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　シェアリングでは、市内の高校生101名、40代以上の大人66名に、性別や職業に
関することについてのアンケートを実施しました。次世代を担う今の若者たちは、「将来の
目標」や「なりたい職業」について、どんな考えを持っているのでしょうか。そして、人生の
先輩たちのこれまでの経験からは、どんなアドバイスが得られるでしょうか。
　アンケートの結果から、皆さんの意見を見てみましょう。

タイトル由来　みんなが“わかちあう”大切さを持って、男女が協力しながら、男女共同参画社会をつくっていけたらとの願いが込められています。

～将来の夢が見つからず悩んでいる方へ～

「働けば天職」
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　「住めば都」という言葉があります。どんな所であって

も、住み慣れてくると居心地がよくなって「都」になるとい

う意味です。この言葉は住まいについてのものですが、生

き方や職業選択にも言えることではないでしょうか。

　現代では、様々な職業があり、価値観が多様化している

ため、こうすれば正解という答えを示すことも難しくなっ

てきています。一方で、かつては女性であるために進学や

職業選択ができなかったとか、男性であっても家業を継ぐ

ために進路が決まっていたということも、珍しくなかった

ことでしょう。そんな中、現代においても、昔においても、

自分のやりたいことを見つけられた方は幸運ですし、さら

に、それを仕事にできた方はもっと幸運だと思います。

　では、夢が叶わなかったり、あきらめなければならなかっ

たり、あるいは、自分の夢自体が見つからないときや、何を

やりたいか分からないときはどうしたらよいのでしょう？ 

そんなときは、例え自分の希望どおりでなかったとして

も、今の環境で精一杯やってみることが大事なのではな

いでしょうか。精一杯生きた「今」が積み重なれば、振り

返ってみると案外良かったと思えるかもしれません。その

過程で、出会った人や取り組んだことが、自分の生き方に

彩りを添えて、新しい夢や生きがいになるかもしれませ

ん。

　この記事を書いている私も、夢叶わず、全く思いもしな

かった仕事に就きました。はじめのうちは「どうしてこんな

…」と思っていましたが、今はとてもやりがいを感じてい

ます。「住めば都」ならぬ「働けば天職」です。

　今、夢が見当たらないという人も、飛び込んでみた先に

思いもよらない掘り出し物を見つけられるかもしれませ

ん。飛び込んでみた先の仕事を好きになれることは、好き

なことを仕事にするのと同じくらい幸運なことだと思いま

せんか。（松嶋）

　東京オリンピック 2020 大会に、仕
事で携わってきました。
　イタリア政府との仕事で、主にイタ
リアオリンピック協会の役員、関係者
の送迎を行いました。専用車両で空港
まで迎えに行き、滞在先から式典会場、
選手村から試合会場の行き来をサポー
トします。試合が終わると、選手は
48 時間以内に母国へ帰らないといけ
ないので、観光もできません。
　国際大会を経験している選手は、待
つのは平気らしく、予定より早く着い

て待っていてもいらだったりしませ
ん。ただ式典やミーティングなどは、
開始予定時間がだいたいでしか分か
らないので、90 分以上待たされるこ
ともありました。会話はイタリア語と
英語が主で、日本語ができる人は、
まずいません。最近はスマホの翻訳
アプリがあるので便利です。
　今回の仕事を通して、イタリアに
行ってみたい気持ちが強くなりまし
た。グラッチェ!



大学卒業後、さらに進学して勉

強を続けたかったが、女性であ

るからという理由で親の支援が

受けられず、断念した。

（60 代／女性）

「男だから」「女だから」•••?

生活をする上での
十分な額を稼げる

仕事に就く。
（高校生 / 男子）

『あなたの将来の夢やなりたい職業は何ですか？』
高校生の回答（抜粋）

『あなたが15～20歳の頃、将来の夢やなりたい
職業は何でしたか？その夢は叶いましたか？』

大人の回答（抜粋）

今やっているバンド
で売れること。

（高校生 / 男子）

家業を継ぐ。
（高校生 / 男子）

結婚して、
家庭を持つこと。

（高校生 / 女子）

幼稚園の先生。
希望通りなる

ことができた 。
（50 代 / 女性）

看護師。両親の
反対にあい、断念。

（70 代以上 / 女性）

電気関係の
エンジニアになる
夢が叶えられた 。

（70代以上/男性）

生家は農家だったが、農
業はやりたくなかった。夢
に近い車・鉄道関係の

会社に勤めた。
（70 代以上 / 男性）

編集者など、
本の制作に携わる仕事。

（高校生 / 女子）
国際開発事業に

携わること。
（高校生 / 女子）

　人生の先輩として活躍している大人の方々のアンケート結果では、約半数の方の夢が叶っていました。
　また、性別ごとの夢が叶った割合に、あまり大きな差は見られませんでした。
　叶わなかった・特になりたい職業はなかったという方は、家庭の事情などで夢を断念したり、その時の自分の状況にあっ
た職業を選択してきたりしたようです。
　アンケート回答者の意見からは、「どんな道を選んだから良かった・悪かった」とは、一概には言いきれない人生が見えて
きました。（萩原）

　

　

　

　高校生へのアンケートでは、自分の夢を叶え、目標を達成した

いと答えてくれた、ある男子がいました。その方を仮に、K さんと

します。

　K さんいわく、『現時点でこの国には多くの差別があります。男

女雇用機会均等法が施行された後も、女性の正規雇用が少なく、

昇給しにくくなっています。私はこのような社会の矛盾を変える

ことを志しました。』とのこと。素晴らしい！

　男性の立場から、女性の視点に立って意見の言える K さん。

日本の現状や改革案について話しをする彼の姿が、何年後かに

テレビ等で放送されるシーンを思い浮かべました。

　若い世代の活躍により、男性と女性が互いの視点に立って、さ

らに差別なく生きられる社会になるのを期待しています。（九鬼）

社会を変える若い力

　皆さんは、自分の性別を理由に、やりたいことをためらってしまったり、
 あきらめてしまったりしたことはありますか？ 今回のアンケートでも、様々な体験談が集まりました。

興味のあるイベントがあった

が、女性参加者が多かったため

参加をあきらめてしまった。

（高校生／男子）

テニス部に入部を希望してい

たが、男子テニス部しかなかっ

たため、入部をあきらめた。

（高校生／女子）

服の色や、頭髪の長さ。
（高校生／男子）

タピオカを飲みたかった。
（高校生／男子）

　この他には、以下のように、周囲の人々に「あなたは男だから」「あなたは女だから」と言われたことで、何
らかの機会を失ってしまった方の体験談も集まりました。

他の事務所で女性社員が結婚、

出産を機に辞めさせられていた

事を知り、すごく腹が立った。

（60 代／女性）

長男だったため、挑戦が
できなかった。昔の風習

が邪魔であった。
（70 代以上 / 男性）

家を新築した際におもちをまく

ため屋根に登れるのも、村まつ

りのおみこしを担げるのも、す

もう大会も男の子だけだった。

（60 代／女性）

性別に関わらず、何かに挑戦したり、自由に楽しめたりする機会があると良いですね。

　この記事を書いている私（男性）はクレープが好きなのですが、ひとりでクレープを買いに行き、買ってすぐお店を出るのは良いにし

ても、その場でイートインするのは正直抵抗があります。クレープを買った後は車に戻り、ひとりになってから食べています。たとえク

レープを食べたくても、お店に行列ができていて並ばなければならないときは、あきらめて帰ってしまうこともあります。

　一方で、女性はひとりで牛丼屋に入りづらいと思う方もいるのだという話を聞きました。「牛丼屋のカウンターに座って、おじさんや

男子の隣でひとりでは食べづらい」と感じることもあるようです。

　このような男女の悩みは、都会に比べ地方のほうが多いらしく、特に都心では人の絶対数が多く様々

な人が行き交うためか、周りの視線も地方ほど気にならなくなるとのこと。最近は、牛丼屋を訪れると女

性の店員さんが多く、カウンターの面積が少ない代わりにテーブル席が増えたと感じます。これは、女性

客も入りやすいお店にするための、企業側の変化ではないだろうか？ と感じます。（飯野）

順位 高校生

1位 教師・教育関係

2位 国際・英語関係

3位 出版関係

4位
公務員（県・市職員ほか）、
会社員

5位
警察官、音楽・映像・芸能関係、
スポーツ関係（選手、トレーナー、
研究者）

6位
学芸員、日本文化関係、法曹・
政治関係、金融、心理学関係

7位

管理栄養士、看護師、
観光・交通関係、児童福祉関係、
人を支える仕事、安定した生活、
収入を得る

順位 大人

1位 教師

2位 看護師

3位 保育士

4位 幼稚園教諭、事務職

5位

鉄道・車関連、エンジニア、
会社員、主婦、販売、飲食店、
牧場経営、建築家、ピアニスト、
数学者

　幼いころに抱いた夢をあきらめてし

まった人がいる一方で、今もなりたい自

分に向かって頑張っている人もたくさん

います。

　経済的な理由、環境など、さまざまな

事情でやむをえず夢をあきらめてしまう

こともあるかもしれません。しかし、必

ずしも、「夢だった職業に就く」ことだ

けが「幸せなゴール」とは限りません。

　そして、なりたかった職業に今就いて

いる人も、もしかしたら、まだまだ「夢

の途中」なのかもしれません。（八木橋）

将来の夢・人気職業ランキング


