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2021 年 4月発行 

特集「なばりのきらきらウーマン」 

第 6回 Rita
リ タ

 Design
デ ザ イ ン

 美山
み や ま

 莉
り

香
か

さん 

名張できらきら輝く女性へのインタビュー企画・第 6 回

目は、リタデザインの美山さん。デザインの会社を経営され

ています。穏やかに語る美山さんの、家族や周りの方たちへ

の温かな眼差しが印象的でした。 

（インタビューの内容はこちらです） 

「ジェンダー」ってなに？ 

 

一般的にジェンダーはそれぞれが所属する社会や文化から規定され、表現され、

体現されます。なので、日本での性別役割分担や職業選択の傾向性が、他の国で一

致するものでも、国の文化や民族を超えて普遍的なものでもありません。社会や文

化が変われば、ジェンダーの観念も変わります。また、時代によってもジェンダー

の観念は変化していきます。 

髪型 

服装 

言葉遣い 

考え方 

意識 

職業選択 

家庭や職場での 

役割や責任の分担 
コミュニケー 

ションの仕方 

「ジェンダー」を形作るもの 
 

ジェンダーとは、生物学的な性別（sex）に対して、社会的・文化的

につくられる性別のことだよ。「男だから・女だから」とか「○○らし

さ」といった表現をされることを指すよ 
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ジェンダーバイアスの例 

こんな言葉、あなたは言われたことありませんか？ または、周りに言っていませんか？  

知らないうちに、誰かを苦しめているかもしれません。 

その「当たり前」、本当に性別は関係ありますか？ 

 

 

ジェンダーの問題って、なんだろう？ 

参考・出典 内閣府国際平和協力本部事務局「第 70 回 性差：ジェンダーとセックスの違い」（2011 年） 
名張市「『男女共同参画社会』の実現を目指して」 
毎日新聞「女性だから得意？男性の仕事？職場に潜むジェンダーバイアスに気付こう！」 

「男だから・女だから」という固定的な役割の観念は、個人の可能性を狭めたり、自由を奪

ったりする原因にもなります。ビジネスの場や政治にも影響を及ぼしたり、暴力や虐待につな

がったり、教育格差につながることもあります。性別で判断するのではなく、個人の性質や能

力を尊重することが大切なのです。 

性別に対する無意識な思い込みや偏見（アンコンシャス・バイアス）は誰もが持っています。

日常や職場、自身の中に潜む無意識な思い込みや偏見に気づくことが大切です。 

 

「ジェンダー問題」って、何が問題なの？ 

 

例えば「男は外で働いて、家族を食べさせるのが当たり前」「女は家事をこ

なし、子どもを育てるのが役目」など、性別のみで役割を割り当てて考えた

り、役目を押しつけたりすることだよ。このように男女の役割について固定

的な観念を持つことをジェンダーバイアスというよ。 

男なんだからしっかりしなさい！ 

女の子は将来結婚するんだ

から、一生懸命勉強する必要

はないし、男の子は家事をす

る必要はない 

『ジェンダーについて大学生が真剣に考えてみた ―あなたがあなたらしくいられるための

29問』（佐藤文香 監修、一橋大学社会学部佐藤文香ゼミ生一同 著、明石書店、2019） 

ジェンダー研究のゼミに所属している学生たちが、ジェンダーに関する疑問に向き合って書かれ

たQ&A集。1つの問いに対し、初心者向けの「ホップ」、中級者向けの「ステップ」、そしてジェンダ

ー研究の最新の動向もおおむね理解している上級者向けの「ジャンプ」と分かりやすく解説されて

いるのも読みやすく、やさしい言葉で理解しやすいです。入門書としてもおすすめです。 

『ピンクがすきってきめないで』 

（ナタリー・オンス 文、イリヤ・グリーン 絵、ときありえ 訳、講談社、2010） 

2年前に一度ご紹介した作品ですが、再度ご紹介。ピンクやかわいいものよりも、黒やかっこ

いいものの方が好きな女の子の目線を通して、私たちの考える「当たり前」とは何か？考えさせ

られる絵本です。「ジェンダーとは何？」を理解するのに、分かりやすいと思います。なにより、

主人公の女の子の鋭い問いかけにドキリ、とさせられます。（センターにて貸出あり） 

男の子には青、 

女の子にはピンクでしょ 

育児は女性がするもの。男性が

育休を取る必要ないでしょ？ 

男は数字に強いけど（理系）、

女は数字に弱い（文系） 

男の子だから活発に 

女の子だからお行儀よく 

女性の方が細かいこと

は得意でしょ？ 

http://www.pko.go.jp/pko_j/organization/researcher/atpkonow/article070.html
https://www.city.nabari.lg.jp/s021/030/090/100/201502053006.html
https://mainichi.doda.jp/article/2021/01/25/2054
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編集後記 

長い長い冬もいつの間にか過ぎて、色彩鮮やかな季節がやってきました。今年は桜の開花も早かったで

すね。今の時勢、なかなか遠方へ出かけられませんが、市内でもあちこちで美しい景色を楽しめました。 

慌ただしい毎日の中で、春の色彩がふっと心を穏やかにしてくれます。先日、葉を落とし

ていた木々がやわらかな葉を芽吹かせているのを見て、「これが萌黄なんだな」と感心し

ました。日本の色は季節の色彩をうまく表していますね。陽射しにきらきらした春の景色

は、「まあ、ちょっと一息ついていきなよ」と言ってくれているようです 

つうしん 108 号アンケート  
つうしんを手に取っていただきありがとうございます。今後の編集のために、ご意見をお寄せください。ご

回答いただいた方の中から抽選で２名様に図書カード 1000 円分を進呈いたします。下記①～⑤の必要事項を

ご記入のうえ、メール、ハガキ、または FAX でお送りください。（送料等はご負担ください） 

 

 

① 記事の内容は参考になりましたか？  （ａ） 参考になった  （ｂ） 参考にならなかった 

②「参考になった」を選択された方にお尋ねします。どの記事が参考になりましたか？（複数回答可） 

（ａ）特集「なばりのきらきらウーマン」 （ｂ）ジェンダーって何？ （ｃ）ジェンダーの問題について 

（ｄ）読書のじかん（ｅ）「性の多様性を認め合い、誰もが安心して暮らせる三重県づくり条例」（ｆ）相談日程 

➂ 興味のあるテーマ、今後読みたいと思うテーマはどれですか？（複数回答可） 

（ａ）男女共同参画視点の防災 （ｂ）女性史 （ｃ）育児・介護休業 （ｄ）その他（       ） 

④ 特集「なばりのきらきらウーマン」についてご意見・ご感想をお聞かせください。 

⑤ 108 号の記事全体について、ご意見・ご感想をお聞かせください。 

★ お名前、年齢、住所、連絡先、つうしんの号数を明記の上、下記連絡先へお送りください。 

応募締切は 6月10日 木曜日（必着）です。 
 
 ＜メール宛先＞ danjo-center@emachi-nabari.jp「つうしん 108 号アンケート」 

＜郵送宛先＞〒518-0775 名張市希央台 5-19 名張市男女共同参画センター 宛 

＜FAX 宛先＞ 0595-63-5326 

 

※ ご記入いただいた個人情報は図書カードの発送のみに使用し、当選発表は景品の発送をもってかえ
させていただきます。 

 

＜メールQRコード＞ 

「性の多様性を認め合い、 

誰もが安心して暮らせる三重県づくり条例」が施行されました！ 

性の多様性についての理解が広がり、当事者が抱える課題が社会の中で共通認識となり、

性のあり方にかかわらず、すべての人の人権が尊重され、多様な生き方を認め合うことがで

きる社会づくりを地域社会全体ですすめていくための条例が、4月 1日に施行されました。

この条例では、性的指向や性自認にかかわらず、すべての人の人権が尊重され、不当な差別

的な扱いをしてはならないと明記されています。 

また、性的指向や性自認の表明をする「カミングアウト」を強制することや、他人が本人の了承なし

に暴露する「アウティング」の禁止などが都道府県条例として初めて盛り込まれました。なお、「社会

全体の理解が広がり、共通認識となる」ことを目的としており、罰則規定は設けられていません。 

 

参考・出典 三重県「性の多様性を認め合い、誰もが安心して暮らせる三重県づくり条例」 

NHK ニュース「性的指向など暴露する「アウティング」禁止の条例成立 三重」 

社会の共通認識を広げる 
不当な差別的取り扱い、カ

ミングアウトの強制・アウティ

ングなどを「してはならない」

ことが明示された。 

社会全体で取り組む 
県の責務だけでなく、市

町・教育に携わる者、県民、事

業者の役割を定め、地域社会

全体で取り組む。 

総合的な環境づくりに努める 
県として、長期的な目線で、

合理的な配慮の下に、安心して

学び、働き、暮らすことができ

る環境づくりに努める。 

mailto:danjo-center@emachi-nabari.jp
https://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0011500305.htm?pagePrint=1
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210323/k10012930781000.html
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日 月 火 水 木 金 土

1

2 3 4 5 6 7 8
　　　女性弁護士

　　　による法律相談

10：00～12：00

13：00～15：00

女性のための相談

13：00～16：00 

9 10 11 12 13 14 15
　　　 人権相談 男性のための相談

13：30～16：00 17：00～19：00 

女性のための相談 女性のための相談

9：00～12：00 13：00～16：00 

16 17 18 19 20 21 22
　　　 人権相談 　　　ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ相談

13：30～16：00 10：00～12：00 

女性のための相談 女性のための相談

9：00～12：00 13：00～16：00 

23 24 25 26 27 28 29

　　  ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ相談

13：00～1６：00 

30 31 女性のための相談 女性のための相談

9：00～12：00 13：00～16：00 

★「女性のための相談」5日（水）は、祝日のためお休みです。

●予約電話　６３－５３３６

休館日

休館日

休館日

休館日

休館日

名張市男女共同参画センター2021年

5月

相 談 日 程

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5
　　　 人権相談 　　　女性弁護士

10：00～15：00 　　　による法律相談

10：00～12：00

13：00～15：00

女性のための相談 女性のための相談

9：00～12：00 13：00～16：00 

6 7 8 9 10 11 12
男性のための相談

17：00～19：00 

女性のための相談 女性のための相談

9：00～12：00 13：00～16：00 

13 14 15 16 17 18 19
　　　 人権相談 　　　 ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ相談

13：30～16：00 10：00～12：00 

女性のための相談 女性のための相談

9：00～12：00 13：00～16：00 

20 21 22 23 24 25 26

　　　 ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ相談

13：00～1６：00 

女性のための相談 女性のための相談

9：00～12：00 13：00～16：00 

27 28 29 30

女性のための相談

9：00～12：00 

休館日

休館日
●予約電話　６３－５３３６

　

休館日

休館日

相 談 日 程
6月
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インタビュー（ページ内リンク用見出し） 

108 号（特集 06-1） 

～特集「なばりのきらきらウーマン」～ 



107 号（特集 05-2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

108 号（特集 06-2） 


