
チュラビスタで研究したいこと 

瀬戸あんず  

 

私は、日本とアメリカでの女性の役割についての違いを調べたいと思っています。私が

今回この研究テーマにしようと思った理由は、現在私は国際関係学部に所属しており、そ

の中で選択している授業の一つに「ジェンダーと社会」があるからです。私はその授業で

日本の女性の社会的地位について学びました。また、私が授業の一環でレポートを書いた

時、日本の女性の社会進出の割合が低いことに気づきました。その時、日本とほかの先進

国の差にとても驚きました。よって、私は日本とアメリカでどうして違いが出るのか調べ

たいと思いました。 

 また、私はペアの派遣生の子の考えを聞きたいと思っています。たとえば、女性がほと

んどの家事を行うことについてや自分がその立場に置かれた場合についてどう思うかです。

私が二年前オーストラリアにホームステイをした時、ホストファミリーの両親は共働きで

した。にもかかわらず、家事のほとんどをお父さんが担当していました。しかし、私の家

では母が専業主婦のため全ての家事をこなしています。これは特別なことではなく、日本

では普通のことだと思います。日本では共働きの家庭は少なく、家事を男の人(夫)がやる割

合も少ないです。私はこのプログラムを通して自分の意見とペアの派遣生の意見を比較し

たいと思っています。このプログラムは、実際にホストファミリーの家庭がどんな役割分

担か、またなぜその分担なのかを知るためのとてもいい機会です。 

 基本的な考えの違いについて調べた結果、「ジェンダーと社会」についてより深く理解で

きるようになりたいと思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



What I want to learn about Chura Vista  

              Anzu Seto 

 

I would like to research about the differences of women’s role between Japan and the 

U.S.A. The reason why I would like to research about it is that I’m in the department of 

International Relations at the university. One of the classes I take at the university is 

`Gender and Society’. I have learnt about social status of women in japan. When I was 

writing an essay, I noticed that the percentage of social progress of women is low in 

japan. At that time I was surprised at the gap from other developed countries. Therefore, 

I would like to compare how it’s different between Japan and the U.S.A. 

 I also would like to hear about my pair delegates’ idea. For example, what they think of 

the custom that women do most of the households, the point of view if they were a 

housewife and so on. I went to Australia two years ago and stayed at host family’s house. 

At their house, both of host parents have a job. But the host father did most of 

households. However, at my house, my mother dose almost households because she is a 

housewife. I think that those are not special in Japan. In Japan, two-income families 

are low percentage and the number of houses which a husband dose household is also 

low percentage. I would like to compare my opinions to theirs through this exchange 

program. This program would be good experience to see by myself what kind of role each 

host family member has and why they have the role. As the result of the research about 

the difference of basic thoughts, I would like to understand about `Gender and Society’ 

better.  


