
　最近、女性の活躍が話題になることが多くなりました。しかし
毎年発表される「ジェンダー・ギャップ指数」の2014 年のデー
タでは、日本は142カ国中 104 位という低い順位で、世界の中
でも遅れているのが現状です。
　世界の国々と日本はそれほど違うのでしょうか？　その実態を
探るべく、我孫子市に住む外国人の方々に話を伺いました。

日本はそんなに

遅れているのかな？ 

カリスマ美容師にききました
簡単でかわいい、小さな女の子の髪の結び方
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ご意見、ご感想、取り上げてほしいテーマなどありましたら、
お気軽に男女共同参画室までお寄せください。
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孫が喜ぶかわいい髪の結び方をマスターしたい

A

Q
Fi le No.5

回答者： 関口浩二さん
我孫子駅北口・美容室『lap 
design』オーナー。六本木の美
容室勤務時代、ファッション
ショーでヘアメイクを担当する
など第一線で活躍。1993年に
独立。我孫子市内で美容室を開
業してから22年、自宅は金町だ
が心はすっかり我孫子市民。趣
味のバンド演奏で、あびこカッ
パまつりに毎年出演している。

①両方の額の角から

後頭部にかけて床

と平行に櫛で取り、

後ろで結ぶ。

①耳と耳の上の髪をクリップで

上に上げておく。下の髪を4つ

に分けてクリップでとめる。

②上の髪を1回だけ三つ編みし、2

段目の一方のブロックの髪と一

緒に編み込む。もう一方のブ

ロックの髪も同様に編み込む。

③さらにその下全部の髪を②と

一緒に結ぶ。

②耳の上の髪を両側から

すくい、①で結んだ髪

と一緒にゴムで結ぶ。

③反対側も耳の上で結ぶ。

②片手で一方の髪を束ねて結ぶ。

ー共通のポイントー

■髪を結ぶ位置などは、耳を基

準にすると左右対称になる

■横の分け目は床と並行に

■クリップでブロッキングして

おくときれいにできる

　慣れてきたら、分け目を変え
たり、編み込みを2つにする
など、アレンジができて結う
ことが楽しくなります。

初心者向け／ジグザグツインテール

中級者向け／だんだんカラフル結び

上級者向け／簡単編み込み

③3段目も同様に編み

込む。以降は普通の

三つ編みにしてゴム

で結ぶ。

①櫛の柄の先を垂直に頭皮に立て、ペンで書

　くようにジグザグに動かして髪を二分する。

地肌から
櫛の先を
離さない

結ぶ位置を耳の上に定めると、
ツインテールの位置がずれない

カラーゴムや
リボンなどの
飾りが付いた
ゴムを使うと
とてもかわいい

床と並行に
毛束をとる

　　孫を保育園に送り迎えし
ています。時 「々おじいちゃ

ん、髪をかわいく結んで」と

頼まれるのですが、なかなか

うまくできません。上手に結

うコツやかわいい結び方を

教えてください。

　　男性だとご自分の髪を結
う機会があまりないでしょう
から、最初は戸惑われるかも
しれませんね。うまく結うには
とにかく髪の毛に慣れること
です。何度も結んでいるうち
に扱い方がわかってきますの
で、まずは時間のある時に
チャレンジしてみてください。
　では、簡単ですが見栄えの
する結び方を3種類ご紹介し
ます。

くし

女性の活躍推進と男性の働き方改革
　特集の「ジェンダー・ギャップ
指数」でも明らかなように、日本
の女性の活躍度は世界の中で遅れ
をとっています。政府は平成 15 年
に「社会のあらゆる分野において
2020年までに指導的地位に女性が
占める割合が、少なくとも 30％程
度に」との目標を打ち出しました
が、例えば企業の管理職をみても
女性比率は約1割で、目標達成には
加速度的な推進が必要です。
　こうした中、8月末に「女性の職
業生活における活躍の推進に関す
る法律（女性活躍推進法）」が成立
しました。従業員301人以上の企業
と国や自治体に、女性登用などの
数値目標を定めた計画策定を義務
付けています。

　また、来年4月から始まる国の「第
4次男女共同参画基本計画」には「男
性中心型労働慣行等の変革」が計
画全体にわたる横断的視点として
掲げられる予定です。今までの働
き方を見直すことは、男性自身に
とっても望ましく、女性の活躍推

進にもつながるはずです。
　男女がともに、働く場で対等に
活躍し、お互いに家事・育児・介
護を主体的に行い、地域との関わ
りや健康維持を図る時間が持てる
こと…。一見簡単そうで難しいこ
とかもしれませんが、今こそ一人
一人の意識改革のチャンスと言え
るかもしれません。



　　中国では夫も普通に家事を
していましたが、日本に来てか
らは残業などで夫の労働時間が
長くなり、夫が家事をする時間
がなくなりました。

　　男女平等は健全で
活気ある社会の基本。

　　性別、人種、年齢に関わ
らず平等であり、資質と能力
で評価されるべき。

　外国人との文化交流や外国人のための日本語教室、「広報あびこ」の翻訳などの活動を行っている我孫子市
国際交流協会（AIRA）の協力のもと、市内在住・在勤の外国人にアンケートを行いました。回答は個人的
意見ではありますが、日本との違いや共通の課題が見えてきます。

Q1　あなたの母国では、男性と女性は平等ですか？

Q2　あなたの母国では、家事（炊事、洗濯、掃除）や
　　子どもの世話は、誰がしますか？

Q3　あなたの母国では、年老いた親の世話は、
　　誰がしますか？

Q4　あなたの母国で女性が社会で働くうえで、
　　男性と比べて不利なことは？

Q5　日本の男性・女性の差について思うことは？

　アンケートを通して、どの国の人にも共通して感じられたこ
とは、賃金格差、昇進や地位など仕事上の男性優位に対する
不公平感でした。これには Q1 で「平等」と答えた人でも現実
にはまだ格差があると認識しています。
　家事分担は、夫婦のできる方が責任を持つという合理的な
考え方が多数聞かれました。互いに自立した上で、助け合うの
が夫婦のあり方ということでしょう。
　日本は男女平等の点で良い方に向かっていると受け止められ
ているようです。そして、どの国の人からも共通して「男女共
同参画はより良い社会となるために大切」との考え方が伝わっ
てきました。

Q6　男女平等についてどう思いますか？

ジェンダー・ギャップ指数（GGI）とは？
　世界経済フォーラムが毎年発表する、各国における男女格差を測る指数。
経済・教育・政治・保健の４つの分野で男女比を数値化し、0が完全不平等、
1が完全平等を表す。総合は４分野の平均値。
　2014年版では調査した142カ国のうち日本は 104 位で、主要先進国の中で
最も低い。教育と保健の分野ではほぼ格差はないが、経済と政治の分野でか
なり評価が下がる。賃金の格差、労働時間の長さ、家事育児の女性負担、
そして管理職や国会議員の女性の少なさが大きな要因となっている。

  1 アイスランド 0.8594 0.8169 1.0000 0.9654 0.6554
  2 フィンランド 0.8453 0.7859 1.0000 0.9789 0.6162
  3 ノルウェー 0.8374 0.8357 1.0000 0.9695 0.5444
  4 スウェーデン 0.8165 0.7989 0.9974 0.9694 0.5005
  5 デンマーク 0.8025 0.8053 1.0000 0.9741 0.4306
  6 ニカラグア 0.7894 0.6347 0.9996 0.9796 0.5439
  7 ルワンダ 0.7854 0.7698 0.9289 0.9667 0.4762
  8 アイルランド 0.7850 0.7543 0.9979 0.9739 0.4140
  9 フィリピン 0.7814 0.7780 1.0000 0.9796 0.3682
 10 ベルギー 0.7809 0.7577 0.9921 0.9789 0.3948
 11 スイス 0.7798 0.7797 0.9922 0.9737 0.3737
 12 ドイツ 0.7780 0.7388 0.9995 0.9739 0.3998

 16 フランス 0.7588 0.7036 1.0000 0.9796 0.3520

 20 アメリカ 0.7463 0.8276 0.9980 0.9747 0.1847

 24 オーストラリア 0.7409 0.8010 1.0000 0.9737 0.1887

 26 イギリス 0.7383 0.7140 0.9996 0.9699 0.2698

 53 コロンビア 0.7122 0.7107 0.9961 0.9791 0.1628

 61 タイ 0.7027 0.7677 0.9938 0.9796 0.0700

 66 チリ 0.6975 0.5523 0.9997 0.9792 0.2589

 71 ブラジル 0.6941 0.6491 1.0000 0.9796 0.1476

 87 中国 0.6830 0.6555 0.9855 0.9404 0.1506

104 日本 0.6584 0.6182 0.9781 0.9791 0.0583

107 マレーシア 0.6520 0.6174 0.9693 0.9692 0.0523

117 韓国 0.6403 0.5116 0.9648 0.9730 0.1117

順位 国　名   総 合 経 済  教育  保健  政治

　　日本では多くの家庭で、妻がお金を管理
して夫が小遣いをもらうと聞きましたが、そ
れはヘン。アメリカでは共通に使う家計分と
自分が自由に使うお金は分けています。
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—東京オリンピックも
　　　　夢じゃないの巻—
—東京オリンピックも
　　　　夢じゃないの巻—

　　法の下では平等
だが全てではない。

　　中国では男性が台所に入るのは
当たり前。お互いにできるほうがす
るのが普通。

余裕のある人がする。

ほぼ国で。

　　男女の賃金格差は大き
く、昇進も女性は不利。

　　教育、仕事の面
では男性優位。

　　大事なポストに入れ
ない。賃金の差がある。

　　女性は男性のヘルプ
なく自立できるようにな
っていて、良いことです。

　　子どもを産むと仕事を辞める
ので、仕事に就くのが難しい。

　　大学を卒業すると結婚しづらい。
レベルが下の人とは結婚しないので。

男性のほうが弱い。

　　フランスでは近年、女性の権利省を新設し内
閣は「パリテ」（男女同数）で構成。男女平等の
観点からの教育も進んでいますが、“理系は男性
の得意分野”といった進路や職業をジェンダーで
判断しがちなのは日本と同じ。

　　フランスでは教育や子育てに国の
援助が厚く、シングルマザーでも子育
てしやすい環境が整っています。ただ、
それが高い離婚率に繋がっている側面
もありますが。

　　家事はその時にできるほうがしますし、一緒にするこ
ともあります。共働きの友人は夫婦のどちらかが休んだり
早く帰れるほうが子どもの世話をしているそうです。

　　基本的には女性がしますが、
仕事を辞めたりはしません。自分
だけでできないことは他人に仕事
として頼むこともあります。

　　親が子どもに頼るという意識が
なく、できるだけ自活します。老人
ホームに自ら入る人も多いです。

　　自分の親は自分で、というのが原則です
が、状況によります。日本のように妻とか娘
がするという固定観念はありません。

ない。　　女性が仕事に就く
と男性が怠ける。

市内在住・在勤外国人 24名（男性 5名、女性 19名）にご協力いただきました〈平成 27 年 7月アンケート実施〉
〈内訳〉　　　　中国 8　　　アメリカ 3　　　フィリピン 2　　　コロンビア 2　　　イギリス 1　　　フランス 1　　　ウズベキスタン 1

　　　　　　　タイ 1　　　マレーシア 1　　　韓国 1　　　オーストラリア 1　　　チリ 1　　　ブラジル 1

かじ

　　表では男性が上かも
しれないが、裏では女性
が舵を握っているのでは。

ジェンダー・ギャップ指数 2014（主な国の順位）
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