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最後に、あなたが家庭や学校、社会の中で感じている男女の役割や生活、生き方など、男女共同参

画に関することについて何でも結構ですから、自由に記入してください。 

Ⅳ 自由意見 

 

 

 

 

男女共同参画に関することについて、感じていることを自由に記入してもらったところ、全部で

381件の感想や意見が寄せられた。 

記入者の属性は、中学 2年生が 235人（男子 108人 女子 125人 不明 2人）、高校 2年生が 146

人（男子 82人 女子 63人 不明 1人）であった。 

これらを内容別に整理・分類したものの中から、代表的なものを紹介する。 

 

１ 社会全体における男女平等や役割などについて (171件） 

２ 家事の分担や、親のしつけなど家庭生活について （86件） 

３ 学校生活のことについて （46件） 

４ 就労環境や将来の希望など仕事のことについて （49件） 

５ その他 （35件） 

 

※意見の最後には、学年と性別を記載している。 

※複数の内容を含む意見があるため、意見の合計件数と内容別件数は一致しない。 

 

１ 社会全体における男女平等や役割などについて 

 

○ 最近、女性優遇サービス（女性専用バスなど）が増えているように感じますが、私はそれに

対しては反対の意見です。確かに、女性の方が男性よりも立場が少し低かったり、弱かったり

するかも知れません。ですが、だからと言って男性を優遇せず、「女性だけに優しい社会」と

いうのは逆に男性の立場が弱くなったりするかもしれません。だから私は、女性のみを優遇す

るのではなく、男女平等な社会を作り上げるのが大切だと思います。（中学 2年生 女性） 

○ 女だから～とか、男だから～というのをやめた方がいい。（中学 2年生 女性） 

○ 今でも男尊女卑は続いていると思う。それは、家庭内だったり、学校内だったり、色々だと

思う。（中学 2年生 女性） 

○ 力仕事など、女性にとって、ムリなことを男性が行うことは続けていったらいい。でも、知

識的な面では、男女関係なく身につけていくべきだと思う。（中学 2年生 女性） 

○ 女性だからと言ってそこまで女性を労わることはしなくてもよいと思う。力仕事などの女性

にとってはやりにくい仕事などは男女関係なくサポートしていけばいいと思うし、難しいと思

ったら男性の方に頼めばいいし、それを女性限定せずに男女ともそういうふうにすればいいと

思う。（高校 2年生 女性） 

○ 女性にしかできない育児などの仕事もあるので、何でも平等にするのは難しいと思う。（高

校 2年生 女性） 

○ 平等は女性だけでなく男性も平等にならなければならない。女性中心で平等にしていくので

はなく、男女間の差を考慮した中立的平等にしていかなければならない。（高校 2年生 男性） 
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○ 女性のための法律や制度を増やしすぎると逆に「男卑女尊」な社会になってしまうので十分

注意すべき。（高校 2年生 女性） 

○ 男女を全て平等にしなくてもお互いの弱点を補い合うようにすればよい社会ができると思

います。（高校 2年生 男性） 

 

２ 家事の分担や、親のしつけなど家庭生活について 

 

○ 夫婦のことについてですが、最近は「自分は仕事を頑張っているんだから」というふうに男

性が家の家事のほとんどを女性に押し付けているのはよくないと感じています。こういうふう

になってしまうのは、「仕事が中心」という考えもあるからかなと思います。男女のどちらか

が一方的に頑張るのではなく、助け合ったりすればよいと思います。女性はこういうことをす

る、男性はこういうことをする。このようにそれぞれすることを決めてしまっていいのでしょ

うか。（中学 2年生 女性） 

○ みんな家事は女性がやるものだと思っているけど、別に女性がやるという決まりはないと思

う。男性だってできないことはないし、やればできる。女性も男性もみな同じように働いてい

るのに、仕事から帰ってきて女性が全部やるのはおかしいと思う。（中学 2年生 女性） 

○ 僕の家では父も家事を積極的にしてくれて母も自分の時間がとれているので僕の家のよう

な家庭が増えるといいなと思います。テレビで連日放送されるニュースのストーカー事件など

でも、対応等を考えるべきです。僕は性別などからすべての事柄を決めるのはいけないけど、

例えば重たい荷物は男性が持ったりとそれぞれの良さを生かした社会・政治になるといいなと

思います。（中学 2年生 男性） 

○ 私は基本的に男女が平等になっていると思います。父も母も遅くまで仕事をしていて、母が

早い時に母が、父が早い時に父が夕食を作っています。洗濯物は自分がする係ですが、父や母

が代わりにやってくれることもあります。だから、平等になっていると思います。（中学 2 年

生 女性） 

○ 女性は、家事も育児も仕事もできるから、男性も、家事か育児をもっとできるようになった

方がよいと思う。（中学 2年生 男性） 

○ 最近は、男だけでなく女も仕事をやっている家が多いのに、家の中のことはほとんど女がや

るのは不平等だと思う。（中学 2年生 女性） 

○ 私の親は共働きでいつも忙しそうです。母は姉と私を産んで、後は祖母に任せました。姉と

私は祖母に育てられました。今でもそうです。ご飯など祖母が作ってくれます。父も母も私た

ちのために必死に働いてくれているのだろうということはわかります。しかし、子どもとして

は、もう少し家で、一緒に過ごしたいのです。クリスマスやお正月までお仕事があっては楽し

くありません。母親の職業に関しては、もう少し子どもと過ごせる時間がほしいです。男性は、

とか女性は、とか考えてる時点で差別の始まりではないかと思います。性別を考えずひとりの

人間として考えられる社会になれたら差別はなくなるのではないかと思います。（中学 2 年生 

女性） 

○ 個人的に社会の中では男性の方が優遇されていると思う。まだ、家事の面からみても女性に

負担がかかりすぎている印象を持っている。そういう意識を変えていかなければならないと思

っている。（高校 2年生 男性） 
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○ 女性だから、男性だからという理由で個人のやりたいこと、行きたいところが制限されると

いう社会はいけないと思う。結婚してから家事をしていたいという方は家事に専念してもいい

し、子どもができてからは育児に専念したい人はそうしてもいいし、子どもがある程度自立し

たら仕事に復帰したいという方はそうしてもいいと思う。ただし、それはその家庭の中で話し

合った上で。そして何よりそういう選択ができるという点が重要であると思う。子育てしなが

ら仕事も頑張りたい人には、そういうことがしやすい環境があるということ、夫が家事・妻が

仕事という状況でも家庭が営み続けることができるということ。それらが大切だと思う。 

（高校 2年生 男性） 

○ 男は仕事、女は家庭というのは絶対じゃなく、それぞれの夫婦で話し合って決めたらいいと

思う。社会全体で決めなくていい。（高校 2年生 女性） 

○ 家庭をもつとどうしても、男性は仕事をし、女性が家事をするという方向に自然になるもの

ですが、やはり男女共に仕事と家事両方を交互にでもするべきだと思います。今の日本は仕事

中心です。個人個人の家庭のことも中心において考えなくてはならないと思います。 

（高校 2年生 男性） 

 

３ 学校生活のことについて 

 

○ そうではない人もいるが、男の先生は女子に優しいときがあり、女の先生は男子に特別優し

い時がある。（中学 2年生 男性） 

○ 家庭では女子の方が十分に優遇されているが、学校などでは、女子が責任を任されたり、役

割を担うことが多いので、もっと男子も責任をもってほしい。（中学 2年生 女性）  

○ 学校の行事などで準備するときに、テントや重たいものを運んだりするのは、男子が任され

ていると思う。（中学 2年生 女性） 

○ 委員会活動などでは、主に女子が中心となっているような気がするので男子が積極的に行動

していきたいと思う。（中学 2年生 男性） 

○ 自分の通っている学校では、礼の仕方や座り方にまで、男女でそれぞれ決められている。男

女平等を目指すなら、こういう小さい「しきたり」や「偏見」などを無くしていくことが大切

だと思う。（高校 2年生 男性） 

○ 持久走の距離の差などのスポーツや運動での男女差別をなくすべきだ。（高校2年生 男性） 

○ なんだかよくわかりません。ちょっと前までは、男が中心でそれに対して女が「それはどう

なの？」と反発していました。けれども今は、女に対し、少々過保護になっている気がします。

社会ではわかりませんが、学生の中ではあると思います。例えば体育祭でのテント張り。小６

の時、男女関係なくやったテント張りを高校では男中心でやっています。そんなに重いもので

もないのに、「男が持ってけ」「組み立てろ」といった具合です。もちろん私たち女はそれで楽

になります。ですが、これも性別による差別ではないでしょうか。男の中にはもしかしたら「何

でも俺らばっかり」と思っている人もいるかもしれません。逆に、高 2 くらいになると、「男

は力仕事」という観念が生まれ、進んでやっている人もいるかもしれません。男の気持ちは知

りたいけど女にはわかりません。ただこれだけ言えるのは、私だって力仕事したいということ

です。女だからと言って守られる立場に居続けるのは嫌です。夜にだって月や星を眺めに外に

出たい。それでも夜の闇には危険がいっぱい。だから出られない。何ですか、このもどかしさ
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は。（高校 2年生 女性） 

 

４ 就労環境や将来の希望など仕事のことについて 

 

○ これからの社会で、男が女より上であるといったことになってほしくないと思っています。

例えば、同じ時間に同じ分働いても女より男の方が給料が高いといったことがあります。実際、

私の母親も言っていました。（中学 2年生 女性） 

○ 最近は仕事についている女性が増えていますが、もっと、社会で女性の働きやすい環境を作

るべきだと思います。具体的な例として、家庭との両立がしやすいパートなどの仕事を増やし

たりするとよいと思います。また、公務員は育児休暇がありますが、一般の会社などでもそれ

を取り入れ、女性でも正社員になりやすい環境を作るべきなのではないかと思います。しかし

女性（妻）が仕事を始めると、女性（妻）の仕事が家庭＋職場での仕事になり、男性（夫）は

仕事だけ、ということになりかねません。（中学 2年生 女性） 

○ 親がどちらとも働いていますが、家庭のことはすべて母がしています。また、母は夜勤や無

償で残業をしています。女性が主に家庭の事をするというしきたりは、今もあると思います。

なので、女性を尊重した社会とはいえ、しきたりも重視して、深夜の勤務は状況によってとい

う形になればいいと思う。（中学 2年生 女性） 

○ 女性も男性も仕事をすることで得られるものは大きいと思うので、仕事はできるだけ続けら

れるようにしたらよいと思う。でも、今のままだと、働いている女性は夜遅くに帰ってごはん

を作ったりという家事をしないといけないから、負担が大きいような気がする。だから、夜勤

や残業等はできるだけ少しずつに分担できるようにしたり、企業の中でも考えるものがあると

思う。子どものいる女性は、保育園などの迎えがあったりすると「○時までに迎えに来てくだ

さい」と言われたりして焦ったり、迎えに行くのが遅くて、子どもがいつも保育園に１人で最

後まで残っているのを想像するとかわいそうだなと思うからです。だからそれを見直して欲し

いなと思う。（中学 2年生 女性） 

○ ある講演で助産師の方のお話を聞いた時に、助産師の仕事を説明した後に「昔は、男性も助

産師になる権利があるはずだ、と言っている人たちがいましたけど、裁判で私たちが勝ちまし

た。男性には出産に立ち会ってもらいたくないものね。」と言っていたのにとてもショックを

受けました。確かに女性側は嫌かもしれないけど、男女共同参画は結局、女性だけのために変

えたのかと思った。その話を聞いた時はとても残念だった。（高校 2年生 男性） 

○ 男の人の育児という面で今の社会はまだまだ難しいところがあると思います。もっと家族が

協力のできる有休や育休を取れるような社会の環境作りが大切だと思います。育休をとるにあ

たって、子どもが大きくなって社会に戻るとき戻りやすい環境を作ることも忘れないでもらい

たいです。（高校 2年生 女性） 

○ 男尊女卑だ、男女不平等だと騒ぐが、現時点で男性側に有利な点、女性側に有利な点それぞ

れあることと、性差による適性をまったくと言ってよいほど考えられていない。一般企業で例

えるなら、経営陣や営業、開発企画、管理、事務などに無理に男女を均等に入れようとするも

のだ。部署ごとに男女の適性が違う中に平等を押し込むと一部が破綻するように、社会でも無

理に平等を推すと秩序が破壊するのではと危惧する。適性を踏まえた上で冷静に、判断しても

らいたい。（高校 2年生 男性） 
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○ 男女は平等になってきているかもしれないが、働きたい女性が増えてきているためか平均結

婚年齢が高くなってきていて社会問題になりかねないと思う。（高校 2年生 男性） 

○ 女だから～しなければならない。男だから～しなければならないという思い込みは現在の生

活にも深く根づいている。学校の中でも女性の教員の数は少ない。このような性別による職業

の差をなくしてほしい。（高校 2年生 女性） 

 

５ その他 

 

○ 正直に言って計画の内容がよくわからない。計画の中の案を例として一つでもいいので出し

てもらいたい。（中学 2年生 男性） 

○ あまり性別差に関して考えたことがなかったので、考えることができて良かったです。（中

学 2年生 女性） 

 

 

  


