


Our Vision
すべての少女と若い女性が声をあげ、
よりよい社会にするために行動を起こす

はじめに
少女は未来の女性。

1975年国際婦人年から44年。
2015年には女性活躍推進法が成立し、
「女性の活躍」のための施策が各方面で見られるようになりました。

未来にわたり、
一人ひとりが可能性を最大限に発揮できる社会となる鍵は、
未来の女性である少女が握っています。

近年、女性の幸せが多様化する中で、
未来の女性である少女は、どんな期待や不安を抱いているのでしょうか。

ガールスカウトは、
2015年10月の国際ガールズ・デーに安倍首相を訪問し、
「自分たち自身も社会を担える力をつける」ことを約束しました。
そして、安倍首相は、
少女たちが女性になるときには、「女性が活躍できる社会」を創ると
約束してくださいました。

英国やアメリカ、カナダなどのガールスカウトは、
少女たちが力をつけ、その力を発揮することができる社会を創るために、
少女の声を積極的に聞き、それを社会に届けています。

私たち、日本のガールスカウトも、
アドボカシーの一つとして
今回の調査を通して明らかになったことを声に出し、
社会に届けることでよりよい社会を創るための行動を起こします。
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調査のねらいと分析（第１次）

この調査は、大きく二つのことを目的に実施しました。

一つ目は、「男女平等と言われているこの社会を、少女たちはどのように感じているか？」「無意識に社会やメディア
等から受ける『隠れたメッセージ』や、学校における『隠れたカリキュラム *』はどのように存在するのか」ということ
を知ることでした。アンケートでは 62%の少女が、日常生活の中やメディアの中に、女性であるがゆえの差別や暴
力を感じ、97%以上が「社会で女性が公平に扱われていない」と感じているという結果が出ました。同時に、女性の
容姿に対しての社会からのメッセージは、少なからず少女たちの可能性をはばむ原因になっていることがうかがえ
ました。「男女平等に扱われることは、あたり前のことである」と頭では理解していても、自分たちが無意識に「男らし
さ」「女らしさ」に縛られていること、また、実際の社会では、「男女平等ではないこと」「男女が公平に扱われていない
こと」を高校生たちは目にしているということがあぶりだされました。

二つ目の目的は、英国での同様の調査との比較でした。回答の中には、「わからない」を選択した数が英国と比較し
て8倍にもなった項目がありました。また、差別を感じる割合にも差がありました。これは、英国に比べて日本がより
平等で公平な社会であることを示しているわけではありません。日本の子どもたちは、メディアリテラシーや、社会に
対して関心をもち実態を知るという機会が不足しているからではないかと推察しています。

今回の調査は「みんなの声で社会を変えよう」とウェブで呼びかけ、実施しました。その結果、500 人を超える少女が
それに応じてくれました。この調査に協力していくなかで、「今まで考えたこともなかった」や、「差別に気づいた」と
いう声もありました。同時に、「自分たちの感じていることを社会に届けることが社会を変える一歩になる」ということ
に気づいてもらえたと考えています。

調査対象：全国44都道府県の女子高生 15歳～19歳
回答人数：524人（ガールスカウトの会員・一般）
                    共学　370人・女子校　154人
調査方法：インターネット回答
                    全83問 （選択80問・記述３問）
調査期間：2019年3月23日～4月22日
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15歳　20.6%

16歳　36.3%

17歳　32.6%

18歳　10.1%
19歳　0.4%

  『隠れたカリキュラム *』とは
  学校には、「公式のカリキュラム」として、教育する側が明示的に教える内容以外に、学校生活、学校制度、教師の言葉や態度などを
  通して、子どもたちが学びとっていく規範や価値観、信念などの「隠れたカリキュラム」が存在する。持ち物の色指定、性別の科目や
  活動、ステレオタイプに基づく声かけの違いなどを通して、子どもたちはいろいろなことを学び合い、影響を受けている。
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62 %
普段の生活で、性的
な嫌がらせや
性差別を経験したり
見たりする女子高生

1.日常生活の性差別や性暴力

普段の生活で、性的な嫌がらせや性差別を経験したり見たりする

メディアは、女性に対して差別的な表現をすることがある

男の人のほうが能力的にたくさん褒められる

｢これだから女は｣「女子には分からない」などと言われることがある

「女だからそんなことするな」「それは男がやる遊びだ」「もっと女らしくしろ」などと言われる

女性だということにスポットを当てる

性的な嫌がらせや性差別の場面・内容

メディア（TV・雑誌・映画・広告）など

インターネット

公共の場（道・電車・店・公園など）

学校

49 %

46 %

30 %

18 %
「ある」は、「よくある」「時々ある」「たまにある」の合計

“

“



042. 少女や女性に対する扱い

メディアでは、少女・女性と、少年・男性は
平等に描かれていると思うか

79 %
ブスやデブなどの
女性の容姿をバカに
する発言を聞くと
嫌な気持ちになる

「そう思う」と回答した割合

性暴力シーンや過激な性描写の載った新聞・雑誌や漫画などが売られているのは許せない

話題やテーマに関係がないのに、女性が水着や短いスカートを着ているのを見ると嫌な気持ちになる

女性が露出の高い服を着ているのを見ると嫌な気持ちになる

53 %
メディアでは、男女は
平等に描かれていない

少女や女性についての次のことについてどう思うか

27％

47％

24％

15％

44％

34％

わからない　
　　３４%

思わない
　　５３%

思う 13%

58 %

52 %

40 %

37 %

メディアでは、女性が何かを達成したときの内容よりも、どんなふうに見えるかを重視しすぎる

性暴力シーンや過激な性描写の載った新聞・雑誌や漫画などが売られているのは許せない

メディアでは、少女・女性と少年・男性とは平等に描かれている

「わからない」と回答した割合
一方、「わからない」を選択した少女が多くいました。約半数が「わからない」と回答をしている場合もあり、

「今までに考える機会がなかった」とも推察され「質問が難しい」と感じた少女も多いようです。トップ３は以下の質問でした。

番組の司会、メインキャスターは
ほとんど男性で、女性は補助的役割だ

成功を収めるために、
女性は男性以上に努力をしないといけない

女性アナウンサーやタレントのほとんどは
個人の能力ではなく容姿で選ばれている

メディアでは、女性が何かを達成した時
の内容よりもどんなふうに見えるかを
重視しすぎる







07４.進学とジェンダーバイアス

なぜ、女子の進学率は低いのか
なぜ、女子は理系を選択しないのか

女子の4年制大学進学率は49.1％であり、長期的には理数系では上昇傾向であるものの、男性に比べ
ると6.8ポイント低くなっています。学部別の女子学生数の割合を見ると、理学27.2％、工学14.5％とな
っており、大きな偏りがあります。（平成29年度学校基本調査）

この背景を知るために、女子がどのようなメッセージを受け取っているかを尋ねました。

90％の女子は、「4年制大学に行かなくてよい」と言われた
ことがない、と言い、同じく、89％は、「数学や理科ができな
くてもよい」と言われたことはない、と回答しました。言われた
ことがある場合、学校の先生、父母からという答えのほか、次
のような回答も少数ながら見られます。

90 %
4年制大学に
行かなくて良いと
言われたことがない 母や祖母には男女によって行く学校や進路のことに対する固

定観念があり、それをよく話している。

選択肢になかった、「祖父母から言われる」ことが多いです。

高等教育在学率の国際比較

出典：内閣府男女共同参画局　男女共同参画白書 平成30年度版 高等教育在学率の国際比較 出典：国立青少年教育振興機構「高校生の科学などに関する意識調査報告書」（2014年8月）

英国

日本

米国

フィン

韓国

0                20               40                  60                80              100     

高校生の科学への興味（日米比較）
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５.日英比較

普段の生活で、性的な嫌がらせや性差別を経験する割合は、英国は日本の2倍から3倍以上の数字です。
6割以上の英国の少女は、メディアやインターネット、公共の場所、学校で性差別等に接することがある
と回答しています。

日英の差はどこからくるのか

① 普段の生活で、性的な嫌がらせや性差別を経験したり見たりすることがある

② 日本の少女は、英国に比べて、「わからない」と回答する割合が非常に高い。

08

9％ 49％
71％

46％
68％

30％
62％

18％
58％

13％
26％

9％
31％

テレビ・雑誌・映画・広告など

道路・電車・お店・公園など

Girls’ Attitude Survey 2018 (Girlguiding)より　（調査対象は11-21歳） よくある、時々の合計

Girls’ Attitude Survey 2018 (Girlguiding)より　（調査対象は11-21歳） 

そう思う　　　思わない　　　わからない

メディアでは、少女・女性が少年・男性
とは平等に描かれている

メディアでは、女性が何かを達成した
ときの内容よりも、どのように見える
かを重視しすぎる

成功を収めるために、女性は男性以上
に一生懸命に努力しないといけない
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英国のガールスカウトは、2008年から10年間にわたり、少女や若い女性の声を聞く調査活動を
幅広い項目にわたって行っています。下のグラフのように、2018年の数字は2011年より増加し
ています。これは、社会で#MeTooのようなキャンペーンが起こったことにより、少女自身がジェ
ンダーに対する意識が高まった一方で、少女に対する暴力が増加したとも考えることができる
と、英国のガールスカウトは分析しています。

5.日英比較

参考資料：　経済活動の参加と機会

日本　110 位 / 149ヶ国中       　　
             スコア 0.662

そう思う　　そう思わない　　わからない

2011 2018

→

→

メディアでは、少女・女性
と少年・男性とは平等に
描かれている

同一職
同一賃金格差

専門職や
技術職の
男女比

経済参加率

収入格差管理職の男女比

日本 英国 平均

『世界男女格差報告2018』世界経済フォーラムから、
経済活動の指数を構成する５項目について比較

成功を収めるために、女
性は男性以上に一生懸命
努力しないといけない

1

00000
2018年の結果（総合）

③ 英国では、メディアでの少女・女性の描かれ方について疑問をもつ少女が増えている。

Girls’ Attitude Survey 2018 (Girlguiding)より　（調査対象は11-21歳）

32%

54%

14%
23%

55%

22%

4%

57%
29%

6%

73%
21%



“

みんなの声　ー　アンケートから 10

“

男女差別が無くなる社会は今の世の中と全く違ったものになる。そういった社会を実現するため
にみんなが意識することが必要だと思った。

身の回りには、自分が意識していなくても男女の差別が、まだ残っているということがよくわかった。

今、ジェンダーの固定観念が変わりつつあるので、近い未来で性に対する差別がなくなることを
望んでいます。

ガールスカウト活動を通して、世界で起こっている様々なジェンダーの差別についての問題を学ぶ
ことができました。自分でなにか声をあげられるように、これからも励んでいきます。

以前、全国のガールスカウトと共に、容姿やそれにメディアが与える影響について話し合う事業に
参加しましたが、日頃当たり前になっている自分の感覚に衝撃を受けました。
その機会がなければ今の現状に疑問を抱くことも無く生活を送っていたと思います。
まずは「何かおかしくないか？」ということに気づく機会を与えられる人が増えればいいなと思い
ます。

日本では、女性の指導者が少なかったり、女性の社会進出が他国より遅れています。
その原因には、昔から考えられてきた固定観念｢女性は家を守り、男性は外で働く｣という価値観
にあると、私は思います。そういった古い固定観念を壊していかなければ、女性の社会進出が進
む他国に較べて、日本は後退していく一方です。
私たちみんながその危機感を常に持っていれば、いつか変わると信じています。私はまだ選挙権
を持っていませんが、この危機感を持った私たちの1票ほど有意義な1票は無いと思います。




