
女の子への「投資」が貧困からの脱却の鍵になることー家族の状況を改善させ、地域や国を活性化

させることーそして次世代にまで好影響を及ぼすことを、プランは活動から学んできました。しかし、

今も多くの女の子たちが、生まれたその日から様々な不公正や不平等に見舞われています。

女の子だから、小・中学校を修了できない。

女の子だから、家事労働を担うのはあたりまえ。

女の子だから、10代で結婚させられる。

女の子だから、家庭や地域社会で差別される。

しかし、皆で力を合わせれば、これらを変えることができます。女の子たちが学ぶ機会を手に入れ、

自分の意志で人生を選べるようになることができます。

女の子を取り巻く課題やその原因について学び、何ができるかを考えること、それは当事者である

女の子が声をあげるための大きな後押しになります。世界の女の子が生きていく力をつけること。

それは女の子にとってだけでなく、男の子や男性も含めて、すべての人々にとって平等な世界をつくる

ことです。

開発現場から生まれた4つのアクティビティを、学習者にあわせた形に自由にアレンジしてご活用頂け

ればと思います。ワークシートはウェブサイト（www.plan-international.jp/ 教育関係者の方へ）

からもダウンロードできます。ぜひ多くの方にこの教材を使って様々な発見の場を作って頂ければと

願っています。
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「男らしさって」「女らしさって」
はじめに

・家庭、学校、地域や職場などで「男の子/男性」と「女の子/女性」が違う扱いを受けたことがありますか。

・「女の子/女性(男の子/男性)」だから何かをしなければならない、またはしてはいけないと言われたこと

　がありますか。

・「女の子/女性」や「男の子/男性」への期待はどんなものだと思いますか。

・あなたはその期待にそわないことをしたことがありますか。その場合、どんな反応がありましたか。

　あなたはその時どんな気持ちでしたか。

① 黒板/ホワイトボードまたは模造紙を2つの枠に分け、枠の片方に「男の子/男性から思いつく言葉」、

　もう片方に「女の子/女性から思いつく言葉」と書く。

② 学習者に「男の子/男性から思いつく言葉」と「女の子/女性から思いつく言葉」を、各枠にあげてもらい  

 （または学習者に質問して、進行役が記入する）、全体で共有する。

③ 進行役は枠に書かれたものを反対にし、それが適応するかどうか、またその理由を問う。

④「男の子/男性」と「女の子/女性」で、どうして異なる言葉を書いたのかを話し合う。

・どのようにして、ジェンダーの規範、つまり「男の子/女の子は○○すべき」という考えを人々は習得すると

　思いますか。

・ジェンダーの規範が強くなることをどう思いますか。

すすめ方

対　象 ： 小学校低学年～大人

： 30分～45分時　間

： ジェンダーの固定観念を認識し、ジェンダー規範がどこから生じるかを考えるねらい

： ● 黒板/ホワイトボード/模造紙　● チョーク/マーカーペン準　備

：参　考

ステップ 1

ステップ 2

ステップ 3

①以下のような質問を投げかけて議論のきっかけとする

①「ジェンダー」について説明する。

② 以下の質問を投げかけて議論をする。

アクティビティ Ⅰ

アクティビティ Ⅰ

アクティビティ Ⅱ

アクティビティ Ⅲ

アクティビティ Ⅳ

物 語 1

物 語 2

物 語 3

用語解説

1解 説

2解 説

3解 説

4解 説

5解 説

用語解説 ( P 17 )
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対　象 ： 小学校中学年～大人

： 45分時　間

：ねらい

：

マジックペン（ピンク、黄、青、緑）をグループ数分

準　備

：参　考

シータちゃんの一日

①2～3人のグループになる。

②　　　　　　　　「シータちゃんの一日」を配布する。

③グループで、以下に簡潔に色分けしてシートに記入する。

　食事、睡眠、風呂→ピンク、勉強→青、家の仕事（きょうだいの世話、水くみなど）→黄、自由時間、趣味の時間→緑

④　　　　　　　　「あいちゃんの一日」を配布して比べ、以下について話し合う。

・あいちゃんの一日にあって、シータちゃんにないものは何ですか。

・シータちゃんの一日にあって、あいちゃんにないものは何ですか。

・気づいたこと、考えたこと、疑問に思ったことはありますか。

・どうしてこういう違いがあると思いますか？

＊これら女の子の一日は日本と、ある国の小さな村にすむ典型的な12才の女の子の一日について

　書かれているものであることを伝える。

＊一日の過ごし方は人によるので、必ずしもこの一日がその国を代表するものではないことを伝える。

＊学習者の年齢が12才に近い場合には、同様のシートに「わたし・ぼくの一日」＊を記入してから、

　「シータちゃんの一日」を配布し、色分けした後、比較検討し、④の項目について話し合ってもよい。

 （＊シートはwww.plan-international.jp/ 教育関係者の方へからダウンロードできます）

①　　　　　　　　「シータちゃんの弟・アルン君（9才）の一日」を配り、ステップ1と同様に、色分けするよう

　に伝える。

②「アルン君の一日」と「シータちゃんの一日」を比べ、以下について話し合う。

③　　　　「シータちゃんの物語」を各自読んで、シータちゃんが学校に行くことができない理由に線を引く。

④グループ内でどんな理由があったか、思ったことや感じたことを話し合う。

⑤グループ毎に④の内容を全体に発表し、共有する。

⑥参考資料をもとに、適宜解説をする。

＊シータちゃんだけが特別なのではなく、世界には多くの女の子が貧困やジェンダーの不平等から厳しい状況

　にあること

＊その解決には個人の努力や意識変化だけでは解決できないことも多いこと

＊シータちゃんも大きなパワーや可能性をもっていること

・どのような違いがありましたか？

　例えば

　a) シータちゃんの家では弟だけが学校に行けることについてどう思いますか。

　b) シータちゃんは家事手伝いで一日を過ごす一方、弟には遊ぶ時間があることについてどう思いますか。

　c) シータちゃんは、弟が食事をすませた後で食事をしているということについてどう思いますか。

・気づいたこと、考えたことや 疑問に思ったことはありますか。

・どうしてこういう違いがあると思いますか。

ステップ 2

ステップ 1

ステップ1では経済的格差による不平等や不公正、ステップ2ではジェンダーの格差による不
平等や不公正を明らかにする。全体を通して、途上国の女の子は「貧困」に加え、「ジェンダ
ーの不平等」から2重の困難を強いられていることを知る

すすめ方

アクティビティ Ⅱ

1ワークシート Ⅱ

1ワークシート Ⅱ

2ワークシート Ⅱ

2ワークシート Ⅱ

3ワークシート Ⅱ

3ワークシート Ⅱ

（P6、P7、P8）をグループ数分  

（P9）を人数分物 語 1

物 語 1

1解 説 （P18～P27）5

（P10、P14）物 語 2 物 語 3

用語解説 ( P 17 )
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女の子と早すぎる結婚

早すぎる結婚とは、子どもの年齢（18才未満）で結婚することを意味します。多くの場合、女の

子には十分な情報を与えられず、その結婚に対して自由に意思を伝えられません。国際人権基

準でも規制され、女性や子どもに対する暴力の形態の一つと認識されています。世界では7億

人の女性が18才未満で、そのうち2億5000万は15才未満で結婚をされられています＊１。中に

は10才前後の結婚もあります。

◆早すぎる結婚をさせられる女の子

◆なぜ早すぎる結婚をさせられるの？

早すぎる結婚をさせられた女の子の多くは学校に通うことができず、彼女らがもつ「権利」すら、知

ることがありません。孤立した嫁ぎ先で、夫や家族から言われるがままに、重い家事労働を背負わさ

れることもあります。また、自分の身を守るすべを学べず、身体的、心理的、性的虐待の対象になりが

ちです。毎年、1400万人の思春期の女の子が出産していると推計されていますが、妊娠出産に関連し

た死亡は7万人に上り、世界中の15才から19才の女の子の死因のトップとなっています＊２。

◆早すぎる結婚によって女の子たちは・・・

女の子には、いつ誰と結婚するか自分で決める権利があります。早すぎる結婚を廃止するためには、

女の子への教育が鍵となります。知識、スキル、自信をつけることで、女の子たちは自分の人生

を選択するために声をあげることができるようになります。

◆「いつ誰と結婚するか」女の子自身が決められるようにするために

＊１ UNICEF 2014　＊２ UNFPA,2013

理由は人によって様々ですが、以下の要因のいくつかが複雑に絡み合っています。

1.ジェンダーの不平等・・・

2.貧困・・・・・・・・・・・・・・

3.慣習や宗教・・・・・・・・・

4.法律の機能不全 ・・・・・

5.紛争や災害・・・・・・・・・

女の子の社会や家庭での地位が低い

生活費、教育費、「結婚持参金」などの家計の負担を減らす

古くからの伝統や宗教に関連する考え

規制する法律があっても、家族や本人が知らない。

女の子を保護する法律がない国々も。

混乱から女の子を守るため、また家族の経済状況が悪化するため。

3解 説

図１：早すぎる結婚の分布

中部・東部ヨーロッパ・

独立国家共同体 ４％

経済先進国 2％

（インド 33％）

南アジア 42％

東アジアと太平洋諸国 25％

ラテンアメリカと

カリブ海諸国   9％

西部・中部アフリカ 7％

東部・南部アフリカ 6％

中東と北アフリカ 5％

出典：UNICEF,  ENDING CHILD MARRIAGE Progress and prospects,2014 
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ジェンダー平等

ジェンダー平等の国際的な指標の代表的なものとして、世界経済フォーラムによる「グローバル・

ジェンダー・ギャップ指数(GGI)」や国連開発計画(UNDP)による「ジェンダー不平等指数（GII）」

があります。「保健」「教育」「政治」「経済」の指標からなるグローバル・ジェンダー・ギャップ指数

において、１位は全体スコア0.881のアイスランドです（0が完全不平等、1が完全平等を意味）＊１。

また、「保健」「エンパワーメント」「労働市場」の３つの側面からなるジェンダー不平等指数において、

1位は0.067のノルウェー（1が完全不平等、0が完全平等を意味）＊２。どちらも完全平等には届い

ていません。

◆世界で完全にジェンダー平等を達成した国はありません

表１が示すように、日本のグローバル・ジェンダー・ギャップ指数は145ヵ国中101位。特に政治参加

のギャップからこのような低い数値になっています。議員に占める女性の割合は、衆議院が9.5％、

参議院が15.7％＊3とOECD加盟国では最低ラインです。ジェンダー不平等指数(GII)において

は155ヵ国中26位＊4。保健分野などの日本が優れている分野が含まれている結果と考えられますが、

日本においても、意思決定に関わる立場にある女性の割合が著しく低いという現状において、ジェ

ンダー平等に向けて取り組む課題は多くあると言えます。

◆日本のグローバル・ジェンダー・ギャップ指数は145ヵ国中101位

男性と女性に対して一見中立的な法律や政策でも、結果的には男女に異なる影響を及ぼすこと

が往々にしてあります。例えば、日本には男女雇用機会均等法があり、雇用での男女差別は禁じ

られています。しかし、企業の課長相当職以上に占める女性の割合はわずか7.5％＊5。女性が

働き続け、昇進するのがいかに厳しいかがわかります。このギャップを是正するには、家事・育児

を男女間でより公平に分担できるような環境づくりや意識改革、家事・育児をサポートするよう

な公共サービスや民間サービスの拡充などが必要です。

◆男女平等の法律を作れば、格差は解消される？

ジェンダーは女性だけの問題ではありません。例えば日本では「男は弱音をはいたり泣いたり

せずに、一家の大黒柱として家族を経済的に養ってこそ一人前」などのジェンダー規範があり、

男性にとっても生きづらい社会になっています。すべての人々が自分の持って生まれた可能性を

開花させ、対等な立場で助け合い、能力を活かしていけるジェンダー平等社会をともに作り上げ

ていくことが必要です。

◆ジェンダー平等の社会をつくるために

4解 説

表1：グローバル・ジェンダー・ギャップ指数 ( GGI )　

出典：世界経済フォーラム The Global Gender Gap Report 2015

アイスランド 1位

7位

28位

83位

101位

110位

129位

145位

0.881

0.790

0.740

0.687

0.670

0.658

0.625

0.484

0.836

0.799

0.826

0.731

0.611

0.575

0.764

0.225

1.000

1.000

0.999

0.941

0.988

0.917

0.700

0.720

0.970

0.980

0.975

0.950

0.979

0.972

0.967

0.967

0.719

0.382

0.162

0.124

0.103

0.169

0.067

0.026

フィリピン

米国

ベトナム

日本

ネパール

ベナン

イエメン

ランク 全体スコア 経 済 教 育 保 健 政 治

＊１＊4 世界経済フォーラム　The Global Gender Gap Report, 2015

＊2     UNDP, Human Development Report, 2014

＊3＊5 内閣府「女性の政策・方針決定参画状況調べ　平成 27年度調査結果」,2015
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問題解決のためのアクション

参考資料

ＮＧＯ、国連、現地政府などが、「識字教育」「学校・トイレ建設」「女性

教員トレーニング」「職業訓練」など様々なプロジェクトに取り組んでい

ます。現地の女の子や女性たちもニーズ調査、プロジェクト実施、評価な

どに加わるケースも増えています。

◆プログラムを実施してコミュニティを変える

ジェンダーに関する差別、ステレオタイプ、不平等な力関係を変換させるた

めには、人々の意識啓発が欠かせません。現地では当事者である女の子・

女性が啓発活動の重要な担い手として活躍することも。すべての子どもに

平等な世界をつくるためには、日本においても、構造的な男女不平等の原

因を知り、改善に向けて何ができるかをともに考えることが重要です。

◆意識啓発をして人々の意識とふるまいに
　変化をもたらす

問題解決のためには、国内外の政策の改善が不可欠です。活動現場の経

験や知見、そして当事者である女の子や女性の声を政策に届けるために、

行政担当者と対話し、法律の策定・改善支援、教育政策やカリキュラムづ

くり支援、関係機関の連携をはかります。日本でも、「世界中の子どもに教

育を」「ＯＤＡにおける教育支援の充実を」などを訴える署名やアクション

が呼びかけられています。

◆政策に働きかけて社会の仕組みを変える
（アドボカシー）

「募金をする」「ペットボトルキャップを集めて支援団体に送る」「省

エネに励む」など、貧困や気候変動、ジェンダーの不平等などの諸

問題解決に向けた個人の取り組みは増えています。一方、それらの

問題解決のためには、国内外の政策の改善が不可欠です。この政策

を変えるための活動をアドボカシー活動といいます。政策を変える

ためには、その問題が起こっている根本的な原因を理解し、それを

解決するための提案を、政策を決定する責任のある政治家や政府

の担当者などに届けることが重要です。そして、政治家や政府の担

当者にその問題を重要と思ってもらえるよう、問題に気づいた人た

ちが、できるだけ多く声をあげていくことが、とても大切です。この

「声をあげる」という行為は、特別な知識や資格はなく、私たち全員

が参加できる行動でもあります。

アドボカシー活動

国際会議や国連の場でもユースの声が重要

視されています。ユースが持つエネルギーと

新しい視点は社会に確実に変化をもたらし

ます。

世界の女の子の教育の拡充とエンパワーメント

の推進を訴えるために実施したRaise Your Hand

アクション。世界70カ国以上239万5266名の

意思が外務省やユネスコ本部に届けられました。

5解 説

◆映像
「女の子が生き抜くための『学び』」、「カムラリたちの新たな人生（ネパール）」、

「13歳の花嫁（ニジェール）」など各種短編映像をご紹介しています。

◆世界ガールズ白書
プランでは2007年から毎年、世界の女の子の現状を調査、報告した「世界ガールズ

白書」を発行しています。女の子に影響を及ぼしているテーマを取り上げ、女の子た

ちが直面する問題やその解決に向けたプランの提言や取り組みを紹介しています。

◆ユース冊子「世界を変える若者のチカラ～国際NGOプラン・
　インターナショナルの活動現場から～」
マララ・ユスフザイさんのストーリー、途上国の女の子の現状・可能性についてのデ

ータや解説から、世界を変える若者の力を考える教材です。

◆「ジェンダー平等に関するプランの方針」
プランの目標は、すべての子どもたちが、本来もてる力を発揮できる社会を築くこ

と。その達成には、「ジェンダー平等」が欠かせません。活動国でのプログラムは

もちろん、各国事務所の運営や発信するメッセージなどすべてに「ジェンダー平等」

の視点を盛り込むというプランの方針を説明しています。

プランのウェブサイト  www.plan-international.jp 
You Tubeチャンネル  www.youtube.com/user/planjapantvからご覧頂けます。
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