところといい

つそれは、人権の問題であると。人権を実現する

ますか、気になっているかどうか。小原恭子さん

ために、性別のせいで自由に生きられない。やり

という主人公、女性の方が出てまいりましたが、

たいことができない。やりたくないことをやらさ

主任なんですけれども、男性の主任が任される仕

れる。そういうことをなくしていこうよと。その

事、プレゼンのローテーション、社内会議でいろ

ために、男女共同参画を始めましょうということ

いろと新しいことを提案する。それを自分だけや

なんです。

らせてもらえない。

これは法律にも書いてあるんですけれどね、

これはセクハラじゃないかって言ったんです

「男女共同参画社会の形成は、男女が性別による

けど、板野係長は、「セクハラというのは、セク

差別的取扱いを受けないこと。」あなたは、男だ

シャル・ハラスメントの略だから、これはセクシ

からこうしなさい。あなたは、女だからこう生き

ャルな事ではないのでセクハラじゃないんだ」と。

なさい。そうなると、性別のせいで自分のやりた

でも、何か言い返したいですよね。まあ言い返

いようにはできなくなりますよね。それが、難し

そうとしたところでお昼休みになっちゃって、お

く言えば性別による差別的取扱い。それを受けな

昼ご飯食べに行っちゃったようなんですけれど

いこと。
「その他男女の人権が」と続きますので、

も。もしも言い返すことができたならば、板野係

それを受けないことっていうのは、人権なんだと

長に何と言ってやればよかったのかということ。

いうことが分かる。それが「尊重されることを旨

これを話し合っていただきたいと思います。

として」いる。そういう目的で、そのために男女
共同参画は始まりました。だったら、「性別によ

～グループトーク～

る差別禁止法」とかね、「性差別禁止と人権の実
現のための法律」とかね。そう言った方が分かり

○千金亭値千金

やすいんですけれど。

い返せばよかったでしょうか。

では、落語のお時間になりました。今日の落語

○受講者Ａ

は、「じぇんだー・はらすめんと」。

そのとき小原恭子さん、何と言

上司の、もう一つ上の上司の方に相

談してみるっていうのもあるんではないかな。
○千金亭値千金
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なるほど。そうですね。

○受講者Ａ

あと、今まで実際に働いてみて、男

て。そういうふうに思い知ってもらいたいですよ

の人と女の人って、仕事の区別みたいのはやっぱ

ね。

りあったよねっていう話も出ました。今の若い人

○受講者Ｃ

にも、男の子にはそういう意識があるのではない

ん」
、
「何々君」っていう日本語独特の子どもの呼

かなというような。

び方があって。それが、男性と女性を区別してき

○千金亭値千金

たんじゃないかということ。

男性は、どうしていつまでも変

わらないんでしょうね。
○受講者Ａ

まず、小さいときから、「何々ちゃ

ある程度大きくなって物事が分かるようにな

やっぱり意識が変わるまでには、何

ってから、男性はこうあるべき、女性はこうある

代か少しずつ少しずつ、上の代から意識が変わっ

べきということが、自然に植え付けられたのかな

ていきながら、個人的には三代目ぐらいでやっと

ということで、家庭の中でも学校の中でも、男女

薄まるのかなと。

平等だという教育が必要じゃないかということ

○千金亭値千金
○受講者Ａ

三代かかるんですね。

があります。

女だから仕事が来なかったんでは

それから、先ほど恭子さんが、主任と呼ばれな

なくて、実力がないからだということも考えられ

いで、「ちゃん」と呼ばれたと。係長からそう呼

ますよね。女だから外されたのかなって言う前に、

ばれたときは、「佐藤主任と同じように、主任と

自分に実力があるのかなっていうようなことも、

呼んでください。」と、はっきり言うべきではな

ちょっと考えていく必要があるんではないかな。

かったかなと思います。

○千金亭値千金

なるほど。これ初めて出ました

それから、そんなふうにきつく言わないで、ユ

ね。もっといろんな角度から掘り下げてみると、

ーモアで返したらどうかなと思いました。

そういう部分も考えていいんじゃないかなって

それと、あまり深く考えないというふうな方も

ね。
○受講者Ａ

おられました。小さいときからそういうふうに言
もう一点。職場の中で、同じような

われている方であれば、深く考えないこともある

思いをしている仲間を集めて相談するというの

のかなと。男性の場合は、逆に「何々ちゃん」と

はいかがだろうかと。

言われるのは、やはり心外というか、こうあるべ

○千金亭値千金

きというプライドみたいなのが、根強くあるんじ

もう少しネットワークを広げ

て、隣の課でもいいですよね。仲間を募ってみる

ゃないかなという感じがしました。

という。

○千金亭値千金

○受講者Ｂ

ズバっと、「私はそういう言い方は

嫌です。」です。

端的に言ってしまえば、男性社

員は職場では仕事をする人間、職業人として呼ば

セクハラっていうのは、感じ

れる、扱われるけれども、女性社員は、子どもの

方によるので、触るとかは関係なく、嫌だと思っ

頃から「ちゃん」と呼ばれてきて、職場に入って

たらセクハラですと。

主任は主任だけども、「ちゃん」付けがそんなに

○千金亭値千金

抵抗ないっていうことが確かにあると思います

セクハラだっていうふうに持

っていくわけですね。セクハラだと思っているん

ね。

だけども、セクハラじゃないと言われて。でも、

ただ、落語の冒頭でも申し上げたように、主任

言い返したいということで、あくまでもそれはセ

と呼んでほしいという方もいらっしゃる。一人ひ

クハラですと主張する。

とりで嫌なことが違うんだ。考えなければいけな

私が嫌だと思ってるんだから、それはセクハラ

いことだと思うんですね。

なんです。とにかく、セクハラって言えば、相手

ジェンダー・ハラスメント

は悪いことだと思うので、悪いことなんですよっ

セクハラではなくて、何と言い返すか。一つの
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言葉で返すならば、それはジェンダー・ハラスメ

ところであるならば、実際に、社会がどういうふ

ントだということで、セクシャル・ハラスメント

うになってくれば、性差別がなくなって人権が実

とは実際に区別しているものなんですね。

現するといえるのか。もう少し具体化した目標が、

いわゆる性的な事ではないけれども、男性、女

男女共同参画社会。「男女が、社会の対等な構成

性が原因になって、例えばやりたい仕事をやらせ

員として、自らの意思によってあらゆる活動に参

てもらえない。そういうようなことを何と呼ぶか。

画する機会が確保され」ている社会ということに

まだ私たちは、その言葉を獲得してないんですね。

なるかと思います。

セクハラという言葉は定着したんですけれども、

それを男女「共同」参画と呼んでいるんですが、

それは性的な話じゃないと言われたらもう言い

「対等な構成員」の「対等」が、「共同」という

ようがない。

言葉に変わっている。変えないで、そのまま「男
女対等参画」の方が、法律の条文のままの言葉に
なっているんですけど、それを「共同」というい
うふうに言い換えています。
この、共に同じと書く「共同」の場合は、単に
一緒にということの意味の他に、同じ資格で結び
付く、同じ条件で関わり合う。つまり、対等に関
わるという意味が入っています。
そして、
「参画」。これは参加という言葉に似て
ますけども、計画に参加する。計画の段階から参

そこで、ジェンダー・ハラスメントという言葉

加することができる。

が、使えるようになれば。そして、ジェンダー・

これが男女共同参画社会だと、目標を立ててい

ハラスメントと言われれば、ああそういうことか

るわけなんですね。

と。なるほど、それは性別によって人の役割を決

では、その目標にどうやって近づくことができ

めつける、差別することでいけないことだったな

るか。言ってみれば手段はどうか。

と。気がついてくれる、直してくれるというよう

ジェンダー

な状況になればいいんですけれども、まだそうは

そこでまず、ジェンダーという言葉を確認して

なっていないですね。

おきましょう。ジェンダーとは、「社会的・文化

ただ、男女共同参画にとっては、とても大事な

的に作られた性別」です。

ことなんですね。

性別にも身体的なものと、社会的なもの、ある

男女共同参画社会という目標

いは文化的なものがある。男性女性って分けてい

では、男女共同参画社会って何か。１９９９年

るのは身体的な性差、体のつくりですよね。いろ

に、「男女共同参画社会基本法」という法律を作

いろな体を持った人がいるので、本当は無数に分

りまして、世の中を男女共同参画社会というもの

かれるんですけども、大きく二つに分けられる。

にしていこうとしたんですね。

そういう体の差以外のジェンダーとは、男性像、

では、それはどういう社会かというと、「すべ

女性像。「像」ということなので、皆が共通して

ての人が、すべてのことに対等に参画できる社会」

持っているっていうことが前提にあるかと思う

というふうに私の言葉で解釈をしました。

んですね。例を言った方が分かりやすいですね。

一番最初に出てきた、性差別をなくし、人権を

「男は度胸、女は愛きょう」というようなことで

尊重する。これが目的、最終的にたどり着きたい

す。一般的に言われている男性像、女性像。これ
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がジェンダー。

うにしていく。この積み重ねによってしか、男女

それがちょっと進んで、じゃあ男性の役割とい

共同参画社会というものは進まないのかなと思

うのはこういうもの。女性の役割はこういうもの。

います。

それが職場の中に入ってきますと、本当は男も女

～「うーまん唄」熱唱～

もやっていいような仕事が、男女で分けられてい
ひと

く。性別による役割の固定ですね。

ひと

※この報告書は、あさか女と男セミナー企画・運

男女共同参画社会をつくるには、そういう性別

営協力員が作成しています。

による役割の固定を反映した制度、慣行が、活動
選択に及ぼす影響をなくすこと。「男女共同参画
社会基本法」には、そのように書かれています。

参加者ひとこと感想

要するに、人々が何かしようとしたときに、昔な
がらの男性像、女性像を求める決まりや習わしが
あるけども、「これからは」それが人生の選択に
影響しないようにする。そういう意味かと思いま

〇

今まで普通だと思っていたことも、今回の

す。

講座を聞いて、日常生活の中でもたくさん男

ジェンダー・ハラスメントをなくすこと

と女で区別されているところが思いつきま

ジェンダー・ハラスメント。ハラスメントって

した。男女の役割について考えるいい機会と

「嫌がらせ」なんですけども、男性像、女性像に

なりました。

よる嫌がらせ。自分で男性像、女性像を持ってい
るだけならいいんですけど、それを人に押し付け

〇

とても聞きやすい声、間が楽しめました。

るというか強制する。会社の中で、あなたは男だ

男とか女とかふだん、何とも考えず刷り込ま

からこの仕事と、さすがにはっきりとは言わない

れている固くなった頭を”なるほど～そうだ

までも、何となくそうなっているというようなこ

よね”って改めて考えるきっかけをいただき

とです。

ました。
「うーまん唄」とてもよかったです。

ジェンダーに縛られる人と自由な人と、二つに
分かれるかと思います。どうしても自分は縛られ

〇

ジェンダーを自分がどう捉えてもいいけ

るという人は、世の中には自分と違って縛られな

れども、それを他の人に押し付けないことが

い人もいるから、それも認めていこうと。自分と

大切だとわかりました。

は違うけど、そういう生き方があってもいいとい
うふうに思えば、人に押し付けないことになりま
すので、ジェンダー・ハラスメントが起きない。
そうしますと、「性別による役割の固定が活動の
選択に影響を」しないようになりますので、男女
共同参画社会が形成されていくということにな
ります。
ジェンダーというものは、私たちが社会として
持ってきたということ。ここから目をそらすこと
はできないし、影響を受けてしまうのはしょうが
ないので、じゃあせめて他人には押し付けないよ
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第５回

パートナーとの違いを認めて
賢く子育て！
講師：小寺

洋安

さん

＊＊＊＊＊ プロフィール ＊＊＊＊＊

朝霞幼稚園園長。朝霞幼稚園にて保護者向け子育て講座を実施中。かつて、仕事が好きすぎて家
庭が崩壊しそうになったことがあり、男女の違いを理解することで何とか乗り越えた経験を持つ。
現在も油断しないように、夫婦（男女）の違いの研究を続けている。
《父親向け講座》

は、子どものIQが19高い家庭と、そうでない家庭

自己肯定感

には、二つの差があると書いてある。（１）母親

平成26年度子供・若者白書という内閣府の発表

が安定的であること。（２）親と子が同調してい

があります。そこにはこう書かれています。『日

るということ。この二つが揃った環境の下にいる

本の若者は諸外国と比べて自己を肯定的に捉え

子どものIQは、そうでない家庭の子どものIQより

ている者の割合が低く、自分に誇りを持っている

も19ポイント高かったという研究結果です。

者も割合が低い。』

この話を聞くと、よくお父さんが勘違いします。

では、問題です。自己肯定感が低いまま男の子

「ほら、これが大事なんだから、お前が安定しろ。」

が大人になるとどうなるのか。男の子は、自己肯

と妻に求めてしまうんです。しかし、そうではあ

定感が低いまま大人になっていくと、働けなくな

りません。なぜなら、母親は勝手に安定しません。

ってしまいます。仕事というものを転々とするよ

ホルモンのバランスだったり、家事、育児、炊事

うになってしまいます。子どもは、いつかは自分

などによって日々忙しく、自分で安定することが

の足で立つ力が必要になりますが、この自立がで

難しい。このため、母親が安定できるように周り

きなくなってしまう。では、女の子が自己肯定感

の人間、特に夫の協力が必要です。なぜ夫が大事

が低いまま大人になるとどうなってしまうのか。

かというと、人間は、時間的に長く関わっていて

実は、女の子の方が、重症化する傾向があります。

距離的に近い人から強く影響を受けます。だから、

自己肯定感が低い女の子がそのまま大人になる

夫が協力することで、初めて母親は安定に向かう

と、問題のある男性が寄ってくるようになります。

ことができる。その結果、子どものIQが上がると

だからこそ、自分というものを愛しているとい

いうのが正しい順番になります。

うこと、これは教育の世界でとても大事なことに
なっています。そのため私は、愛する心と愛され
る人間性を育む、これを自分自身のミッションと
して広めていきたいと思います。
IQを19高めた子育て方法
親子関係研究の世界的権威のあるロンドン大
学(UCL)が、IQを19高めた子育て方法という論文
をの発表しました。UCLはノーベル賞やフィール
ズ賞受賞者を多数輩出している大学です。論文で
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安定した、共感パパ、共感ママとなって、子ど

の準備をする。子どもが起きたら着替えをさせる。

もの話を聴いてあげれば、子どもはどんどん生ま

そして、洗濯機を回す。ご飯を食べさせて、歯を

れ変わっていきます。他の子との違い、他の親と

磨かせ、子どもを横目で見ながら、調理道具と食

の違い、そういったものを親が気にせずにいると、

器を洗って片づける。そして、洗濯物を干す。天

安定的に共感でき、子どもは伸び伸びと才能が開

候に注意してくださいね。当日の遊びの予定に従

花していきます。そして、自分はそうしていいん

い子どもの予備の着替えや水筒を持って出かけ

だ、という肯定感が生まれていく。結果、プラス

る。もし、まだ妻が寝ていたら、この時点で起こ

思考になり、ストレスに強くなり、粘り強くなり、

さないでください。起こしたら、一日見たことに

自律(自分を律する力)ができて、相手の気持ちを

ならないんです。それから、公園、テーマパーク、

感じ取る余裕が生まれ、親子の会話が弾んでいく。

映画館などに行きます。帰ってきたら、子どもと

そして、総じてIQアップにつながりますよという

一緒にお風呂に入ります。洗濯物の量によっては、

ことです。

もう一回洗濯機を回す。お風呂の後、子どもを室

女性を理解するのは難しい

内で遊ばせながら、それを横目で見ながら夕食の

『母親の安定を、母親自身に全て任せていいの

準備をしてください。夕食ができたら、妻に初め

か』というのが今日の課題になっています。やっ

てここで「ご飯ができたよ。」と声をかけます。

ぱり、男性と女性は根本的にはどこか違う。どこ

そして、自分もご飯を一緒に食べますが、子ど

か異なる生き物で、お互いに完璧な理解というの

もの食事と妻の話を聞くことが優先です。そのた

は難しい。このため、衝突やあつれきが生まれて

め食べられないこともあると認識してください。

しまうこともある。

食べたら歯を磨かせ、寝る前に絵本を読んで寝か

では男性向けのエクササイズです。
『“かわいい”

しつけます。そして、夕食で使った食器等を洗っ

の意味は？』総じて言うと、男性の言う“かわい

て片づけます。全部終わったら、妻に「いつもあ

い”は、キュートとかビューティーとか、そうい

りがとう。」と伝える。

った類のものです。けれども、女性の“かわいい”

ここまでが、妻の言う『一日』になります。

には、「こんにちは」みたいな意味もあったりす

ここでお父さんは疑問が生じる人もいます。

る。コミュニケーションとしての意味。このよう

『自分が一日子どもを見ていたのに、なぜ妻に

に、男女の言葉の意味自体も違うのに、お互いを

「いつもありがとう。」と言うのか？』しかし考

理解するのは、なかなか難しいですよね。

えてもらいたいのですが、母親は、実はこれを毎

妻の言う一日とは？

日やっているんです。もう少し言えば、出産後３

次のエクササイズです。『妻が「明日は、一日

年から６年間、年中無休でやっているんです。こ

子どもを見ていてほしいの。」と言ったときのあ

の大変さをきちんと父親が知っていると、妻に対

なたの取る行動は？』多くのお父さんに多い回答

して感謝が生まれる。そして、その感謝が適切に

は、
『公園やテーマパークへ行って数時間過ごす』

伝わっていると、妻は「この人は自分の大変さを

ところが、これは母親からすると、一日見たこと

分かってくれているんだ。」と安心できます。だ

にはならない。

から父親は、仕事が大変とかあったとしても、月

なぜなら、妻の言う一日は、次の意味になるか

１回でもいいから真の意味で一日子どもを見る

らです。

日を作らないといけないんです。

まず朝、子どもが目覚める前に、自身が出かけ

男性が女性の感情そのものを理解するのは難

る準備は済ませておく。当日行く場所に応じた着

しいです。正直、私もよく分からないです。ただ

替えや道具を用意する。そして、子どもの朝ご飯

し、妻のふだんの行動を体験することで、その苦
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労などの把握はできますよね。あ、こういう大変

型情報処理』で、このように文字ベースで並べら

さがあるんだとか、こういうことで苦労をかけて

れていて、さらにそれが論理的に破綻していなけ

いたんだと。男性というのは、課題をクリアする

れば理解できますよというパターンの人です。そ

ことや、相対的な結果を重要視する生き物ですが、

して残りの半分は、『視覚空間型情報処理』で、

女性は共感される・共感するということを重要視

体を動かすことで、体験することで初めて理解を

する生き物なんですね。

する人。対して、女性は『聴覚言語型情報処理』

「妻に感謝も、できる父親になる。」ここがす

というシステムをとっています。これは、コミュ

ごく重要な部分となります。なぜかというと、母

ニケーションや話の中で、「ああ、それ分かる分

親というのは、父親の行動でより安定します。安

かる。」と言えるタイプの人。この『聴覚言語型

定した母親がいるということは、子どもは守られ

情報処理システム』のすごいところは、理論的に

た環境の中にいる。そして、のびのびとその才能

破綻していてもなぜか分かっちゃうんです。男性

を発揮することができるようになる。つまり、子

は、論理的に破綻していると絶対に分かりません。

どもの能力の開花というのは、父親が握っている

こんな言葉があります。「女性にとっての会話と

ということです。自分自身のお子さんのためにも、

いうのは、心のやり取りだが、男性にとっての会

何より奥さんのためにも、一緒に父親力を高めて

話は、情報のやり取り。」
「女性は考えがまとまら

いけたらと思っています。

ないから話し、男性は、考えがまとまったら話す。」
だから、いつまでも男女はすれ違うんです。

《母親向け講座》

今日は、夫・男性という生き物は、どういうパ

男性の思考パターン

ターンで動くんだろうという、この一部だけでも

パパはなぜかこちらの気持ちを分かってくれ

理解して持ち帰ってもらえればと思います。今ま

ない。見ているはずなのに、さっと家事を手伝っ

で理解不能だったお父さんや男の子の行動が、少

てくれないとか。あちこち散らかす。
（A）すてき

し分かるお手伝いができればと思います。

なパパがいい夫婦仲をつくるというパターン。

集めてこそ男

（B)我慢しているママがいい夫婦仲を保ってい

男の子って、誰かに似ていると思いませんか。

るというパターン。理想は前者（A)ですよね。で

パパに似ているんです。パパはミニカーを集め出

も、後者（B)で成り立っていることもよくありま

すと、何台でも買ってきます。なぜかと言うと、

す。

男の子もパパも『集めてこそ男』と本能がささや

ママにとってはすごく残念なお話ですが、実は

いているからです。男にとって収集したアイテム

男性は６歳の子どもも大人も思考パターンは変

って命と同じぐらい大切なもの。古来、男性にと

わりません。そして、男の子の特徴として、すぐ

って狩りの後の戦利品、動物の頭の骨などは、自

に心がくじけます。そのため、禁止ばかりしてい

分そのものを表す物だったんです。だから、男性

ると、物事に対して興味がない子どもになりがち

は集めた物をどこかに飾っておいたり、しまって

です。だから、パパに注意ばかりしていると、ガ

おかないとならないんです。

クッとやる気が落ちます。

縄張りこそ男

また、「なんで、分からないの。」「私の気持ち

『こっちには靴下。向こうにパンツ。トイレに

を分かってよ。」これは男性には通じません。理

は読みかけの本。家の中にあちこち自分の物を置

由があって、男性の大半が『視覚言語型情報処理』

く。』という男性・男子がいます。これは実は、

あるいは『視覚空間型情報処理』というシステム

縄張りを広げているんです。男性は、自分の陣地

を使っているためです。男性の半分は『視覚言語

を少しでも広げたいという本能があります。その
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ため、あちこち散らかすパパには、縄張りを明確

ら、全然車酔いしない！」って言うと、コップの

にしてあげた方がいいです。すると、やはり本能

水もこぼれないぐらい丁寧に運転します。なぜな

で、今度はそこを守り抜こうとします。何でもい

らば、『丁寧＝一番』だとインプットされるため

いんですよ。仕切りで囲ってあげて、「ここはお

です。

父さんのスペースなんだよ」って、縄張りを作っ

話を聞いてくれるパパに

てあげてください。そこは、男の秘密基地。もし、

ある研究では、女性は一日に２万語話さないと

そこから出てしまった物があると、私が間違えて

満たされないといいます。男性は、７千語で満た

捨ててしまうかもしれないから、中に入れておい

されるんですよ。昼間の間に７千語を全部消化で

てねと言っておけば、散らかっている物を捨てた

きるから、家に帰ってきたらもう何も話さなくて

としてもそれはパパの責任です。

いいんです。しかし、女性はお父さんが帰ってき

猪突猛進こそ男

た時点で、あと１万３千語程未消化。だから話を

男の子がいる親は分かると思いますが、男子は

聞いてほしいのに、パパは話を聞いてくれない。

水たまりがあれば、わざわざ突っ込んで行きます。

なぜなら、男性はシングルタスクしかできないた

縁石があれば、わざわざ登る。これはなぜかと言

めです。脳の構造上、一つずつしか情報を処理で

うと、男にとって勇敢さが自分だからです。

きない。つまり、『ご飯を食べながら、妻の話を

だから、高くて危険な所があれば、誰より先に

聞くのは不可能』なんです。このため、話を聞い

登らないといけない。だから男の子ってジャング

てほしいなというときは、パパがしている行動が
一区切りしてからでないと、「何で私の話を聞い
てないの！」ってことになってしまいます。
ママが一番・パパも一番
家庭ではパパは、
「ママが一番偉いんだよ」。マ
マは、「パパが一番偉いんだよ」という態度を取
ってください。そうしないと、家庭内で子どもが
一番偉くなってしまいます。人に対する敬意を、
ちゃんと見て育っていない子どもが、はたして健
全な大人になれるでしょうか。「やっぱりママが

ルジムがあれば、誰よりも先に一番に上に登ろう

一番」、
「いやいや、パパが一番よ」という家庭で

としますよね。『猪突猛進、勇猛果敢が男』だと

育った子どもというのは、大人になることを楽し

思っているからです。でも、残念ながら現代社会

みにするし、何よりもパートナーを健全に愛する

では、猪突猛進はあんまり役に立たない。それよ

態度が自然に身につきます。子ども自身の成長に

りもどちらかというと、丁寧なパパになってもら

もかかわりますし、またお互いにパートナーを少

いたい。前述したとおり男子に、禁止事項ってあ

しずつでも理解し大切にしようとした結果、お互

んまり有効な手段ではありません。なぜかと言う

いがお互いの最高の応援者になってくれます。本

と、禁止されると、
『それをやることが勇猛果敢』

日の話は、とても基本的な部分ですが、基本だか

と勘違いしてしまうからです。

らこそ大切にしてもらいたいと思っています。あ

例えば、猪突猛進な運転はやめてほしいのであ

りがとうございました。

れば、「パパって運転うまいよね。タクシーの運
ひと

転手さんでも、ギュッって止まるからすごく車酔

ひと

※この報告書は、あさか女と男セミナー企画・運

いするの。でもパパのブレーキは丁寧でうまいか

営協力員が作成しています。
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参加者ひとこと感想
〇

日常生活で、妻に対するなぜだろうと思って
いたことが理解できて、とてもためになりまし
た。おもしろかったです。

〇

共感できる内容も多く、反面、知らなかった
ことがたくさんあり、とても勉強になりました。
そして、今後の生活に生かせるポイントがたく
さんあったので、テーマの通り、楽しく人生を
送るヒントを見つけられてよかったです。

〇

セミナー・講座と聞くと少し気構えてしまい
ますが、楽しい雰囲気で気軽にお話を聞けて、
子育て世代の男女ともに、もっと参加してほ
しい内容だと思いました。今回の講座名から
父親にこそ！というメッセージを読みとれ
ず、夫を連れて来られなかったのが少し残念
です。
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ひと

ひと

平成２９年度 あさか女と男セミナー
ひと

ひと

女と男の「しあわせ」な生き方～世界が広がる５つのヒント～

参加者アンケート集計
１．

あなたの性別・年代を教えて下さい。
女性

男性

第１回

１６名

４名

第２回

６名

４名

第３回

１２名

２名

第４回

６名

０名

第５回

１３名

９名

計

５３名

１９名

【記載なしあり】

７０代以上

６０代

５０代

４０代

３０代

２０代

１０代

第１回

４名

４名

３名

６名

５名

０名

０名

第２回

２名

２名

２名

４名

２名

０名

０名

第３回

４名

０名

４名

３名

５名

０名

０名

第４回

１名

４名

３名

２名

０名

０名

１名

第５回

０名

１名

４名

３名

１４名

１名

０名

計

１１名

１１名

１６名

１８名

２６名

１名

１名
【記載なしあり】

２．

このセミナーを何で知りましたか？
広報あさか

ちらし

ホームページ

友人・知人・団体等の声かけ

市の職員から

その他

第１回

１１名

５名

０名

２名

４名

０名

第２回

６名

１名

１名

１名

２名

０名

第３回

８名

４名

１名

１名

２名

０名

第４回

４名

４名

１名

３名

１名

１名

第５回

５名

６名

０名

２名

２名

９名
【複数回答あり】

３．

なぜ、セミナーに参加しようと思いましたか？

第１回

・身近な「眠り」についてのお話だったので興味があったのと、保育付きだったので参加してみよ
うと思いました。
・ふだん睡眠不足で、最近テレビなどで睡眠の大切さを放送していて参考にしたり。なかなか改善
されず、今回の講座に申し込みました。
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・医療関係の仕事をしています。私自身は不眠に悩んでいませんが、多くの患者さんが不眠を訴え
ます。今回のお話が、仕事面で生かせればと参加させていただきました。
第２回
・大人の家庭科、男性の家庭科に興味をもったため。
・なぜ化学の先生から家庭科の先生になったのか、興味があったから。

・男性の家庭科教師ということに興味をもちました。
第３回
・「女性と映画」のタイトルに引かれました。
・男性、女性をあまり意識しないで映画を楽しんでいました。こんな見方があるんだと思ったので。
・以前から映画を鑑賞するのが趣味だったのと、学生時代に女性学を少し学んだことがあったの
で、女性と映画の両方を取り上げていることに興味をもち、申し込みました。
第４回
・ユニークな取り組み（落語＋講座）。興味深かったです。
・ジェンダー落語を聞いてみたいと思いました。
・落語を通して、男女共同参画を分かりやすく考えられると思ったので。
第５回
・現在、１歳児がおり、子育てや家族のこと、生活のことのヒントが欲しいと思ったため。朝霞幼
稚園の近くに住んでいるので、園長先生の講演を聞きたいと思い参加しました。
・男女の違いについて、日頃から実感はしていましたが、夫婦で話を聞いてお互いの理解を深める
いい機会だと思い参加した。
・育った環境の違いや共働きなどさなざまな状況の中、どのようにして子育てをしていくのがよい
のか、参考にしたかったから。
４．

セミナー開催日時はいかがでしたか？
参加しやすかった

参加しにくかった

その他

第１回

１８名

１名

１名

第２回

６名

１名

３名

第３回

１４名

１名

０名

第４回

１０名

１名

０名

第５回

２３名

０名

０名

５．

参加しやすい日時はいつですか？
午前

午後

夜間

平日

１６名

３名

２名

土・日

２４名

１２名

１名
【複数回答あり】
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６．

セミナーを開催する季節はいつがよいですか？

春（３～６月）

夏（７～９月）

５名

秋（10 月～12 月） 冬（１～３月）

０名

１２名

いつでもいい

２名

１９名
【複数回答あり】

今後、このセミナーで取り上げてもらいたいテーマはありますか？

７．

・科学的に男女それぞれの優れている能力について
・アニメ・漫画・小説のジェンダーについて
・日本の男女共同参画が、世界各国と比較してどのように遅れているのか
・心理学にも基づいた生きづらさ、他人の目が気になる等のテーマ
・ワーク・ライフ・バランスについて
・女性の起業

８．

・子育てについて

・家庭における男女関係の在り方について

このセミナーに参加して、日常生活の中で変わったことや気付いたことなどがありますか？
①

ある

②

１０名
「①

ない
５名

③ わからない
１０名

ある」と答えた方

・自分が本当にやれているのかと、振り返ってみる必要を感じました。
・男と女の扱い方の差

・夫婦での会話。話題ができた。

・サーカディアンリズムや照明に工夫して、よりよい眠りがとれるようにしたい。
・女性としての生き方というより、
「人」としてどう生きるかというふうに考えるようになった。
・睡眠の質だけを気にしていたが、量やリズムも重要だということなので、これからの生活で意
識していきたい。
・夫に対する接し方を変えようと思った。

・男性の動かし方

・実際に「声に出して言う」ことが足りないかなと気付いた。

ひと

◇平成２９年度

ひと

あさか女と男セミナー参加者人数◇

テーマ

参加者人数

第１回

ぐっすり眠る方法
～眠りが変わると人生が上手くいく～

３０名

第２回

暮らしを豊かにするヒント！
～生活をマネジメントする大人のための現代家庭科～

１９名

第３回

映画の中の女性たち
～映像を交えて語る～

２２名

第４回

落語と歌で楽しく考える男女共同参画

２６名

第５回

パートナーとの違いを認めて賢く子育て！

３２名

計

１２９名
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ひと

平成２９年度

ひ と

ひと

あさか女と男セミナー

ひ と

日時／テーマ／内容／講師
回

日 時

テ ー

マ

内 容

10 月 20 日（金）
午前 10 時～正午

１

＊保育・手話通訳をご希望の
方は 10 月 10 日（火）まで
に申込みください。

ぐっすり眠る方法
～眠りが変わると人生が上手くいく～

講

師

人生の３分の１を占める睡眠。
睡眠改善インストラクター、
男女共にいきいきと過ごす毎日
上級睡眠健康指導士、NPO
のために、眠りの大切さや、快眠
法人睡眠文化研究会事務局長
のメソッド(方法）について学ぶ。
か じ
めぐみ

鍛治

恵

さん

10 月 24 日（火）

２

午後 1 時３０分～

暮らしを豊かにするヒント！

３時３０分

～生活をマネジメントする

＊保育・手話通訳をご希望の
方は 10 月１４日（土）まで
に申込みください。

化学の先生から家庭科の先生
へ転身した男性講師から、家庭科
のテーマ「生きる力ー関係性をつ
くるー」を学ぶ。男性の自立は社
会を変える？

大人のための現代家庭科～

映画を「女性の視点」から読み
解き、メディアが作り出す「男ら
しさ」や「女らしさ」など、私た
ちが知らないうちに受けている
影響について、メディアリテラシ
ーの視点から学ぶ。

10 月 31 日（火）
午前 10 時～正午

３

＊保育・手話通訳をご希望の
方は 10 月 21 日（土）まで
に申込みください。

映画の中の女性たち
～映像を交えて語る～

11 月４日（土）
午前 10 時～正午

４

＊保育・手話通訳をご希望の
方は 10 月 25 日（水）まで
に申込みください。

公務員であり、半年間の育児休
業経験者である講師の創作落語
を通し、男女共同参画を皆で笑い
ながら、歌いながら考える。

落語と歌で楽しく考える
男女共同参画

11 月 1１日（土）
午前 10 時～正午

５

＊保育・手話通訳をご希望の
方は 11 月１日（水）までに
申込みください。

夫婦は他人同士。お互いに協力
して子育てをするにはどうした
らいいか。子育て中の父親でもあ
る、現役幼稚園園長から学ぶ。

パートナーとの違いを認めて
賢く子育て！

元埼玉県立高校教諭、飯能市
男女共同参画審議委員、シニ
ア社会学会員
こだいら

よういち

小平 陽一 さん

青山学院大学、慶應義塾大学
非常勤講師、和光市男女共同
参画アドバイザー
にしやま

ち

え

こ

西山 千恵子 さん
男女共同参画落語創作・口演家

つるがしま落語会
せんきんてい

千金亭

あたいせんきん

値 千金 さん

朝霞幼稚園園長
こでら

ひろやす

小寺 洋安 さん

会場地図
参加申込みは、１０月１日（日）午前９時より開始！！
（電話、FAX、メールで受付）
会
定
保

場：朝霞市中央公民館・コミュニティセンター
１階集会室
員：各回約４０人 ※先着順
育：１歳以上就学前の幼児各回９人まで（要予約）

参加費
無料

＊保育・手話通訳を希望される方は、各開催日の 10 日前
までに、お申込みください。なお、保育利用の方は
保険料(最大)500 円をそれいゆぷらざまでお持ちください。
※保険料は保育児人数によって変わります。

＊お子さんを会場内にお連れしての参加も可能です。

■□■申込み先■□■
【それいゆぷらざ 女性センター】 ※休所日：月曜日
朝霞市青葉台 1-7-1（中央公民館・コミュニティセンター内）
電話：048-463-2697 FAX：048-463-0524
E ﾒｰﾙ：soreiyu@city.asaka.lg.jp

主催/朝霞市
ひと

ひと

企画・運営/あさか女と男セミナー企画・運営協力員
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人生の３分の１を占める睡眠。男女共に生き生きと過ごす
毎日のために、眠りの大切さや快眠のメソッド（方法）を学ぶ。
睡眠改善インストラクター・上級睡眠健康指導士
ＮＰＯ睡眠文化研究会事務局長
か じ

めぐみ

～プロフィール～
１９８９年ロフテー株式会社入社。快眠スタジオに配属後、睡眠文化の調査研究業務に
従事。睡眠文化研究所の設立にともない研究所に異動後、主任研究員を経て２００９年
まで同所長。
睡眠文化調査研究や睡眠文化研究企画立案、睡眠文化フォーラムなどのコーディネー
ションを行う。
２００９年ロフテー株式会社を退社しフリーに。
２０１０年、ＮＰＯ睡眠文化研究会を立ち上げる。
立教大学兼任講師。
著書 『ぐっすり。』（新潮社、２０１３年）

他共著等あり。

参加申し込みは、１０月１日午前９時より開始！！（電話・FAX・メールで受付）
定員：各回約４０人 ※先着順
会場：朝霞中央公民館・コミュニティーセンター 第１・第２集会室
保育：１歳以上の未就学児 各回９人まで（要予約）
※保育・手話通訳を希望される方は、１０月１０日（火）までにお申込みください。なお、保育利用の方は
保険料（最大）５００円をそれいゆぷらざまでお持ちください。（保険料は保育児人数によって変わります）
※お子さんを会場内にお連れしての参加も可能です。
☆★申し込み先★☆
【それいゆぷらざ 女性センター】 ※休所日：月曜日
朝霞市青葉台１－７－１（中央公民館・コミュニティーセンター内）
電話：０４８－４６３－２６９７ ＦＡＸ：０４８－４６３－０５２４
Ｅメール：ｓｏｒｅｉｙｕ＠ｃｉｔｙ.ａｓａｋａ.lg.ｊｐ

主催／朝霞市
ひと ひと
企画・運営／あさか女と男セミナー企画・運営協力員
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ひと

ひと

平成 29 年度 あさか女と男セミナー

ひと

ひと

女と男の「しあわせ」な生き方～世界が広がる 5 つのヒント～

第２回

参加費無料

暮らしを豊かにするヒント！
～生活をマネジメントする大人のための現代家庭科～
化学の先生から家庭科の先生へと転身した男性講師から、家庭科のテーマ
「生きる力―関係性をつくる―」を学びます。男性の自立は社会を変える！？

講師

こだいら

小平

よういち

陽一

氏

【プロフィール】
1973 年、大学理学部化学科卒業。民間企業、大学の研究所を経て、1976
年、埼玉県立高等学校理科教師となる。以降、化学を 18 年教えたのち、女
子大にて家庭科の教員免許を取得。家庭科の教師に転科し、16 年間家庭科を
指導。定年退職後、立教セカンドステージ大学、立教大学大学院 21 世紀社
会デザイン研究科修了（2016 年）。大学院在籍中、応募論文が日本女性学
習財団賞大賞を受賞。現在、飯能市男女共同参画審議委員、シニア社会学会
「シニア世代の暮らしの研究会」会員。
著書：「僕が家庭科教師になったわけ」（太郎次郎社エディタス）

参加申込みは、１０月１日（日）午前９時より開始！！

■□■申込み先■□■

（電話、FAX、メールで受付）

【それいゆぷらざ 女性センター】

会場：朝霞市中央公民館・コミュニティセンター１階集会室
定員：約４０人

※先着順

保育：１歳以上の未就学児

※休所日：月曜日

朝霞市青葉台 1-7-1
（中央公民館・コミュニティセンター内）

各回９人まで（要予約）

電話：048-463-2697

＊保育・手話通訳を希望される方は、１０月１４日（土）まで
にお申込みください。なお、保育利用の方は 保険料（最大）
５００円をそれいゆぷらざまでお持ちください。
※保険料は保育児人数によって変わります
＊お子さんを会場内にお連れしての参加も可能です。

FAX：048-463-0524

E ﾒｰﾙ：soreiyu@city.asaka.lg.jp

主催/朝霞市
ひと

ひと

企画・運営/あさか女と男セミナー企画・運営協力員
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ひと ひと

平成２９年度

ひと

あさか女と男セミナー

第３回

ひと

女と男の「しあわせ」な生き方～世界が広がる５つのヒント～

『映画の中の女性たち
～映像を交えて語る～』

女性はもちろん、
男性も大歓迎！！

写真を入れてください

日時・場所

にしやま

講師：西山千恵子氏

平成２９年１０月３１日（火）
午前１０時～正午
朝霞市中央公民館・コミュニティセンター
１階集会室

参加費
無料！

ち え こ

東京生まれ。お茶の水女子大学大学院家政学修士。
青山学院大学、慶應義塾大学、東京国際大学非常勤
講師。専門は、ジェンダー論・女性学・フェミニズ
ム論。和光市男女共同参画アドバイザー。
『ビデオで女性学―映画のなかの女性を読む』有斐
閣

他、共著書多数。

映画を「女性の視点」から読み解き、メディア
が作り出す「男らしさ」や「女らしさ」など、
私たちが知らないうちに受けている影響につい
て、メディアリテラシーの視点から学ぶ。

参加申込みは１０月１日(日) 午前９時より開始！
（電話、FAX、メールで受付）
会場：朝霞市中央公民館・コミュニティセンター
１階集会室
定員：４０人 ※先着順
保育：１歳以上の未就学児 各回９人まで（要予約）
＊保育・手話通訳を希望される方は１０月２１日
（土）までに、お申込み下さい。なお、保育利用の方
は保険料（最大）５００円をそれいゆぷらざまでお持
ちください。
※保険料は保育児人数によって変わります。
＊お子さんを会場内にお連れしての参加も可能です。

■申込み先■
[それいゆぷらざ 女性センター]
※ 休所日：月曜日
住所：朝霞市青葉台１－７－１
（中央公民館 ・コミュニティセンター内）
電話：０４８－４６３－２６９７
FAX：０４８－４６３－０５２４
Eメール：soreiyu@city.asaka.lg.jp

主催/ 朝霞市
ひと
ひと
企画・運営/ あさか女と男セミナー企画・運営協力員
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男女共同参画落語創作・口演家

本名：阪本 真一 １９６３年東京生まれ。８７年、埼玉県鶴ヶ島町（現・鶴ヶ島市）に就

せ ん き ん て い あたいせんきん

姓）。男女共同参画に関心を持ち始める。２００２年、第２子が６か月～１歳の半年間に

千金亭値千金氏

職。９９年、後にジェンダー･ハラスメント研究の先駆けとなる小林敦子と事実婚（夫婦別

育児休業を取得。２００７年からの３年間は男女共同参画を担当。落語鑑賞の趣味を活
かして、ジェンダー、育児休業などを題材にした「男女共同参画落語」を次々に創作し口
演。１０年間に１２本の落語を創作し、全国２４都府県９０市区町村で、１５２回・７２５８人

ひと

平成二十九年度あさか女と男セミナー 女と男の「しあわせ」な生き方

ひと
ひと
ひと

公務員であり、半年間の育児休業経験者である講師の創作落語を

参加申込みは、１０月１日（日）午前９時より開始
（電話、FAX、メールで受付）
会場：朝霞市中央公民館・コミュニティセンター１階集会室
定員：約４０人 ※先着順
保育：１歳以上の未就学児 各回９人まで（要予約）
＊保育・手話通訳を希望される方は、１０月２５日（水）まで
にお申込みください。なお保育利用の方は保険料（最大）
500 円をそれいゆぷらざまでお持ちください。
※保険料は保育児人数によって変わります。
＊お子さんを会場内にお連れしての参加も可能です。

通し、男女共同参画を皆で笑いながら、歌いながら考える。

平成二十九年十一月四日（土）
午前十時～正午

参加費
無料

第四回

落語と歌で楽しく考える
男女共同参画

に口演している。

申込み先
【それいゆぷらざ 女性センター】※休所日：月曜日
朝霞市青葉台 1-7-1（中央公民館・コミュニティセンタ‐内）
電話：048-463-2697 FAX：048-463-0524
E メール：soreiyu@city.asaka.lg.jp
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主催/朝霞市

ひと

ひと

企画・運営/あさか女と男セミナー企画・運営協力員

ひと

ひと

平成２９年度あさか女と男セミナー

ひと

ひと

女と男の「しあわせ」な生き方 ～世界が広がる５つのヒント～

パパさんも

参加費無料！

参加してね☆

保育付‼

夫婦は、もともとは他人同士。違いがあるのも、わかり合えなくても当たり前。
ですが、相手を知ろうとすること、わかろうとすることで、
夫婦関係は大きく変わる可能性があります。
そして、子育ては、夫婦共同が当たり前の時代。
お互いに協力して子育てをするにはどうしたらいいか。
子育て中の父親でもある、現役幼稚園園長の話からヒントを得ましょう。

朝霞幼稚園園長
朝霞幼稚園にて、保護者向け子育て講座を実施中。
仕事が好き過ぎ（ワーカーホリック）のせいで、
家庭が崩壊しそうになる。
男女の違いを理解することでなんとか乗り越えた
経験を持つが、油断しないように現在も夫婦（男女）
の違いの研究を続けている。

※参加申込みは、１０月１日(日)午前９時より開始！！

■□■申込み先■□■
【それいゆぷらざ 女性センター】※休所日：月曜日
朝霞市青葉台 1-7-1
（中央公民館・コミュニティセンター内）
電話：048-463-2697 FAX：048-463-0524
E ﾒｰﾙ：soreiyu@city.asaka.lg.jp

(電話・FAX・メールで受付)
会場：朝霞市中央公民館・コミュニティセンター１階集会室
定員：約４０人※先着順
保育：１歳以上の未就学児

各回９人まで(要予約)

＊保育・手話通訳を希望される方は、１１月１日（水）までにお申
込みください。なお、保育利用の方は保険料(最大)５００円をそれ
いゆぷらざまでお持ちください。

主催/朝霞市
ひと

※保険料は保育児人数によって変わります。

ひと

企画・運営/あさか女と男セミナー企画・運営協力員

＊お子さんを会場内にお連れしての参加も可能です。
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ひと

ひと

あさか女と男セミナー企画・運営協力員感想

池谷

明芳

今年で２年目の協力員となりましが、打ち合わせ会議やセミナーを通して、そのたびに、いつも
新しい発見をいたします。
今回、私の担当企画（映画の世界の男女の在り方）を学ぶ中、多くの問題がある事を知り、そし
て、多くの関係者が課題に向かって、一生懸命に立ち向かっている姿を知ることができました。
大変よい勉強をさせていただきました。ありがとうございました。

泉

敦子

初めて企画・運営協力員として参加させていただき、久々のパソコン操作などにあたふたしまし
たが、個性的な講師の先生方に接する機会を得ることができ、感謝しています。また、多様な生き
方、幸せについても考える時間をもてました。ありがとうございました。

佐藤

操希

前回参加された塩沢さんから紹介していただき、参加させていただきました。未就学児連れで、
会議に参加できるという点に魅力を感じました。私自身、ジェンダーという言葉をあまり知らず、
参加者の方々に教えていただき、とても勉強になりました。まだ、知らないこと、知らなきゃいけ
ないことがたくさんあるということで、今後も勉強していきたいと思います。

塩沢

広枝

前年度に続き、今年度も協力員として参加させていただきました。その年ごとに、それぞれのカ
ラーがあらわれる女と男セミナー。今年は「学び」や「ヒント」といったテーマでの開催となり、
私自身、セミナーでの学びを生活に生かすことができました。念願のパートナーシップのセミナー
を担当でき、満足です。

醍醐

麻琴

今回、第二回の講座を担当しました。私は共修になる前の世代でしたので、家庭科の変化にとて
も興味がありました。男女共同参画を、教育として子どもたちに伝えていく大切な教科であるとと
もに、もっと広く生きていく力になる教科に変化していることに驚きました。
協力員として参加したことで、知りたいことを講座として企画・運営できたことを嬉しく思いま
す。
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平成２９年度
ひと

ひと

あさか女と男セミナー報告書
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