
( 公財 ) ふくい女性財団では、福井県の委託で、自らの
将来を考える機会として、性別にとらわれることなく進路や
職業を選択することを学ぶセミナーを県内中学生を対象に
毎年開催しております。

セミナー開催にあたり、体験発表する社会人等の
手配（選定、交渉、謝金支払い）、アンケートの
集計等は、当財団が行いますので、先生方に大きな
ご負担はおかけせず実施いただけます。

子どもたちのキャリア教育の活用にご検討ください。

公益財団法人　ふくい女性財団

-福井県生活学習館委託事業-



事業概要
1.目　　的
　若い世代が、家庭や社会に存在する固定的性別役割分担を
見直し、男女が共に自立し尊重する関係の中でそれぞれの役
割を担う大切さを学び、自らの将来を考える機会として、性
別にとらわれることなく進路や職業を選択することを学ぶセ
ミナーを開催する。

2. 対　　象
県内中学校生徒

3. 開催時期・日程
令和3年7月中旬～令和4年２月（開催校と協議の上、日程決定）

4. 募集校数　
中学校　４校程度（セミナー会場は開催校とします。）
※学年単位でお申し込みください。
※申込は先着順で受付ますが、未実施校を優先します。

5. 内　　容
・講義　
・体験発表

6. 費　　用
無料

7. その他
・アンケートの実施およびプレスリリースの配布は財団が行います。
・写真や実施内容などは、財団等の広報に使用させていただきます。

8. 申込方法
別紙の申込書にご記入の上、メールまたはファックスにて送
付ください。
※講師調整のため、開催時期の約３か月前までにお申し出く
ださい。



モデルプラン

プログラム

※休憩時間・講師及び生徒の移動時間を除きます。
※開催希望の時間に応じてプログラムの組み合わせが可能です
※詳細につきましてはお問い合わせください。

A パターン【中～大規模校の場合】
・性別職域分離に関する講義 (25 分 )
 ・・・集会形式で実施
・体験談発表 (30 分×2回 )
 ・・・各教室に分かれて実施
　　※男性・女性それぞれの発表をお聴きください

B パターン【中～小規模校の場合】( 集会形式で実施 )
・性別職域分離に関する講義 (30 分 )
・体験談発表 (25 分×2回 )

C パターン【小規模校の場合】( 集会形式で実施 )
・体験談発表 (20 分×4回 )

(1) 性別職域分離に関する講義
　みなさんは男性の仕事と言えばこの仕事！女性の仕事とい
えばこの仕事！となんとなく考えてしまうことはありませんか。
　この講義では、ジェンダー学が専門の大学教員*が性別に
とらわれることなく仕事を選ぶことの意義についてお話します。
※場合によっては(公財)ふくい女性財団職員が講義することがあります。

(2) 体験談発表
[発表者 ]
・男性の多い職業に就いている女性
・女性の多い職業に就いている男性
[発表内容]
・仕事内容の紹介
・その仕事を目指した理由
・やりがいや苦労したこと
・仕事上で大切にしている事
・中学生へのメッセージ
※講師等については、開催校と協議の上、決定します。
※基本的には、２時限分の時間確保をお願いします。



過去の講師 (1) 性別職域分離に関する講義の講師 (2) 体験談発表の講師のみなさんです。
男女共同参画の観点から招聘しています。( 令和 2年度実績 )

大学教員 警察官

新聞記者

ハウスクリーニング

新聞記者 パティシエ

美容師 ネイリスト

パティシエ

管理栄養士 管理栄養士

消防士 獣医師

web デザイナー スポーツ選手(教員)

保育士臨床心理士・公認心理師

建設技術者 建設技術者

ほかにも過年度に、バス運転士、現場監督、測量技師、学芸員、農業従事者、林業従事者、
介護福祉士、社会福祉士のみなさんを招聘しました。

こんなことを話します！
・仕事内容の紹介
・その仕事を目指した理由
・やりがいや苦労したこと
・仕事上で大切にしている事
・中学生へのメッセージなど。
※実際に仕事で使う道具を持参いた
だき、仕事の内容を深めることもで
きます。



満足度と
現場からの声

身の回りの職業を例にだしながら、無意識
のうちに抱いている偏見についてクイズや、
生徒の意見を交えながら楽しく考えること
ができていて良かったです。

毎年様々な職種の方を講師に招いて職業講
座を開催していますが、今回来ていただい
た警察官や建築士の方々を学校の方で探し
てお願いすることは難しいため、今年度は
女性財団からそのような講師の方を派遣し
ていただけたことは大変ありがたかったです。

職場体験前の生徒にとって職業に興味を持
つ良い機会になりました。男女の協働をよ
り意識する機会にもなり、有意義でした。
講師の方々のお話しはとても上手で、生徒
もいつになく真剣に聞きいっていたと思い
ます。あと 10 分程長くても良かったほど
でした。

これまでセミナーに参加した子どもたちの満足度と、
セミナーをご利用頂いた先生方の声を紹介します。
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講師の方々の体験発表では、実体験に
基づいた非常に説得力あふれるお話を
通して、生徒たちは働くことについてよ
り深い学びを得ることができました。

普段なかなか接することのない職業の方
の体験談や、その職業に対する思い、取
り組む姿勢などを直接話をことが出来ま
した。

子どもたちの感想
・男が多い中で働く女性や女が多い 
  中で働く男性がいて、おかしいこと
  はないことを知れて良かった
・これからどんな仕事に就くか分から
   ないが、男女の割合を気にせずに自
   分が就きたい仕事を選択したい
・性別関係なく自分のこだわりをもっ
   て仕事を選択したい
・いろんなことに興味関心を広げ、将
   来の可能性を狭めない方が良いと
   アドバイスを聞いて、なるべく可能
   性を広くしたいと思った



ご利用の流れ

・講師・体験談発表者依頼及び謝礼の手続き、プレスリリース対応は ( 公財 )　
　ふくい女性財団が(以下、財団)行います。謝金および旅費は、財団が負担します。
・セミナー終了後、アンケートを実施します。（アンケートは財団が準備します。）
・開催前に当財団より報道機関にプレスリリースします。
・写真や実施内容などは、財団等の広報に使用させていただきます。

青字・・・学校側作業、赤字・・・財団側作業、紫字・・・学校・財団共同実施

終了後
1週間以内

1ヶ月～
1週間前

3～ 1ヶ月前

希望時期開始
3ヶ月までに

申込

受付・選定

開催校決定・ヒアリング

講師・体験事例発表者調整

講師・体験事例発表者依頼文書発送
プレスリリース投げ込み、その他

セミナー開催

アンケート提出

↓

↓

↓

↓

↓

↓



Q & A
Q　たくさんの方から体験談の話を聞きたい
A　招聘する体験談発表者は参加学年のクラス数を基
本にしています。
（例：4クラスの場合男性 2名・女性 2名）
※開催形式によってはニーズに応じて対応できる場
合があります。

Q　体験談発表者のリクエストは可能か？
A　事前打ち合わせで先生方のご要望をお伺いいたし
ます。また、子どもたちの事前調査の結果に応じて
招聘が可能です。

Q　体験談発表の聴講は事前選択が可能か？
A　男女共同参画の観点から、男性が多い職種で働く
女性、女性が多い職種で働く男性それぞれのお話を
お聴きいただきます。

Q　過年度に次世代育成セミナを利用したが、今年度
　　の利用は可能か？
A　未実施校を優先します。

(公財)ふくい女性財団の講座(福井県生活学習館委託事業)

教育連携講座
学校や保護者会、教育関係団体等が実施する男女共同参画に関する
講座に、講師を無料で派遣しています。
・デートDV（性暴力）予防啓発
・LGBTQなどの性の多様性について
・パワハラ・セクハラ予防啓発
・アンコンシャス・バイアス ( 無意識の偏見 ) について

リケジョ ( 理系女子 )セミナー ( 高校生対象 )
性別にとらわれない意識で進路選択に望めるよう、女子生徒の理工
系分野への進路選択を促進するセミナを県内の高校生を対象に開催
しています。キャリア教育の一貫としてご活用いただいています。

他にも
あります！



申込み・問合せ
公益財団法人　ふくい女性財団    

918-8135  福井市下六条町 14-1
[T   E    L] (0776)41-4254　
[F   A   X] (0776)41-4260　
[E- mail] f-jhosei@f-jhosei.or.jp 
[H  　  P] https://www.f-jhosei.or.jp 


