
学校における
男女共同参画

福島県男女共生センター

津田 理恵

教員が知っておきたいジェンダー平等の今



そもそも「人権」とは…

「すべての人々が生命と自由を確保し，
それぞれの幸福を追求する権利」

あるいは

「人間が人間らしく生きる権利で，
生まれながらに持つ権利」

（法務省HP「主な人権課題」https://www.moj.go.jp/JINKEN/kadai.html）

ジェンダー平等に
フォーカスを当てて、考えていきましょう！
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データで見る
“男女共同参画”の今
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「ジェンダー」(Gender)
「社会的・文化的に形成された性別」のこと。
「社会によって」作り上げられた男女それぞれ
の性別固有のイメージ。

≠「セックス」（Sex）

（参照 第4次男女共同参画基本計画 用語解説）

「生まれついての」生物学的性別のこと。
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４つの分野での男女格差を表したもの

①政治 ②経済 ③健康 ④教育

Gender Gap Index
ジェンダーギャップ指数

６点 56点 97点 100点

根拠の
指数を
点数化

日本： １１６ 位／146ヶ国
（2022.7.13発表）

昨年は１２０位／151ヶ国
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政治

国会議員

衆議院 男性 418人 女性 46人 約 9.8% （ R3. 6.   3 現在）

参議院 男性 179人 女性 64人 約 25.8% （ R4. 7. 29 以降）

総 数 男性 597人 女性 １１０人 約 15.5% 欠員 衆議院：１名、参議院：２名

令和4年7月29日時点

県議会議員

男性 5３人 女性 ５人 約８.６% （R1.1１.１０選挙）

須賀川市議会議員

男性 22人 女性 ２人 約8.3% （R3.9.6 現在,１名欠員）

国も県も市も女性議員が少ない！

2022.7.10投票の参院選挙

女性候補は３３.２％



令和４年度男女共同参画白書より 8



男女共同参画とは
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男女共同参画社会基本法（1999年成立）第２条

男女は

・社会の な構成員

・自らの意思によりあらゆる活動に参加する を確保

・政治、経済、社会、文化的

・ともに を負う
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固定的性別役割分担意識 男女共同参画社会≠

「生まれつきの特性の差が男女にはある」

という考え方

→ジェンダー（女らしさ／男らしさ、女の役割／男の役割）

社会的・文化的に、日常的に作り出され、
再生産されている

特性の差は男女差ではなく個体差
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これらは幼いころからの刷り込みによって形成
＝無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）

男女それぞれの性別役割分担意識 TOP10

「令和３年度 性別による無意識の思い込み（アンコンシャスバイアス）に関する調査研究」より
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育休の取得率の男女間格差

2018 2019 2020 2020年度
福島県教員

女性 82％ 83％ 82％ 100％

男性 ６％ ７％ 13％ 2.3％
厚生労働省「雇用均等基本調査」／
「福島県教育委員会における女性の活躍状況の公表」をもとに作成

男性が育休を取得しなかった／できなかった理由

・周りに育休を取得している男性がいないから。

・育休中の収入減が不安だったから。

・取りづらい雰囲気があるから。

県立・市
町村立・
教育庁等

2021年度 男性教職員育休

6.0 ％
（前年度比3.7ポイント増）
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平等

男女共同参画 ＝ 何もかも等しい ?

制度
・

法律

個人差を考慮せず全員に
同じものを与える

個人差が機会への参加に
対する障壁となる可能性

ポジティブ
アクション
積極的

差別是正措置

公正

条件を整えることで
平等を得るという考え方 14



性別にとらわれず

その人らしく生きられる

誰もが生きやすく

ひとりひとりが幸せな社会

本当の「男女共同参画社会」
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学校における
男女共同参画
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・教科の好き嫌い 理数系＝男子／『リケジョ』

・進路選択 女子生徒の大学進学率

・リーダーシップの男女差

HR長＝男子、副HR長＝女子

・名簿 混合名簿 vs 男女別名簿

・男女表示の色分け 男子→青、女子→赤

・行事の役割分担 男子→駐車場、重いもの

女子→来賓接待、飾りつけ
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教えようと思わなくても、
子どもたちが学習してしまうこと

隠れたカリキュラム



隠れたカリキュラム例①

数学、理科、工業等の
理工系科目はほとんどが男性教員

隠れたカリキュラム例②

ジェンダーバイアスのかかった言葉かけ

「男だろ、もっと
数学がんばれ」

「女子なのに理科が
できてすごいね！」

2019年 TIMSS報告書
日本の小４の算数の平均点：男女同点
日本の中２の数学の平均点：女子＜男子（２点差）

※統計的には有意差ではない

好意的
性差別
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令和３年度 教員における女性の割合（全国,公立学校）

「学校における女性管理職登用の促進に向けてⅡ」より（編集 国立女性教育会館）

21



「学校における女性の管理職登用の促進に向けて」より
（編集 国立女性教育会館）
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小学校 中学校 高等学校
特別支援
学校

福島県 10.6％ 2.5％ 5.1％ 31.3％

順位 43位 47位 39位 18位

令和３年度 都道府県別
校長に占める女性の割合（公立学校）

「学校における女性管理職登用の促進に向けてⅡ」（編集 国立女性教育会館）より

福島県は全国でも女性管理職が少ない
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●家事・育児・介護は、女性が担うほうがよい

●校長は、男性のほうが向いている

●子育て中の女性に大きな役割をまかせるのはよくない

●低学年の担任は、女性のほうが適している

●中学校の管理職は、女性には向かない

●荷物を運ぶなど、力仕事は男性にまかせる

●細かな気遣いができるのは女性ならでは

●理数系の教科は、男子のほうが能力が高い

学校で陥りがちなアンコンシャス・バイアスの例

「学校における女性管理職登用の促進に向けてⅡ」より（編集 国立女性教育会館）

好意的
性差別
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例

教室環境、学級生活、学校慣行、

教員－生徒の関係、生徒間の関係、

教員間の関係、保護者との関係等

あらゆる場面で男女二分法はないか?

性別役割、上下関係はないか？



教員自身の気づき

学校の中のジェンダー・チェックのためのマトリックス
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教員の実態⇒子どもの認識となる

教員自身がロールモデル
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SDGｓ １７のゴール

「５ ジェンダー平等を実現しよう」
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「ジェンダー平等」は

各ゴールを達成するための共通認識
SDGsの前文には

・人権の尊重

・ジェンダー平等

・女性と女児のエンパワーメント

を行うことが明記

第5次 男女共同参画基本計画（令和2年12月25日閣議決定）

第 11 分野 男女共同参画に関する国際的な協調及び貢献
…「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」では、「ジェンダー平等の実現と女性・
女児の能力強化は、すべての目標とターゲットにおける進展において死活的に重要な貢献を
するものである」…

…政府が行うあらゆる取組において常にジェンダー平等及びジェンダーの視点を確保し施策
に反映していく（ジェンダー主流化）

ジェンダー平等の
主流化
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男女平等を教える

男女平等に教える

学校における男女共同参画の実現のために



ちょっとした工夫
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性暴力が一番起こっているのは学校

幼児期・低学年：「水着で隠れる部分」は他人に見せない、
触らせない、もし触られたら大人に言う、
他人を触らないことの指導

高学年・中学校：SNS等で知り合った人に会うことなどの
危険や被害に遭った場合の対応

中学校・高校 ：いわゆる「デートDV」、性被害に遭った場合の
連絡先

高校・大学 ：レイプドラッグ、酩酊状態に乗じた性的行為、
セクハラ等の問題や相談窓口の周知

性暴力の被害者・加害者・傍観者にさせない
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「令和2年度 性犯罪・性暴力の加害者・被害者・傍観者にならないため
の『生命の安全教育』調査研究事業」（内閣府男女共同参画局）
https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-
vaw/chousa/r02_inochi.html

PDFでの教材イメージ
例や指導の手引き、
授業を行うにあたって
の保護者への案内文
の雛形も紹介されて
います
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「男らしさ」「女らしさ」に
支配された学校

性的マイノリティを

いないもの／見えないもの
にしてしまう

ジェンダーと性的マイノリティの子どもたち

34



・からかいやいじめの対象
・自己肯定感の欠如
・将来への不安
→いじめ・不登校・自傷行為・自殺…

性的マイノリティの割合
→約３～９％（調査によってバラつき有）

→１クラスに１人は存在している

小学校高学年から考え始めたという方が多い
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性的マイノリティであることを学生の時に…

・誰にも打ち明けなかった割合
＝約４割

・打ち明けた相手の割合＝同級生が約６～７割
教員(大人)は約１～３割

(「LGBTの学校生活に関する実態調査」いのちリスペクト。ホワイトリボンキャンペーン）

クラス全体への働きかけが重要

・違いを認め合うこと
・個人として向き合うこと
・差別的な言動を許さないこと 等

教員がロールモデル 36
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次世代スクールプロジェクト

男女共同参画推進をテーマに

出張授業を行っています！

・違いについて(小・中学校向け）

・性別にとらわれない職業選択

・男女共同参画の現状

・デートDV

・ハラスメント

・性的マイノリティ など
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学校教育を通じて

男女共同参画社会

の実現を


