女だから、男だから、
ではなく、
私だから、の時代へ。
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偶然をチャンスに！5 つのスキル

自分らしい生き方、自由な考え方で、無限大の未来を創造していきませんか！

女だから、男だから、ではなく、私だから、の時代へ。
【令和 3 年度男女共同参画週間キャッチフレーズ】<内閣府>

｢多様性｣という言葉がいろんなところから聞こえてくる時代。
性別に左右されずに、『自分らしさ』を持った人たちが自由な
発想で、あらゆる可能性に向かって｢これから｣を創っていけま
す。どんな未来が待ち受けているかは｢いま｣の自分次第。そし
て、仲間と共に創り上げていく｢これから｣の社会次第。固定観
念にとらわれない自由な発想で、あらゆる可能性を信じられる
社会を、きっと実現できるはず。<内閣府>

あなたは、｢女の子なんだから
女の子らしさ、
男の子らしさって何？

大人しくしなさい｣｢男の子な
んだから泣くな｣などと言われ

女の子のイメージは

男の子のイメージは

優しい、可愛い、

強い、たくましい、

はありませんか？

料理やお菓子作りが得意

泣いてはいけない、

一人ひとり顔が違うように、性

スポーツが得意

格が違ったり、得意なこと、好

でも

でも

強くて力持ちで

優しくて料理や

サッカーや野球が得意な

裁縫が得意な

女の子がいてもいいよね

男の子がいてもいいよね

たり、つい言ってしまったこと

きなことが異なるのはその人
の個性なのです。
｢女の子らしさ｣や｢男の子らし
さ｣ではなく、｢自分らしさ｣を
大切にしていきましょう。

私たちの暮らす社会は、いろいろな考え方や、生き方が
あります。性別によって役割や生き方を固定化しないで、
その人の個性や能力を尊重した多様な生き方を認め合う
ことが大切です。
先ずは無意識の思い込み(アンコンシャス･バイアス)や偏

性別役割分担意識

見を無くしていきましょう。誰もが、性別にとらわれる
ことなく、｢自分らしく｣生きることが、一人ひとりの可

｢男は仕事｣｢女は家庭｣というように、

能性を広げることにつながるのです。

性別を理由として役割を分ける考え方
のこと

固定的な性別役割分担意識や性差に
関する偏見など無意識の思い込み
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あなたは、医師、弁護士、消防士、警備員、パイロット、土木技
術者などは、｢男性に向いている職業｣保育士、看護師、客室乗務
員、栄養士などは、｢女性に向いている職業｣と気がつかないうち
に職業を｢性別｣で決めつけていることはありませんか？
固定的な役割分担意識にとらわれることなく、自分が本当にやり
たいことや、職業選択をしていきましょう。
今回のプリエール特別号では、ライフイベントの中から“女だか
ら、男だから、ではなく自分らしく働く”をテーマとして男性の
多い職業で活躍されている女性、女性の多い職業で活躍されてい
る男性にスポットをあて、職業選択の際の迷いの有無や就職を控
えている若者に対してのアドバイスを伺いました。

株式会社

佐藤組
まつもと

二級建築士

松本

り か こ

里佳子さん

女性が少ない職業ですが、
職業選択の際に迷いはありませんでしたか？
学生の頃、女性が少なく男性が多い職業という意識があま
りなかったので、迷いはありませんでした(苦笑)。当時は職
業選択で、男女比をそこまで重要視してなかったのかなと思
います。今の会社に転職して、出社初日の全体朝礼で男性比
率の高さには驚きましたが・・・。

今の仕事の面白さや、やりがいはどんなところですか？
ゼロから 1 つのものを考えられること。
また、様々な物件に携わり、分かることや出来ることが増えていく実
感を持てること。

職場の中で、どのように自分らしさを生かせていると思いますか？
まだまだ仕事を｢覚える･こなす｣ことに精一杯なので、自分らしさを
生かすのはもう少し先のことなのかなと思います。

これからの就職を目指す若者にアドバイスを！
私自身、学生の頃から全くブレずに今の仕事を目指していた訳ではな
いので、いろんなことに興味を持って挑戦してみたら良いと思います。
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来年こそ一級建築士資格
取得！を目標に勉強してい
ます。来年こそ！
プライベートだと、コロナ
が収束したら国内外問わず
まだ行ったことがないとこ
ろへ旅するのが目標です。

くすし

医療法人社団

回春会
はやし

看護師

林

塩見縄手 醫

ひろかず

宏和さん

男性が少ない職業ですが、
職業選択の際に迷いはありませんでしたか？
初めてこの職に就いた時は、男性看護師が本当に少ない
時でしたが、全く迷いはありませんでした。
なぜならこの職業には、男性職員が必ず必要だと考えてい
たからです。

。
今の仕事の面白さや、やりがいはどんなところですか？
塩見縄手醫での看護師の仕事は、医療としての役割だけではありません。
ご利用者様が安心して生活が出来るお手伝いをしたり、行事などで楽しみを共
有しています。笑顔や感謝の言葉をいただいた時にやりがいを感じています。

職場の中で、どのように自分らしさを生かせていると思いますか？
元々、人と関わることが好きなので、その性格を生かせていると思います。
ご利用者様や職員と真っ直ぐに向き合い寄り添うことで、より深い信頼関係
を築いたり、笑顔を引き出せるように意識しています。

これからの就職を目指す若者にアドバイスを！
仕事をしていく上で迷うことはたくさんあると思います。良い方向にいく
ことばかりではありません。ただ、自分の決めたことや、やりたいことに自
信を持ち、決断したことに誇りを持って欲しいです。
それが良い結果を生むことに繋がると思います。

社会福祉法人
本庄保育所

まだまだ自分が成長する
過程だと思っています。自
分自身のスキルアップ、レ
ベルアップに挑んでいきた
いです。どこにいても恥じ
ることがないよう、積極的
に色んなことに挑戦し、自
信に繋げていきたいです。

松江福祉会
保育士

もり

たつのり

森

辰 典 さん

男性が少ない職業ですが、
職業選択の際に迷いはありませんでしたか？
知り合いに男性の保育士の方がいて、特に迷うことはありませんでした。

今の仕事の面白さや、やりがいはどんなところですか？
子どもの成長を間近で見られることです。昨日言えなかった「ごめ
んなさい」が今日は言えるようになったり、排泄が自立したり。そん
な姿を見るとやってて良かったと思います。また、子どもの発想や発
言で毎日楽しませてもらっており、面白さが溢れています。

職場の中で、どのように自分らしさを生かせていると思いますか？
現在３８歳ですが、自分らしさが未だにわかっていません。ただ、
キャンプに行ったり、写真を撮ったりすることが好きで、そこで得た
経験や知識を少し職場の中で活かせているかもしれません。

これからの就職を目指す若者にアドバイスを！
勉強以外にも様々な経験をすることで、仕事に活かせることがきっ
とあると思います。机上の学習も大事ですが、遊びの中にも学びが溢
れていますので、遊べるときは大いに遊んでください。
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１０月に第四子が生
まれました。４人の我
が子と、自分のクラス
の子ども達と楽しい経
験を重ねながら、共に
成長していくことです。

松江市北消防署北部分署
と や

消防士

鳥谷

きょうこ

香 子 さん

女性が少ない職業ですが、
職業選択の際に迷いはありませんでしたか？
中学生の頃からの夢だったので、特に迷いはありませんでした。
仕事をするうえで体力面などの不安はありましたが、女性が少ない
から目指すのをやめようかとは、思いませんでした。

今の仕事の面白さや、やりがいはどんなところですか？
自分の知らない火災や救急の知識を学んだときは楽しいし、面白い
と感じます。また、その知識で実際に活動し、成功したときや感謝さ
れたときはやりがいを感じます。

職場の中で、どのように自分らしさを生かせていると思いますか？
最後まで責任をもって物事に取り組むことと、相手に対して柔らか
い話し方で優しく対応できるところです。また、細かい変化に気付く
ので、すぐに対応できることだと思います。

これからの就職を目指す若者にアドバイスを！
やりたいことがあるなら、そのために挑戦すること。仕事をするう
えで、自分のやりたいことだと仕事への意欲が湧くので、より楽しみ
ながら仕事ができると思います。

火災現場で活躍する
女性消防士を増やすた
めの土台を作ること。
また、消防士を目指し
たいと思ってもらえる
ような人になる事です。

同性が少ない職業ですが、職業選択の際に迷いはありませんでしたか？の設問には全員の
方が｢迷うことはなかった！｣とハッキリ断言していますね。その背景には、｢夢｣であった
り｢近くに同じ人がいた｣など過去におけるご自身の体験から得た意思決定が存在します。

国立大学法人島根大学
地域未来協創本部
人材育成･キャリアデザイン部門長准教授
まるやま じ つ こ

丸山実子さん
===プロフィール====
東京都出身
大学卒業後、ANA 客室乗務員。その後、キャリア
コンサルタントとしてニートや引きこもり支援→
ホテルでの人事部採用担当→キャリアに関わる教
育業を起業し代表となる。2016 年より島根大学准
教授 キャリア教育部門長着任。2021 年より人材
育成・キャリアデザイン部門長となる。専門は、｢ラ
イフキャリアの視点を取り入れたキャリア教育｣。

また、今の仕事の面白さや、やりがいについては、
建築士の松本さんは、｢ゼロから１つのものを考えられる｣という
好奇心。
看護師の林さんは、｢一緒に行事などを行い楽しめるところや、
笑顔や感謝の言葉を頂けることにやりがい｣という、楽観性を持
続されています。
保育士の森さんは、｢子どもの発想や発言で毎日楽しませてもら
っている｣と好奇心や柔軟性。
消防士の鳥谷さんは、｢知識を学んだときは楽しいし面白いと感
じる｣というリスクを恐れずに楽観的な考えを持っていることが
わかります。
皆さんコロナ禍の影響で業務に多くの支障をきたしていると思
いますが、一見困難だと思えることもポジティブな考えと行動で
乗り越え｢自分らしく｣イキイキとされていらっしゃいますね。
ここで・・・読者の皆さんにも乗り越えるアドバイスを一つ紹介
します。(次ページへ)
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わかりやすく言うと、｢キャリアの 8 割は予想
していなかった偶発的なことで決定される｣と
いう考え方です。また、偶然を計画的に設計す
ることで、キャリアをより良いものにしようと
する理論でもあります。 Krumboltz, J.D. (1999)引用
｢計画的偶発性理論｣
英語で Planned Happenstance Theory
<プランドハプスタンス>
米国のスタンフォード大学
ジョン･D･クランボルツ教授らが提唱したキャリア理論

例えば・・・
｢いつも同じジャンルの本を読んでいたが、その日に
限って全く異なるジャンルの本を手にしたらとても
面白かった｣とか、
｢隣の席になった人に声をかけられて話をしたら、気
になっていた情報がもらえた｣とか、そんな偶然の出
来事が今の人生を成り立たせています。

１．好奇心

２．持続性

新しい学びの機会
を模索する

たとえ失敗しても
努力し続ける

（Curiosity）

（Persistence）

３．柔軟性

４．楽観性

５．リスクを
恐れない

姿勢や状況を変え
ることを進んで取
り入れる

失敗や困難、何が
起きても良い方向
に行くと信じる

結果がどうなるか
分からない場合で
も行動することを
恐れない

（Flexibility）

（Optimism）

（Risk-taking）

できていない

できている
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１
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２ 行動を持続する
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２

３
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３ 柔軟でいる

１

２

３
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４ 楽観的に考える

１

２

３

４

５

５ リスクを恐れない

１

２

３

４

５

上記 1～５に挙げたように
｢固定観念に縛られずに、常日頃からオープ
ンマインドでポジティブに考える。｣という

1.好奇心を持つ

イメージでしょうか。右にあるチェックシー
5

トで、今の傾向を確かめてみましょう。

メモ

4
3

5.リスクを恐れない

2

2.行動を持続する

1

4.楽観的に考える
皆さんいかがでしたか？
不足している点は、意識することで行動が変わり気持ちのよい実生活に繋がります。これが皆さ
んにとっての｢自分らしい生き方＝働き方｣になると思います。
コロナ禍でまだまだ大変な状況が続いていますが、こんな時こそ、鍛えたポジティブ思考を試す
のに絶好のタイミングです。状況を変えることはできませんが、その状況に対する自分の考え方
を変えることは可能です。
人生は楽しいことだけでなく予期せぬ悲しい出来事もおこりますが、それも合わせて人生！です。
すこし自分だけの時間を確保し、自分を見つめる(知る)ことで、改めてのワーク･ライフ･バラン
スについても気づかされることもあるかと思います。
どうしても見つからない場合は、他者のお話を伺うことでヒントにすることも期待できます。
次のページにはまつえワーク･ライフ･バランス推進ネットワーク会員事業所の取り組みが紹介さ
れていますのでこれも参考にしてみましょう。
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3.柔軟でいる

社
ワーク･ライフ･バランス(仕事と生活の調和)とは、働く人の
｢仕事｣と家庭・育児・介護、地域活動やボランティア活動、趣
味や学習などあらゆる個人活動を含む｢仕事以外の生活｣との
調和が取れ、その両方が充実している状態をいいます。

事

生 活

まつえワーク･ライフ･バランス推進ネットワーク新規加入事業所の皆様に聞きました

松江市の
取り組み

出雲神々
紺家

仕

会

第

5弾

Q．ワーク･ライフ･バランス推進にあたり「最も心掛けていること」を教えてください

縁結びの宿

代表取締役社長・女将

北陽ビル管理㈱

(一社)松江観光協会

代表取締役

会長

リコージャパン㈱
島根支社

幡 宏明さん

鷦鷯 順さん

事業管理グループリーダー

青砥 潤子さん

鳥畑 春夫さん

令
和
３
年
度
総
会

●長時間労働を削減しよう
＊ノー残業デーの制度化
＊残業時間短縮

●休暇の取りやすい職場風土を作ろう
＊職場内コミュニケーションを活性化しよう

より良い未来を築くために
事
に
し
た
よ

今
度
、
育
休
取
る

私
た
ち
に
ま
か
せ
て

仕
事
の
事
は

自分の人生において｢仕事、家庭生活、個人の自
己啓発などいろいろな活動をどのようなバラン
スで展開するのか｣を考えることは、｢自分の人
生をどう生きるか｣を考えることに繋がります。
私たちが希望するバランスは、一人ひとり違い

イクボスとは、職場で共に働く部下･スタッフのワーク･ライフ･
バランスを考え、その人のキャリアと人生を応援しながら、組織
の業績も結果も出しつつ、自らもワーク･ライフ･バランスを楽し
むことが出来る上司のことです。
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ます。それぞれの優先順位は違うことを理解し
ましょう。そして、性別に捉われず、お互いを
認め合いながら、みんなで協力していくことが
大切です。

まつえワーク･ライフ･バランス推進ネットワーク会員
・あいおいニッセイ同和損害保険(株)
島根支店

・(株)玉造温泉ゆうゆ

・島根県後期高齢者医療広域連合

・双葉建設(有)

・(株)ちいきおこし

・島根県市町村職員共済組合

・北陽ビル管理(株)

・アースサポート(株)

・(株)テクノプロジェクト

・島根県庁

・まつえ北商工会

・明石屋(株)

・(株)中井測量設計事務所

・島根県農業協同組合

・松江着物レンタル堀川小町

・アクサ生命保険(株)山陰支社

・(株)長岡塗装店

・アクサ生命保険(株)松江営業所

・(株)日本海技術コンサルタンツ

・島根電工(株)

・松江地方･家庭裁判所

・アサヒ工業(株)

・(株)日本政策金融公庫松江支店

・(福)縁むすび福祉会

・松江土建(株)

・出雲神々縁結びの宿 紺家

・(株)庭の川島

・(福)島根ライトハウス

・まつえ南商工会

・一畑工業(株)

・(株)ネットワーク応用通信研究所

・(福)松江市社会福祉協議会

・まるなか建設(株)

・一畑電気鉄道(株)

・(株)博愛社

・(福)松江福祉会

・三菱マヒンドラ農機(株)

・(一財)島根県東部勤労者共済会

・(株)ヒューマンシステム

・社会保険労務士法人村松事務所

・明治安田生命保険(相)松江支社

・(一社)松江観光協会

・(株)フクテコ

・セコム山陰(株)

・モリタ工業(株)

・(医)回春会

・(株)藤井基礎設計事務所

・ソーイングクト

・モルツウェル(株)

・カナツ技建工業(株)

・(株)豊洋

・曽田鉄工(有)

・(有)シャルル

・(株)一畑百貨店

・(株)ホテル一畑

・損害保険ジャパン日本興亜(株)

・リコージャパン(株)

・(株)今井書店

・(株)増原産業建設

・第一生命保険(株)島根支社

・リョーノーファクトリー(株)

・(株)エースカンパニー

・(株)松江エクセルホテル東急

・大和リース(株)山陰営業所

・若林建設(株)

・(株)エブリプラン

・(株)八雲ソフトウェア

・中国電力(株)島根支社

・松江市ガス局

・(株)大前組

・(株)吉谷

・中国労働金庫松江支店

・松江市交通局

・(株)梶野工務店

・(同)島根県鐵工会

・テラテクノロジー(株)

・松江市上下水道局

・(株)金見工務店

・協和地建コンサルタント(株)

・TERAMOTO 社会保険労務士法人 ・松江市立病院

・(株)コダマ

・(公財)松江市観光振興公社

・(特非)プロジェクトゆうあい

・(株)コミクリ

・(公財)松江市スポーツ･文化振興財団

・中浦食品(株)

・(株)佐藤組

・(公財)松江体育協会

・日新ホールディングス(株)

・(株)山陰合同銀行

・(公社)松江市シルバー人材センター

・日本郵便(株)出雲東部地区連絡会

・(株)さんびる

・幸陽建設(株)

・(株)システム工房エム

・(資)一文字家

・認定ＮＰＯ法人自然再生センター

・(株)島根銀行

・(大)島根大学

・Hi･stock(ハイ･ストック)

・(株)松和

・サロン花水木

・東出雲町商工会

・(株)真幸土木

・山陰中央テレビジョン放送(株)

・Bistro Engi(ビストロ エンギ)

・(株)谷口印刷

・サンベ電気(株)

・フジキコーポレーション(株)

くにびき地区本部

・松江商工会議所

・松江市役所

(市内 43 郵便局)

五十音順(令和 3 年 10 月現在)

まつえワーク･ライフ･バランス推進ネットワーク
ネットワークに加入して｢ワーク･ライフ･バラン
ス｣を意識し実践する働きやすい職場づくりをは
じめてみませんか？

だれもがいきいきと明るく暮らすことができる社会の実現のため、仕
事と家庭を両立できる職場環境づくりを進めようと経済界、労働界、
教育機関、行政が共同で行った「まつえワーク・ライフ・バランス推
進宣言」を共有・実現するために、ワーク・ライフ・バランス推進に積
極的に取り組む企業・団体等による「まつえワーク・ライフ・バランス
推進ネットワーク」が設立されました。 (2016 年 7 月)

編集･発行〔令和３年 10 月〕

【問い合わせ先】
ネットワーク事務局（松江市市民部男女共同参画課）
〒690-0061 松江市白潟本町 43 番地(市民活動センター3 階)
TEL：0852-32-1196 FAX：0852-32-1191
メールアドレス：danjosankaku@city.matsue.lg.jp

まつえワーク・ライフ・バランス推進ネットワーク

検 索

＊プリエールとは男女共同参画センターの愛称です。
フランス語で願い・祈りの意味を持ち公募によって決まりました。

松江市男女共同参画センター
〒690-0061 松江市白潟本町 43 番地(市民活動センター3 階) TEL 0852-32-1190

FAX 0852-32-1191

E-mail:danjo@city.matsue.lg.jp

