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● 子育ては楽しい！
　 ～笑って考えるワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）～
●インタビューしました！
●素敵な師に出逢えれば……
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２０回目を迎えた「共に生きるフォーラムふじさわ2009」
瀬地山先生の巧みな話術で、「笑って考える」楽しいひとときとなりました。

子育ては楽しい！
～笑って考える　ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）～

　当日の参加者１０６人のところ、７５人がアンケートに答えて
くださいました。ご協力いただきありがとうございました。
　その中で、「今の世の中は男女平等になっていると思います
か？」という問いを見ると、「そうは思わない」と答える方が最も
多く、まだまだ男女平等となっていないと感じる方が多いこと
が分かります。（下図表）
　誰もが平等に生き生きと輝ける社会にしていきたいですね。

子育て応援講座
～プロが教える子どもヘアカット

人形劇のつどい

かがやけ地球は市民の編集員さんの企画・運営によって、
年4回発行しています。

編集スタッフ：尾澤 敦子・川辺 裕子・多根 純子 
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素敵な師に出逢えれば……

就職支援セミナー【再就職支援】

就職支援セミナー【対象別】

申込みは、随時受付（定員になり次第締切り）。電話または来所で
「藤沢しごと相談システム運営センター（労働会館内）へ。
☎23–8222（月～金曜日・祝日除く 9：00～17：00）

勤労市民課の講座

就職支援カウンセリング

問合せ先：勤労市民課 ☎50–8222

0% 20% 40% 60% 80% 100%

77.6%

76.5%

77.0% 18.7%

17.6%5.9%

1.7%

2.7%

19.0%

1.3%

0.0%

1.7%女性

男性

全体

そう思う そうは思わない どちらともいえない 無回答

「共に生きるフォーラム2009」アンケートから



　私が日本人で妻は韓国人、第1子はアメリカで生まれ
たので日本・韓国・アメリカの三つの国籍を持ち、第2子
は日本で生まれたので日本・韓国の二つの国籍を持っ
ています。だから国籍で数えると日本人3人、韓国人3
人、アメリカ人1人の4人家族なのです。(笑)
　ちょうど私の留学と出産時期とが重なり、アメリカで
の立ち会い出産となりました。立ち会うかどうか問われ
ることもなかったですね。でも楽しい経験でしたので、日
本でも男性の立ち会いが当たり前になるといいと思い
ます。

　「お父さんと子どもの時間を作る」「お母さんはまか
せて外出」です。つまり、「子どもを長時間お父さんにま
かせて外出する」機会をつくることが、一番良い方法で
す。「頼りになるのはこの人しかいない」という状況をつ
くることです。お母さんでな
くては食事をしない子でも、
最終的にはお腹がすけば食
べますからね。（笑）
　実践してみて、「子育てに
おいて男にできないことは
何もない」ということを強く
思えるようになりました。

　出産と子育ては違います。出産のように身体の違い
で決まっていることを「生物学的性差」といいます。子

育ては、男性に出来ないわけではないので「社会的性
差」に属します。
　この「社会的性差」という言葉を「生物学的性差」から
切り離したことによって、「『男だから／女だから』こうし
なければいけない」と私たちが考えていることの大半は、
実は生物学的に決まっていることではなく、「社会的に
人が思っていることにすぎない」と考えることができる
ようになりました。それが「ジェンダー」という言葉の持
つ大きな意味であると思います。

　例えば、植林をする林業者としない林業者が市場で
競争すると、植林をしない林業者の方が安価で勝つで
しょう。そうすると30年後、山はハゲ山になり、保水力
を失った山林からの大水害という形で、30年間植林を
してこなかったツケを一気に払わされます。この例え、
「植林をする林業者」を女
性労働者、「植林をしない
林業者」を男性労働者、「植
林」を子育てと考えますと、
どうして企業が男性ばかり
雇うのかが分かります。つ
まり、女性には子育てのコ
スト「次の世代の労働力が
育つコスト」がかかってい
るわけです。そのため、男
性ばかりを雇って植林のコストを少なくする企業が増え
ると、将来山はハゲ山ばかりになります。短期的に合理
的な行動が累積することにより、大きな不合理を生み出
している、それが現在の少子化の問題です。　
　企業は「人を雇うということは、子育てやお年寄りの
介護等のコストを払うという事につながるのだ」という
認識をすることが重要です。
　男性を雇っても女性を雇っても同じように育児のコス
トはついてまわる、ということを認識させるためにも、男
性の家事労働時間を増やし、育児休暇の取得、出産時に
夫婦がそろって産休を取る事などを普及させる事が必
要です。

　女性が子どもを抱えながらフレキシブルに働けるよう
にするという施策ではありません。長時間労働をなくし
て仕事と生活のバランスをもう少し考え直さなければ
ならないというのが、ワーク・ライフ・バランスの発想の
根本にあり、次の二つの発想が不可欠になります。
　一つは子育てをしながら働ける環境をつくるという
「両立支援」、もう一つは男女の平等を考えるという「均
等支援」の発想です。その両方をちゃんと行うことが
ワーク・ライフ・バランスの重要なポイントです。
　一頭立て馬車で妻子を養うのは大変な世の中です。
2頭立ての馬車にして
お互いが肩の力をぬい
て50％、60％の力を出
し合って、家族皆で夕食
を食べられるということ
が大事ではないでしょう
か。そうすることによって男性も肩の荷が少しおろせる
ということもあります。
　「男女が普通に働いて普通に子育てもできる社会」を
考えていこうというのが男女共同参画の精神であり、男
女共同参画の視点のないワーク・ライフ・バランスは意
味がありません。もう少し性別にとらわれない考え方を
したいですね。

＊　＊　＊

　「男性も家事・育児に参加し、女性がもっと社会で働く
ことで、『皆で働き、皆で税金を払い、労働力のリサイク
ルに皆で携わっていく社会』を作りましょう」という先生
の言葉が印象に残りました。
　講演の最後は、JULEPSというグループの“旅立つ
日”という歌を聴きました。
　新橋のＳＬ広場でこの歌を流した時に、それを聴いた
お父さん達が涙を流して帰宅を急いだというエピソード
があるそうです。会場でも男女を問わず多くの方が涙
を流していらっしゃいました。

　（多根　記）

「共に生きるフォーラムふじさわ2009」の講演会が2市1町（藤沢市・茅ヶ崎市・寒川町） 広域連携事業として、11月21日(土)に藤沢市役所で
開催されました。講師は、東京大学大学院総合文化研究科教授の瀬地山  角先生です。 その内容をちょっとまとめてみました。

子育ては　　　　楽しい！～笑って考える  ワーク・ライフ・バランス～子育ては　　　　楽しい！～笑って考える  ワーク・ライフ・バランス～（仕事と生活の調和）（仕事と生活の調和）

日本人3人、韓国人3人、アメリカ人1人の4人家族？

少子化対策 －女だけの問題ではない！－

ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）とは

男の子育て －「ママがいい！」に負けない－

「生物学的性差」と「社会的性差（ジェンダー）」

瀬地山 角 （せちやま かく） 氏
1963年生まれ。奈良県出身。
東京大学大学院総合文化研究科教授。専門はジェンダー論。
著書に、『東アジアの家父長制』、『お笑いジェンダー論』
（いずれも勁草書房）など。



　講演後の瀬地山先生にお時間をとっていただき、気
になるあれこれを伺ってみました。

　育児休業をとったりして子育てを頑張ってお
られますが……

　正確に言うと僕は、育児休業の時期にちょうど
アメリカに渡っているので、連れが育児休業を

取っています。二人同時には取れないですからね。
　子育ては楽しいけれど、やはり大変ですね。仕事に全
力投球できないですからね。まわりにどう思われている
かと考え出すと嫌になることがありますが、今の時期は
しようがないなぁと割り切っています。

　食事の支度などされると伺いましたが？

　最初に僕が料理を覚えたのは中学校の山岳
部です。毎週土曜日の午後に炊事訓練として、

テントを張って火をおこし、コッヘルでご飯を炊き、おか
ずを一品作って昼ごはんを食べていました。
　普段は、凝ったものは作
らないし作れない。ハン
バーグやステーキ、魚など
を焼いたりとか、鰹のタタ
キを作ったりしています。

　一週間のうちで何日ぐらい作りますか? 
お子さんの評判はいかがですか？

　一週間のうち４日ぐらい作ります。評判は非
常に悪いです。「お父さんのお料理は、大人向き

でダメ」とか言うんです。飲み屋さんなどで覚えたりす
るので、どうしてもつまみのようなメニューが多くなって、

トマトとモッツァレラのカプレーゼに
マリネ、魚料理を作ろうなどと頑張る
と、子どもが、「こんなのは要らん！」
とかなんとか言うんですよね。（笑）

　大人には、レストランのおいしいメニューです
けどね。フルに働き、子育てや食事の支度　　　

すごい！ 理想の夫ですね。でも、その分負担が……。

　子育てに全く関わらないで仕事だけをしてい
るよりは、ずっと幸せだと思っています。連れよ

いう話になると、日本の社会では、○○新聞で働いた人
が、出産で２年休んだ後、△△新聞には就職できないシ
ステムになっています。そういうジョブマーケットが成
立していないということはおかしいです。
　再チャレンジする時は、一から、いや、マイナスからや
り直しになってしまうんですね。この状況では、どんなこ
とをしても出産で辞めないほうが
得です。今は、育休が整っていて、
５割もお金をくれるんですから。
なので出産ぐらいで辞めない社
会づくり、保育所の整備などをし
ていく必要があります。
　仕事から一度離れたら、もう戻
れなくなります……。かじりつい
てでもそこにいるほうが得です。

　男の人でも育児ノイローゼになりますか？　
女性だと友達に愚痴を言って解消しますが、発

散する場所はありますか？

  　やっぱりそれはありますね。つらい時もあり
ます。大学の中のフレンチレストランで学生と

子連れで食事会を開いたり。最近はあまり外に飲みに
行かないで、家で飲んでいます。(笑)

　家事・育児の協力に関してお連れ合いはなん
とおしゃっていますか？

　もうちょっと感謝してくれたらなと思うんです
けど（笑）。僕のほうが働いている時間が短いで

すからね……。

　学問は、働いている時間が目に見えないです
からね……。瀬地山家のこれからの目標は？

　仕事のできる女の子と家事のできる男の子を
育てようというのが我が家の目標です。

　お父さん、お母さんを見て育てば、きっとそうなって
いくでしょうね。
　本日はお忙しい中、ありがとうございました。

  (川辺　記)

りいろんなところで子どもの相
手をしていますから。子どもが
25メートル泳げるようになった
瞬間やスキーで泣きながらも急
斜面を滑れるようになった瞬間
とか、そういった場面に立ち会っ
ているんです。それは、やっぱり
プライスレスです。一緒に時間
を過ごさないとできないことで
すから。

　今お子さんはおいくつですか？
子どもの成長にあわせて育児のスタンスが変

わっていくと思いますか？

　９歳と４歳です。まだわかりません。
今は保育園で夕食の面倒を見てもらうこともで

きますが、学童だと夕方、僕がピックアップですよね。平
日どれだけ食事を作らなくてはならないのか……。子
どもが小学生、中学生と大きくなり、これからの方が負
担は大きくなるのではないかと思っています。周りの子
どもを見ていると、小学生の高学年で料理を作れる子
どもも結構いますが、できる子とできない子が極端に別
れてしまっているように思えます。草壁さんちのさつき
ちゃんは、ちゃんとお弁当を作っていますよね。トトロの
サツキちゃんです。(笑)

　この経験は先生の学問にとって、とても生か
されますね。若い世代にこのことを伝えていか

なければならないと思われますか？

　中学校へは母校に一度行ったきりですね。
高校からは結構お呼びがかかって行くんです

けれど……。自分の子どもには、女性もちゃんと働いた
ほうがいいと思うから、こうやってお父さんもご飯を作
るんだよと伝えています。

　これからは高齢化社会です。先ほどの講演会
でもおっしゃっていたように、７０歳定年制に移

行していくには、どうしていったらよいのでしょうか？

　これだけ制度ができてきているのに、出産で
仕事を辞めるのはもったいない。出産で辞めた

人の損益が生涯で２億ともいわれています。再就職と

インタビューしました！



　今年のフォーラムの講師である瀬地山角先生の著
書『お笑いジェンダー論』と『東アジアの家父長制』を読
ませていただきました。柔らかいのと堅いのと……と
いう二冊セット。いやいや、東大のセンセイだけあって、
ジェンダーの切り口もいろいろです。
　教科書としては『東アジアの家父長制』を使うんだろ
うなあ、と思いながらも『お笑いジェンダー論』は先生
のお人柄が垣間見えて、どちらもたいへん興味深いも
のでした。
　読みながら、私は一本の映画を思い出していました。
　『モナリザスマイル』
　ジュリア・ロバーツ主演のアメリカ映画です。2003
年に作られたものですが、舞台はそれよりも半世紀前
でしかないのに、それもアメリカなのに「ええええええ
えっ！」と言いたくなるような、実に保守的な女子大。
ジュリア演ずる美術講師キャサリンが、「エリート男性と
結婚することだけが女のシアワセ」と刷り込まれている
女子大生達に自分の望む道を進むことの素晴らしさを
教え、そしてその後押しをします。「本当はもっと勉強
したいけど、ママが結婚しなさいって……」と諦め顔の
生徒の机の上にそっと入学願書を置くキャサリン。そ
の時の嬉しそうな女子大生の顔は忘れられません。そ
んな日々を過ごすキャサリンですが、彼女自身も人生
の選択を迫られる状況にあったのです。『モナリザの微
笑』を鑑賞しながら、ある生徒が疑問を投げかけます。
「モナリザは幸福だったのですか？」と。　   　いろい
ろと書きたいところですが、ネタバレになりますので
是非DVDをご覧ください。この映画はモナリザのあ
の微笑が心の奥底から溢れ出てきたものなのか、それ
とも……という女性の内面と外面を描いています。
　原案はあのヒラリー・クリントンの自叙伝から、とい
う話ですが、これが実話ならば彼女は素敵な師に出
逢って、そして男女の隔たりを乗り越えて弁護士となり、
ファーストレディーとなり、今や国務長官にまでなった
わけです。
　それを思うと多感な思春期に出逢う人によって、特
に影響力の大きい師によって人生というのは本当にど
うなるのかわからない、と感じませんか？
　そして、さらに思うわけです。私がもし学生時代に瀬
地山先生に出逢っていたら……、いえいえ、フォーラム
にいらしていた方が瀬地山先生の授業を受けていた
ら……。もちろん、これを読んでいる貴方だって然り。

もしも、アナタが女性なら日本初の女性総理大臣に
なったかもしれないのです。
　どうします？ 総理大臣になっちゃったら？ あれもこ
うしたい、これもああしたい。夢は
果てしなく続きます。残念で
す、本当に残念です。私が
学生だったころは、女性
学というもの自体があ
りませんでした。ジェン
ダーの「ジェ」の字もあり
ませんでした。悔しい。瀬
地山先生の講義を聞いてい
たら、こんな私じゃなかった筈。と
ブツブツ文句を言いながらもう一度プロフィールを拝
見。あらら、先生の方が私より若い。これじゃ、駄目だわ。
　でも、瀬地山先生の教え子達の中からは本当に初の
女性総理大臣が出るかもしれません。あんなに楽しく
て面白くて、興味をどんどん持たせるような講義なの
ですもの。もし、本当にこんなことが実現したら、是非、
聞いてみたいです。
　「モナリザはシアワセだったと思いますか？」

　　　　　　　（尾澤　記）

　当日の参加者１０６人のところ、７５人がアンケートに答えて
くださいました。ご協力いただきありがとうございました。
　その中で、「今の世の中は男女平等になっていると思います
か？」という問いを見ると、「そうは思わない」と答える方が最も
多く、まだまだ男女平等となっていないと感じる方が多いこと
が分かります。（下図表）
　誰もが平等に生き生きと輝ける社会にしていきたいですね。
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■内　容：人形劇  「胴切り」ほか
■公　演：村岡公民館サークル「劇団がらがらどん」
■日　時：2/27（土） 11：00～12：00
■対　象：一般150人　　■申込み：不要

■内　容：バリカンを使って、簡単・安全なカットのコツを学びます。
■講　師：ヘアメイクアップアーティスト　稲葉　功次郎 氏
■日　時：3／3（水）10：00～12：30
■対　象：1歳から小学校3年生を子育て中の保護者20人
■申込み：2/17（水） 9：00から電話または来館で。

■内　容：琴のポピュラーソング演奏
■公　演：琴サークル「ザ・メイプルズ」
■日　時：3/21（日） 13：30～15：00（13：00開場）
■対　象：一般100人
■申込み：3/4（木） 9：00から電話または来館、及び
　　　　　電子申請でも可。翌日以降は、平日の8：30～17：00

■内　容：チャンゴ（韓国の太鼓）でひびきあおう！
　　　　　～韓国の民話・三年峠のふるさとをたずねて～
■講　師：李　禮子（イ・イエジャ）氏　ほか
■日　時：3/27（土） 10：00～12：00
■対　象：親子・小学生30組60人
■申込み：3/1（月） 8：30から電話または来館で。

■内　容：就職のプロセス、適職選択、応募書類の書き方、
　　　　　面接対策ほか
■日　時：2/9、23　3/2、9、30　全火曜日／13：00～16：30
■対　象：市内在住在勤の就職・転職を希望する方、各20人

■内　容：各対象者にあった、就職支援に対してのアドバイスを
　　　　　行いながら、就職等のプロセスを学びます。
■日　時：◆女 性 対 象…2/16 午前、3/16 午後
　　　　　◆若年者対象…2/16 午後
　　　　　◆高年齢者対象…3/16 午前
　　　　　全火曜日／午前 9：30～12：30、午後 13：30～16：30
■対　象：市内在住在勤の就職・転職を希望する方、各20人

■内　容：就労に向けた相談に個別アドバイスします。
■日　時：2/18、25　3/4、11、18、25 
　　　　　全木曜日／10：00～16：30
■対　象：市内在住在勤の就職・転職を希望する方。
　　　　　各日5人（ひとり1時間以内）

子育て応援講座
～プロが教える子どもヘアカット

人形劇のつどい

かがやけ地球は市民の編集員さんの企画・運営によって、
年4回発行しています。

編集スタッフ：尾澤 敦子・川辺 裕子・多根 純子 

村岡公民館 ☎23–0634

村岡公民館 ☎23–0634

国際理解講座 藤沢公民館 ☎22–0019

ホールコンサート
～琴で奏でるポピュラーソング

村岡公民館 ☎23–0634

申込み・問合せ：各公民館へ公民館の講座

再生紙を使用
しています

就職支援セミナー【再就職支援】

就職支援セミナー【対象別】

申込みは、随時受付（定員になり次第締切り）。電話または来所で
「藤沢しごと相談システム運営センター（労働会館内）へ。
☎23–8222（月～金曜日・祝日除く 9：00～17：00）

勤労市民課の講座

就職支援カウンセリング

問合せ先：勤労市民課 ☎50–8222


