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宝塚市立男女共同参画センター・エルは、すべての人が個人として、性にとらわれず、自分らしくいきいきと充実した生活を送ることができる「男女共同参画社会」

の実現を目指すための施策推進の拠点施設です。センターの愛称“エル”は上記の５つのＬの頭文字をとったもので、市民からの公募で決定しました。 

宝塚市立男女共同参画センター・エル 

2022 年 11 月Vol.49 
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インタビュー「IT 分野のジェンダーギャップ解消に向けて」 

講座開催レポート「北欧パパ×日本パパの子育てリアル」 

インタビュー「IT 分野のジェンダーギャップ解消に向けて」 

 

 講座案内：12 月～3 月・情報図書 

令和 4年度 市民企画支援事業案内 

施設利用案内 
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講座開催レポート トークイベント 

【北欧パパ×日本パパの子育てリアル】 

受講生 

の声 

９月 17 日（土）に、ノルウェー出身の神戸女学院准教授ヴォーゲ・ヨーラ

ンさんをゲストにお迎えし、男性専用カウンセリングオフィス天満橋代表、

京都橘大学准教授の濱田智崇さんの進行でトークイベント【北欧パパ×日

本パパの子育てリアル】を行いました。男女の性別役割の意識にとらわれ

ず、夫婦で協力しながら３人のお子さんと関わっていらっしゃるヨーラン

さんの話に、自分らしい子育てについてや、日本の男性の育児の社会的な課

題を考えさせられた。という多くの意見を頂きました。 

日本人は男性も女性も「こうでなければ

ならない」という意識にしばられている

ことを実感しました。 

話がおもしろかった。日本とノルウェーのパパ達の意識の違いや、

異文化のひとりのパパの子育ての実情が伺えて嬉しかったです。子

育て環境について、日本には日本のいい所があるとも気づけました。 
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 Waffle は、２名の共同代表がそれぞれ異なる場所で「IT

分野に女性が少ない」という同じ課題に直面し、その解決

に向けて立ち上げた団体です。共同代表の一人である田

中沙弥果は、以前学校向けのプログラミング教育の事業

に従事していて、小学生は男女差なく、みんな楽しくプロ

グラミングをするのに、中高生となるとプログラミング

イベントに来る男女比が２０対１になるなど、年齢を重

ねるごとに、女の子が IT・理系分野から極端に離れてい

く事実を目の当たりにしていました。 

GAFAMと言われるアメリカの大手 IT企業の女性技術

者の割合は 20％程度。日本でも 14％～20％程度と少な

いです。ただ、ひとつ強調したいのは、日本の女子学生は

国際的な学力調査で（PISA2018、高 1 対象）77 か国

中、数学が世界 7 位、化学が 6 位と非常に優秀で、決し

て理系が苦手という訳ではないんです。 

インタビュー IT 分野のジェンダーギャップ解消に向けて 

今、IT は社会のいたるところに使われています。

例えば、顔認識によるロック解除はいろいろなサー

ビスで使われているのですが、女性の顔の認識率が

悪いと言われています。その原因として、技術者の

属性や、認識判断をしている AI の学習データにジ

ェンダーの偏りがあり、女性についての分析が不十

分である点があげられています。 

 

個人ではなく周りの環境に問題があると思って

います。日本で親が娘に理系関連の進路を勧める割

合は、息子に比べて 20％も低く、そこには「女子

は理系に向いていない」という、ステレオタイプや

アンコンシャスバイアス（無意識の偏見）があると

思います。 

また、先生が女性の場合、女子生徒はその分野の

進路を選択する確率が上がり、ロールモデルの映像

を見ると進路への興味が２倍になるというデータ

があるのですが、日本の数学・理科の教員は約７割

が男性ですし、理系の職業で活躍している女性のロ

ールモデルはメディアにもなかなか出てきません。

それでは女子中高生の皆さんも、そういう進路があ

るとは思えないのかもしれません。 

 

Women AFFection Logic Empowerment。愛情深

く、論理的に女性をエンパワメントするという意味です。

難しく捉えられがちなテクノロジーを、 お菓子のワッフ

ルのようにポップに。そんな想いでみんなに受け入れら

れやすい名前にしました。 

Waffle を立ち上げられた経緯を教えてください 

にもかかわらず、日本の工学部の女子比率は約

15％と OECD 加盟諸国で最下位となっています。 

 もう一人の共同代表の斎藤明日美は、外資系の IT 企業

で働いていた際、女性のプログラミング技術者がとても

少ないことに気付き「女性をもっと採用してくれないか」

と採用担当に相談したところ、女性からは応募自体が少

ないと知らされ、共に「IT の分野のジェンダー格差をな

んとかしたい」という想いに至りました。 

IT・理系分野における技術者や大学進学者の数などには、男女格差が

大きく、10 代の関心にも男女差が見られます。今号の特集では、IT

分野のジェンダーギャップを、教育と、進路に関わる女子学生のエン

パワメントを通して解消しようと活動されている、特定非営利活動

法人 Waffle ディレクターの森田 久美子さんにお話を伺いました。 

団体名の Waffle とは、かわいい名前ですね 

IT の分野の女性の割合は、どのくらいなのでしょう 

優秀なのに、理系分野に進まない。 

その背景には何があると思われますか？ 

IT の分野でジェンダーの格差が解消されると、 

どんなメリットがあるのでしょう 
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こういった男女共同参画への啓発誌を読むことも

そうですが、皆さんがジェンダーに関する知識を得

ることで、いろいろ変えられることがあると思いま

す。日常生活では「男性は…女性は…」という言葉が

出てきたら、男女をひっくり返してみる事をお勧め

しています。例えば「女性は理系が苦手だよね」とい

うのを「男性は理系が苦手だよね」に変えてみて、そ

れがなんか違うと思ったら、そこにステレオタイプ

やジェンダーバイアスがあったりするわけです。 

IT の分野はスキルベースの仕事なので、他の産業に

比べて男女の賃金の差が比較的少なく、女性が増える

と、ジェンダーによる賃金格差の社会的課題の解決にも

なると、私たちは考えています。また、この分野はかな

りの売り手市場でして、IT エンジニアの求人倍率は、一

般的な求人に比べて約 10 倍とも言われています。リモ

ートや在宅ワークでも働きやすく、女性の場合は特に、

出産や育児期間など様々なライフステージや、ライフス

タイルに合わせて、自由で柔軟な働き方ができると思い

ます。 

女子およびジェンダーマイノリティを対象とした IT

プログラムと、政府への政策提言の２本の柱で活動して

います。女子中高生には、例えば自分の好きなファッシ

ョンや SDGs など、身近にあるいろいろな分野や社会

問題の解決に IT は役立つんだよ。ということを講演な

どで伝えています。 

 

IT 分野って自分とはあまり関係がないし、理系の成

績が良くないからあきらめていたという人から「意識

が変わった」という話や、「IT は理系とか男性というイ

メージを持っていたけど、そういうものに捉われず 

 

自分の可能性を縮めてほしくないなと思います。そ

れにはまず、周りの大人がステレオタイプに捉われ

ず、子どもたちの可能性を信じてほしいです。信じて

いるとお子さんに伝わると思うんですね。 

 

無意識の偏見をなくすために、 

私たちはどう気をつければよいでしょう 

確かに…。理系のリケジョに対してリケダンとい

う言葉はないですよね。森田さん、この度は貴重

なお話をありがとうございました。 

他にも、アメリカの大手 IT 企業が採用活動の書類審

査で、合否の選別を AI にさせた所、男性ばかりを選ん

だという例がありました。今働いているエンジニアが

男性ばかりなので、その方が望ましいと AI が判断した

のです。このような問題は、IT 分野のジェンダーギャ

ップが解消され、作り手の視点が多様になることで解

決し、様々なサービスが発展することでイノベーショ

ンが起きてくれるんじゃないかと思っています。 

https://waffle-waffle.org/ 

特定非営利活動法人 

Waffle（ワッフル） 

ディレクター森田久美子さん 

 

また、WaffleCamp という 1 日完結で Web サイト

を作成するコースを開催し、実際に IT で好きなものを

表現してもらって「自分でもできるんだ」と苦手意識

をなくしたり、キャリアイメージのロールモデルとし

て、エンジニアとして活躍されている女性の話を聴い

てもらったりしています。 

 

女の子だと「やっぱり薬剤師だよね、看護師だよね」

と言われている人を結構見てきたんですが、そうする

と予言の自己成就っていうんでしょうか、その通りに

なってしまうことも。「あなたには可能性がある。何

でもできる」と大人が言い続け、子どももそれを信じ

ることで、自分の選択肢はすごく広いんだと進路を模

索できることが必要なんじゃないでしょうか。 

 

 

そして、おかしいと思ったら大人も子どもも声をあ

げること。声をあげることで味方になってくれる人が

出て、そういう人が増えていくことで、少しずつ社会

が変化していくと思います。 

 

自分の関心のある道に進みたい」「背中を押してもら

えた！」という声などをいただいています。 

 

職業の選択肢として、IT 分野での 

女性の働きやすさについては、どうですか 

Waffle の具体的な活動について教えてください 

プログラムを受けた女の子たちの反応はどうですか 

 

今から進路を選択する子ども達に向けて、 

メッセージがあればお願いします 

 



エル・コンパス vol.49   

４ 

 

 

 

 

12 月 11 日（日） 13:30～15:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

会場：ソリオホール 宝塚市栄町２丁目 1 番１号 ソリオ１・３階（阪急・JR 宝塚駅下車すぐ） 

●対象：テーマに関心のある方 250 人（要予約・先着順）※お申込みは、同時に２名様までの受付とさせていただきます。 

●手話通訳/要約筆記あり 

●保育：10 人（1 歳～就学前まで） 12/5（月）までに要予約・先着順 

 

 

12 月 18 日（日）2 回上映 ①10:00～11:50 トーク 12:15～13:00 ②13:30～15:20 

 

 

 

 

天保時代に生まれ、明治大正という、女性が一人の人間として尊重されることのなかった時代を生き抜き、女子教育に

力を注ぎ、一夫一婦制、婦人参政権、廃娼運動など多くの女性解放運動に生涯を捧げた矢嶋楫子の生涯を描いた映画

と、監督のトーク。原作：三浦 綾子 主演：常盤 貴子 

 

●対象：テーマに関心のある方 ①・②各回、トークともに 40 人 

●保育：10 人（1 歳～就学前まで） 12/9（金）までに要予約・先着順 
  

雨宮処凛さん～Profile～ 

令和 4 年度 宝塚市男女共同参画プラン推進フォーラム 

1975 年生まれ、ロスジェネ世代。 

いじめ、不登校、リストカットを経て 

「生きづらさ上級者」を自称する雨宮

処凛さんが、コロナ禍で改めてあらわ

になったジェンダー格差や貧困の問題

と、今の時代を生き抜くためのヒント

を届ける講演会。 

市民力開発講座 

「弱者を見捨てる社会」になるのか 

「助け合い」を復権させる社会を目指すのか。 

今、わたしたちは大きな分岐点にいる。 

２０００年自伝的エッセイ『生き

地獄天国』でデビュー。０６年か

らは格差・貧困問題に取り組み、

取材、執筆、運動中。 

「反貧困ネットワーク」世話人

「こわれ者の祭典」名誉会長 

10 月 3 日（月）から受付中 

～トーク～  監督・ゼネラルプロデューサー 山田 火砂子さん 
日本最高齢（90 歳）の女性映画監督。戦後女性バンド「ウエスタン・ローズ」で活躍後、舞台女優を

経て、映画プロデューサーに。実写版「はだしのゲン」、「春男が翔んだ空」、「裸の大将放浪記」など

数多くの映画を製作・公開。平成 22 年 日本映画テレビプロデューサー協会功労賞受賞。同年、第 55

回映画の日執行委員会表彰。平成 23 年、児童福祉文化賞 特別部門賞受賞。 

11 月 4 日（金）から受付中  

 

＠現代ぷろだくしょん 
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1 月 16 日・23 日・30 日（毎週月曜日） 全 3 回 13:30～15:00 

 

 

最近ちょっと調子が悪い、なんとなくしんどい…。でもお医者さんに行ったりするほどでもないし…。そんな時にトラ

イできる“こころとからだの自分ケア”。日々の生活をちょっと振り返り、心身ともにリフレッシュする方法を学びまし

ょう。毎回ヨガをベースとした体ほぐしとテーマに沿った座学を行います。 

講師：小山 千里さん 

（助産師：小山助産所代表 

 伊丹市助産師会 会長） 

 

1 月 16 日 
ストレスへの 

気づき 
1 月 23 日 

体の 

セルフケア 
1 月 30 日 

心の 

セルフケア 

●対象：テーマに関心のある方 15 人 ※全回参加できる方優先 

●保育：10 人（1 歳～就学前まで） 1/10（火）までに要予約・先着順 

●持ち物：タオル/飲み物/伸縮性のある動きやすい服装でお越しください 
    

   

1 月 24 日（火） 10:00～12:00 

 

 

慌ただしい日々からほっと一息、『ママ』から『わたし』に戻ってエルで過ごすわたしだけの“映画の時間”をぜひど

うぞ♪世間を知らずに育った 20 歳のルーシーが、映画監督フェリーニを探す旅の中で一歩を踏み出す勇気を手に入れ

た物語。 

●対象：子育て中の女性 20 人 

●保育：10 人（1 歳～就学前まで） 1/16（月）までに要予約・先着順 

2 月 24 日（金）  10:00～11:30 

 

お子さんを遊ばせながら、気になる事を話してみませんか？ 子育てが楽しくなるヒントが、きっと見つかります。 

親子遊びや絵本の読み聞かせ、簡単ミニ工作：紙皿で作るフォトフレームなど、楽しいこといろいろ♪ 

●対象：乳幼児とその保護者 10 組 

●進行：NPO 法人女性と子どものエンパワメント関西 スタッフ 

こころとからだのリフレッシュセミナー 12 月 5 日（月）から受付 

ほっとサロン 

12 月 5 日（月）から受付 

令和 5 年 1 月 4 日（水）から受付 

宝塚市立男女共同参画センターでは、新型コロナウィルス感染拡大予防ガイドラインに沿って、講座・相談等を開催致します。 

ご利用にあたっては随時 HP 等でご確認の上ご協力をお願いいたします。 

〇 当日体調の悪い方、体温が 37.5℃以上ある方はご参加いただけません。 

  あらかじめご自宅で体温をチェックしてからご来館ください。 

〇 参加される方はマスクの着用をお願いいたします。 

〇 利用時は、適宜手洗い・手指のアルコール消毒にご協力ください。 

↑ 

ほっとサロンに 

参加された方 

の感想 

【わたしに戻る時間】 

子どもを初めて保育に預けて緊張しまし

たが、子どもと離れて自分の時間を持つ

のは久しぶりでした。日常生活からも離

れてリフレッシュできました！ 

子どもも大人も楽しめました。他の子育

て中の方や、同じ年代の子どもさんと交

流できて楽しかったです。スタッフさん

にお話も聞いて頂けてよかった。 

【親子で楽しむキッズルーム】 
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3 月 11 日（土）2 回上映 ①10:30～12:00 トーク 12:10～12:40 ②13:15～14:45 

 

 

毎年 3/8 の国際女性デーを記念して行っているエル・シネマ。今年は、男の子の身体に生まれ、女の子になることを

夢見ている 7 歳のサシャと、サシャを支える家族のドキュメンタリーの上映と関連トーク。 

 

●対象：テーマに関心のある方 ①・②各回、トークともに 40 人 

●保育：10 人（1 歳～就学前まで） 要予約・先着順 保育締切：3/3（金） 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報図書コーナーでは女性問題の解決や男女共同参画社会をめざすさまざまな活動をサポ

ートする情報を収集し発信しています。図書貸出は[ お一人 5 冊・2 週間 ]です。宝塚市以

外の方も借りられます。年間 180 冊ほど新刊本も随時入荷。雑誌・コミックもあります。 

土肥 いつきさん 

京都府立高校教員・トランスジェンダー生徒交流会世話人 

令和 5 年 2 月 3 日（金）から受付 エル・シネマ 

主催：スウェーデン大使館 

 今号の特集インタビュー（P２～3）に関連した本を選んでみました  

当センター図書コーナーで貸し出しています 

 

 

「スウェーデンのパパたち」 

写真展を開催しました！ 

「理系女性の人生設計ガイド」著：大隅典子、大島まり、山本佳代子 
2021/05 講談社 

理系分野で活躍している女性たちの、やりた
い研究や仕事にたどりつくまでの悩みや考
え、迷いながら歩んできた生き方を紹介。理
系の学びに関心を持つ学生はもちろん、自分
のキャリアを模索している女性にもおすす
め。「先のことはわからない、やりたいこと
に挑戦していってほしい」など、読むと元気
が出る一冊。 

米国でプログラミングができる女性を増やし、技
術分野におけるジェンダー・ギャップを解消する
ため NPO を設立した著書による、女の子のため
のプログラミング入門本。豊富なイラストや図に
より、分かりやすく楽しく、身近な問題からプロ
グラミングの基礎が学べます。新しいことにチャ
レンジするすべての女性に勇気を与えてくれる
メッセージも。 

「Girls Who Code」著：レシュマ・サウジャニ 
2019/06 日経 BP 

９月 17 日（土）～23 日（金・祝）、センターのフ

リースペースにて『スウェーデンのパパたち』写真展

を開催しました。ジェンダーギャップ指数が世界第5

位（2022 年度 世界経済フォーラム発表）のスウェー

デンで、半年以上の長期育休を取得したパパたちと、

子どもたちとの日常を紹介したこの写真展。 

おすすめ図書 

 

図書コーナー 

 

期間中はベビーカーの親子や、子育て中の男性など

多くの方が来場され、微笑んだりしながら熱心に鑑

賞されていました。「パパたちが自然体で、子育てを

自分の一部として大切にしながら関わっていると感

じました」などの感想もいただき、盛況にうちに終了

しました。 

Photo by 

Johan 

Bävman 
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1 月 22 日（日） 

 朗読 ことばを息と音楽にのせて 

ななつきの朗読会 

時間：13:30～15:30（開場 13:00） 

定員：40 名（要予約・先着順） 無料 

申込＆問）1/4（水）～  男女共同参画センター 
 

 これからどうする日本のエネルギー 

～再生可能エネルギー利用がすすまないのはなぜ～ 

NPO 法人 新エネルギーをすすめる宝塚の会 

時間：14:00～16:00   講師：安田陽さん 

定員：会場 30 名（要予約・先着順）＋ZOOM 
 

 申込＆問）1/4（水）～  男女共同参画センター 

★ZOOM でご参加の方は、新エネルギーをすすめる宝塚の会 HP 

（https://rept.or.jp）の「お知らせ」よりお申込下さい。 
 

11 月 26 日（土） 

 大人が学ぼう！幼児期から伝える性のお話 

子育て支援グループ きらきら星☆ 

時間：10:30～12:00 講師：大石真那さん 

定員：大人 30 名（要予約・先着順）無料 

申込＆問）受付中 男女共同参画センター 

“朗読なずな”の文学を聴く・特別編Ⅲ 

朗読 なずな 

時間：13:30～15:30  

定員：20 名（要予約・先着順）無料 

申込＆問）受付中 男女共同参画センター 

 朗読 ア・ラ・カルト 

グループ 伽羅 

時間：14:00～16:00（開場 13:30） 

定員：25 名（要予約・先着順）無料 

申込＆問）受付中 男女共同参画センター 

1 月 21 日（土） 

 コミュニケーションスキルアップ講座 

～メンタルストレス耐性を高める～ 

コーちゃんの会 

時間：10:00～12:00 講師：東條茂樹さん 

定員：30 名（要予約・先着順）無料 

申込＆問）1/4（水）～  男女共同参画センター 

 生活の中のジェンダー 

～身近なジェンダーを改めて考えてみよう～ 

宝塚男女共同参画センター連絡協議会 

時間：13:30～15:30 講師：朴木佳緒留さん 

定員：30 名（要予約・先着順）無料 

申込＆問）1/4（水）～  男女共同参画センター 

くわえ・ぱぺっとステージ 小さな子どもたちのための人形劇  

 ビーンズ・ドリーム ～まめちゃんのゆめ～ 他 

宝塚ふぁみりぃ劇場 

時間：①11:00～ ②13:30～（開場各 20 分前） 

対象：幼児～大人 定員：各回 40 人（要予約・先着順） 

参加費：一人 500 円（3 歳以上） 

申込＆問）1/4（水）～  男女共同参画センター 

～宝塚市立男女共同参画センター 令和 4 年度 市民企画支援事業案内～ 

男女共同参画センター利用登録グループが企画するイベントです 

すべてのイベントは事前予約制（先着順） 

とさせて頂きます。 

お申込み：男女共同参画センター 

0797-86-4006 

各イベント内容の詳細は 

宝塚市立男女共同参画センターHP にも 

随時掲載いたします。 

   以外 すべて一時保育あり （無料） 

対象：人形劇ビーンズ・ドリーム以外の各イベント 

定員：10 名（1 歳～就学前まで）先着順  

※11/26 イベント：11/18（金）までに要予約 

※1/21・22 イベント：1/13（金）までに要予約 

有)一時保育 有)一時保育 

有)一時保育 

有)一時保育 

有)一時保育 

有)一時保育 

有)一時保育 

（組織風土改革コンサルタント） （神戸大学名誉教授 京都教育大学幹事） 

（保健師、「生」教育アドバイザー） 

（京都大学大学院 経済学研究科 特任教授） 
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※電話相談以外はすべて一時保育あり（要予約） 年末年始及び祝日の全相談業務はありません。 

 

 

毎週水曜 15 時～18 時（祝日・年末年始を除く）（問い合わせ：宝塚市役所 人権男女共同参画課） 

自分の性や性的指向に伴う相談をはじめ、さまざまな相談に応じます。本人、家族、友人、教員などどなたでも相談できます。 

学習交流室等のご利用 

センターでは、学習交流室（5 室）とプレイルームを有料でお貸ししています。グループ活動・ミーティング 

講演会等にご利用いただけます。 

活動内容・利用者の居住地により受付開始日や料金が異なりますので、詳しくは受付までお問い合わせください。 

※営利を目的とした活動（「カルチャー教室」や「おけいこごと」の指導者による利用を含む）はご利用いただけません。 

電 話 相 談 
月・火・木・金・第２、３、４土曜日   10時～12時／13時～16時 

  直通電話（予約不要）：0797－86－3488 

面 接 相 談 
第２・４水曜日   10時～、11時～、12時～ 

  ※要予約・相談時間 50分 

法 律 相 談 
第１土曜日（原則） 14時～、14時 45分～、15時 30分～、16時 15分～ 

  ※要予約・相談時間 45分  （市民対象 原則１人 1 回限り） 

起 業 相 談 
第１・３水曜日   10時～、11時～ 

  ※要予約・相談時間 60分 

チャレンジ相談 
第１水曜日（原則） 11時～、12時～、13時～ 

※要予約・相談時間 50分 

宝塚市立男女共同参画センター・エル 

指定管理者  

ＮＰＯ法人 女性と子どものエンパワメント関西 

開館時間：月曜日～土曜日（9時～21時） 

日曜日・祝日 （9時～17時） 

休 館 日：毎月第 2 日曜日・年末年始 

〒665-0845 宝塚市栄町２－１－２「ソリオ２」４階 

TEL：0797-86-4006  FAX：0797-83-2424       ホームページ：https://www.takarazuka-ell.jp/ 

                              メール：elsenternpo-empower@takarazuka-ell.jp 

 

 

 

Facebook

セクシュアルマイノリティ電話相談 専用電話番号：0797-71-2136 

女性のための相談室 予約番号：0797-86-4006 


