
を実施！学生対象アンケート
岐阜県の大学生・短大生のみな

さんから

558人分の回答が集まりまし
た！
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女性のイメージに合う色は？

あなたの好きな色は？

男性のイメージに合う色は？

❶ 青 130人
❷  オレンジ      95人
❸  緑      76人
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人それぞれ

女性・男性の偏った
色のイメージから、
「人それぞれ」という
意識を広めていき
たいですね！（澤村）

岐阜市女性センター
（ハートフルスクエアーG 内）

男女共同参画社会の実現を推進するための
拠点施設です。
JR岐阜駅高架下、東エリアにあり、交通の
便の良いところです。気軽にお立ち寄り
ください。

編集・発行　岐阜市女性センター
指定管理者：（公財）岐阜市教育文化振興事業団

〒500-8521 岐阜市橋本町1-10-23  
　　　　　　 ハートフルスクエアーG内
　　　　　　 TEL（058）268-1052

男女共同参画社会の実現を目指して、啓
発や女性の活躍支援となる講座を開催し
ています。

男女共同参画に関するさまざまな情報の
発信、啓発誌などの発行をしています。
また、男女共同参画に関する「図書」の
貸出も行っています。

市民活動型交流会や男女共
同参画の交流イベントの実
施。市民・市民団体・事業
者と協働し、ネットワーク
を形成しています。

●開館時間　午前9時～午後9時
●休 館 日　毎月最終火曜日
　　　　　　    （火曜日が祝日の場合は翌日）
　　　　　　    　  年末年始（12/29～1/3）

でかけてみませんか！

電車等に設けられている女性専用車両についてどう思いますか？

必要
47.5％

•妊婦や子連れ、身体の不自由な方が利用
 しやすくするためには必要   （男性:2年生）
•統計的にも女性の方が
 痴漢のリスクが大きいから   （女性:1年生）

•過去に不安な思いをした経験があり怖い…
　　　　　　　　　　　（女性:3年生）
•痴漢の冤罪から自分の身を守るため！
　　　　　　　　　　　 （男性:4年生）

•トランスジェンダーの人は
 乗りにくいんじゃないかな？   （女性:１年生）
•設置した目的・背景は理解できるけど、
 男性の被害者も実在してるよ（男性:２年生）

講座・相談の
空き情報など
随時更新中！

YouTubeInstagram

学 びたい

知 りたい

交 流したい

女性、男性のイメージに合う色は？

ちなみに…こんな質問も！！

岐阜市女性センター×岐阜市立女子短期大学　コラボ企画

海外では宗教的な意味合いにより性別専用車両を導入している所がある一方、
一時的に女性専用車両を導入したものの反対運動から廃止になった所もあります。

メモ

•男性専用車両も作るべきじゃないの？
　　　　　　　  　（男性:５年生以上）
•男女平等ってなに？
 普段から利用しようとは思わないな
　　　　　　　　　  　（女性:１年生）

若者のホンネに迫
りたい！

ご協力ありがとうござ
いました
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どちらかというと
必要
38.4％

必要ない
5.7％

どちらかというと
必要ない
8.4％

岐阜市女性センターホームページ
Ｇ

●女性の活躍応援セミナー 　
●プラチナ世代応援セミナー
●女性の活躍スキルUPアカデミー
●ワーク・ライフ・バランス講座など

電話相談（一般）

受付日時：月曜～土曜　
   午前10時～12時、午後1時～4時
毎月第1・3金曜日は午後5時～8時も受けます。
（ただし祝日・休館日・年末年始・イベント開催日などを除く）

0120-786874
（ナ ヤ ム ハ ナ シ）

困 った

面接相談（専門）  要予約
TEL （058）268-1052

無  料要予約 秘密厳守

法律（弁護士）・心（カウンセラー）・
健康（看護師・助産師）
家計（1級ファイナンシャル・
　　  プランニング技能士（CFP®））
 new  仕事と生き方相談（2021年4月～）
（キャリアカウンセラー・産業カウンセラー）

※詳しくは広報ぎふまたはＨＰにてご確認ください。
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今回の紙面は人気の高かった「青系」にしました！！

コロナ時代

with 
特集

色 について聞きました！
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女性専用車両は、女性だけでなく障がいを有する男性や男性介護者
も利用できます。全ての人が利用しやすい環境になるよう、まずは
私たち一人一人が多様性について理解していくことが大切ですね。できるコト！

が になるためにできるコト～ ～誰も誰も 幸せ幸せ

私たちの周りには「色」がたくさんあります。
「色」を性別や年齢などで思い込んでいませんか？
今ではランドセルも
自分で選んで自分らしく決められるといいですね。

カラフル時代！ 

協力 :岐阜市立女子短期大学　国際文化学科

❶ 青 283人
② 人それぞれ     166人
❸ 黒      49人

① 人それぞれ 165人
❷  ピンク・紫    122人
❸ オレンジ    105人



現在はコロナの影響もあり、学校生活も、働き方も、家庭の在り方も
多様化してきました。それを悪いことと捉えるのではなく、
今までの固定的な意識の壁を打ち破る絶好のチャンスと
考えてはいかがでしょうか。
女性・男性という性別の枠にとらわれず、自分らしく、
誰もが幸せになるために、身近なことから意識的に変えていきたいですね。
みなさんの手で、明るい未来を作り上げましょう！

あなたは主にどこで情報を得ていますか？

上の問いで答えた情報を自分で
正しく判断できていると思いますか？

ある夫婦がいます。
二人は普段から家事分担をしていません。
この夫婦における家事量について、
どう思いますか？

「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」という
考え方はどう思いますか？

あなたは将来、在宅ワークをしたいですか？
まちがった情報を
発信・拡散しない
ことを心がけて
いきたい！（丹羽）

QRコードを
読み取って

アンケートに答えてね！

フェイクニュース
主に、ウエブサイトやSNSで発
信・拡散される真実ではない
情報。

毎年行われる、全国女性会館協議会主催の第14回
｢事業企画大賞」において特別賞を受賞しました。
今まで織の編集に携わって下さった多くの方々、
本当にありがとうございました。

について聞いてみました。

202
0年

メディア・リテラシー
メディアからの情報をそのまま
無批判に受け入れるのではな
く、主体的に読み解く能力。

を実施！

ぎふし男女共同参画情報紙「織」の
編集及び発行

岐阜県の大学生、短大生のみなさんに

岐阜市立女子短期大学の川上新二先生と
ゼミ生のみなさんと一緒に作り上げました！
ゼミでは、韓国語のスキルを高めています。

澤村 陽菜さん 杉山 雅さん 丹羽 優莉杏さん

女性専用車両

これからの働き方

家事情報

色

558人分の回答が集まりました。
（アンケート期間　2020.１１/1～25）

男女共同参画情報紙だからこそ！
こんなことも聞いてみました。

夫婦や家族のあり方は
色々あるし、みんなで
家事分担などを見直す
キッカケになって
ほしいです！（杉山）

1年生 243人
2年生 143人
3年生 151人
4年生 17人
5年生以上 4人

・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・　　     ・・・・・・・・・・・・・

女性  434人
男性 １１４人
答えたくない ８人
その他 ２人

学生対象アンケート

コロナ禍の今、
オンラインで会議をしました！

学年 性別
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　　　　　　　 ・・・・・・・・・・・・・・・・

　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

TOP 3学生がしている家事　

やっぱり!? インターネット・SNSで
情報を得ている人が断トツ！！ 

インターネット・
SNS
74.7％

どちらかというと
判断できる
70.6％

判断できる
20.1％

TV
19.7％

思い込みをしていませんか？
この問いには、夫婦が共働きやパート、
専業主婦などと記載されていないのに、
なぜ「妻の方が家事量が多い」と考えたのだろう？
　　　　　　　先入観や性別による役割分担意識をなくそう！

学生が地域社会で体験的に学べる機会
として参加しました。若者の価値観を
知るのは、まさに男女共同参画社会・
多文化共生社会を実現するための重要な
アプローチです！　　　  （川上先生）

家庭と向き合う時間が増えた
今だからこそ考えたい！コロナ

これからは働き方も
多様化しそう！

自分らしくいられる選択であれば、
どちらでもいいね！

口コミ 4.3％
新聞 0.9％

ラジオ 0.4％
❶インターネット・SNS   74.7%
❷TV　  19.7%
❸口コミ（身内・知り合い・先生等）   4.3%　

❶どちらかというと判断できる 70.6%
❷判断できる　 20.1%
❸どちらかというと判断できない　 5.2%
❹判断できない　 4.1%

９割以上の人が正しく判断できる！と答えているけど…
インターネット・SNSが主流だからこそ

気をつけるべき点があります！ 

❶どちらかというと反対 35.8%
❷反対 35.3%
❸どちらかというと賛成 24.6%
❹賛成   4.3%
　　 

❶妻の方が家事量が多い　65.4%
❷どちらも家事量が同じ　 33.3%
❸夫の方が家事量が多い　  1.3%　

ちなみに‥
実家暮らし…65%
一人暮らし…30%

with 

❶在宅ワークをしたい　　    49.1%
❷在宅ワークをしたくない　 41.5%
❸その他　　　　　　　　　 9.4%

特別賞
受賞

妻の方が
家事量が多い
65.4％

どちらも
家事量が同じ
33.3％

１位 食事の準備・片付け・買い物 等　
２位  掃除（部屋・浴室・トイレ・ゴミ出し等）  
3位 洗濯　　　　　　　　　　　　　  
家事をしていない人…93人　　　　　　　　　

できるコト！

できるコト！

できるコト！

コロナ禍で家にいる時間が増え、
SNSに触れる機会が多くなった今、
報道元や他の視点からの意見を得て、
正しい情報を判断する能力も
必要ですね！

判断できない
4.1％どちらかというと

判断できない 
5.2％

夫の方が
家事量が多い
1.3％

どちらかと
いうと反対
35.8％

反対
35.3％

どちらかと
いうと賛成
24.6％

賛成 4.3％

知っていますか？ 聞いたことありますか？ こんな言葉！


