
連番 モヤっとした言葉 理由 ニックネーム

1 男女別番号順にならびましょう 同じクラスなのに男女に分ける必要があるのかなと思いました Ｈ．Ｈ．

2 男なのにゲームで女に負けて弱いね ゲームの強さに男、女とか関係ないと思ってたのに、負けたことをバカにしてきた Ｈ．Ｉ．

3 えっ!？女の子なのに料理ができないの!？ 友達と話をしているとき、突然話に割り込んできた男の子が言った言葉 はるちゃん

4 女子力低。ww 女子力がなくたって自分は自分だから。女性らしさがなかったときに笑いながら言われた。 あやちゃん

5 〇〇するのが男でしょうが（など） 分からなくもないけどせい別を理由に言うのはちょっとなぁと思ったから。 Ｓ．Ｋ．

6 男の子だから重いのもってよ 男の子じゃなくても女の子ももてるのに いっちゃん

7 女の子なんだから、スカートはいたら？ 私が着たい服でいいのに、なんでスカートだけなのか。 うた

8 女なら家事をするのはあたりまえでしょ 女男の関係ないのに「あたりまえ」といわれてモヤっとしたから。 Ｍ．Ｕ．

9 なんで足に毛がはえているの？女の子なのにはえてるの？ 女の子だってはえるのにと思ったから。 なっぴー

10 男ならサッと準備しなさい！ 朝はまだ眠いのに起きてすぐに親に言われます。 大福くん

11 女だから仲間に入れない 男の子じゃないから仲間はずれにされた。 門ピー

12 男の子なんだから泣くな 男でも泣きたい時は泣きたい Ｎ．Ｍ．

13 女の子なのになんで何もできないの？ 頑張ってやっているつもりなのに言われたから、その時の状況は、私が何も言えない状況。 ティミー

14 女の子なんだから、寝ぐせ直しなよ。 髪の毛を結びたくないのに結べって言われるから。 アーニヤ

15 男の子～国語辞典を運ぶから手伝って～ 女の子も力持ちで～す。と思いました。 Ｍ．Ｔ．

16 男子は、力あるから、それはこんで。 男子は、というところにモヤっとした。 ひろしん

17 え！？この言葉の意味知らんの？ヤバっ 女子数人で、話が盛り上がった時、知ってなきゃ今生きている子として合ってないよと、言われるように感じる
から。

Ｍ．Ｏ．

小学生が「モヤっとした言葉」
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18 女の子だからもっとかわいいのをえらんだら？ 女の子だからってもっとかわいいのをえらばなくても、自分の意見なのに人にかってにきめられるから。 めいめい

19 女子だから料理作ってよ。 女子だからって、料理が作れるわけじゃないのに。 あすか

20 男の子なのに泣くな。 おこられたときに涙がでてきたとき Ｋ．Ｙ．

21
「女の子なんだからウマイ！って言わない。おいしいっ
て言いなさい。」

おばあちゃんの家でご飯食べていた時に「ウマイ！」と言ったら、おじいちゃんに言われた。女の子だって、おいし
い物を食べた時に「ウマイ！」って言いたいし、男の子は良くてなんで女の子はだめなのかモヤモヤした。

ぽんぽこたぬき

22 女の子なんだからお行儀よくしてよ 何で女の子はお行儀よくしなきゃいけないの？男の子は何してもいいの？ Ｒ．Ｉ．

23 男の子だから、にもつをはこんで スーパーで、買い物が終わったときに、にもつを はこばされてる。 Ａ

24 女子なんだから、スカートでしょ 来年の制服で、親友と「スカートよりズボンがいいな」と一緒に話していたら、側にいた女子が「えっ。女子だし、スカートでしょ」と言って
いて、私は「別に、私はスカートよりズボンが好きだし、それは自分の好きに決めることでしょ」と思い、モヤっとしました。 Ｙ．Ｙ．

25 女の子だから家事の手伝いして 女の子だからと、せいべつを理由に手伝いをしなければならないところが、いやに思った。 めいめい

26 男の子なんだから上半身ぐらい見られてもいいでしょ? 去年、女性の先生が体育の着替えの時間に、係の仕事で遅れてしまいん着替えが遅くなりその時に言っていた。
女子に見られるのも嫌だし、本当は、先生に見られるのも嫌だ。

誰かさん

27 男なんだから運動しなさい。 縄跳びの時あまり飛べなかった時 Ｋ．Ｈ．

28 男の子だからなくな！ お父さんや、お母さんにおこらえてないたとき。べつにないてもいいと思います！ Ｈ．Ｄ．

29 早くやれ 自分のペースがみだされるから。やっている作業が中断される。 ゆさい

30 なんどやってもおなじまちがいをする なにをどのようにかけばいいのかわからない りゅうせいくん

31 男ならそとで走ってこい うんどうきらい。 クリリン

32 女子なのになんでそんなに強いんだよ。 女子だったら強かったらダメなの？掃除で机を運んでいたらいきなり言われた。 きえ

33 男の子なんだから荷物持ちなさい！ 男の子でも力のない人もいるから。なんでいつも男の子が持たされる？女の子でも力が強い人はいる。 はるどんかつ

34 男なのにそんなん見てるの？きもい！ 女の子の友達と女の子向けのテレビアニメの話をしていたら、クラスの男の子に言われた。はずかしくなって、
傷ついた。

ＩＩＫＫ
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35 髪の毛長いね。 僕は男だけど、髪の毛を伸ばしています。好きで伸ばしているのに言われるとなんだか嫌な気持ちになりまし
た。

Ｋ．Ｈ．

36 女の子なんだから髪の毛のばしな 美容室で髪を切るときに、「短めで」と言ったら家の人に「女の子なんだから髪の毛のばして」といわれた。ど
うして女の子だからで髪の毛の長さを決められなきゃいけないの？

Ｙ．Ｓ．

37 女の子なんだから、字をきれいに書きなさい！ 急いでいる時ややる気のない時はしょうがないじゃん。 いおりん

38
男の子だからすぐ泣かないで、ちゃんと理由を言いなさ
い！

すぐに泣いちゃうし、理由を言う前になみだが出てしまうからしょうがないじゃん。 天の川

39 男の子なんだから怖がらないの 夜トイレに行くのを怖がっていたから。
男だって暗い所が怖いのに。

Ｍ．Ｎ．

40 男なのに力ないなぁ なんでそんなこと言われなきゃいけないの? Ｉ．Ｍ．

41 男の子って恐竜や車が好きだよね 男の子でも恐竜や車が好きじゃない人もいるから コッペぱん

42 男の子なんだから、赤いランドセルはやめなさい。 小学校入学前、ランドセルを選ぶ時。僕は赤色が好きなのに、なぜ男の子は赤を選んではいけないのかモヤっと
しました。

Ｔ．Ｋ．

43
女の子なのに、ポケモンカードやってるの？？めずらし
いね

笑いながら言われたので、私はモヤッとしていい返せなかった。 タッツー

44 女の子だからちゃんとして 女の子だからすべてかんぺきじゃなきゃだめなのかな～と思うから かの

45 男子なんだから追い払ってよ。 教室に虫が入ってきたときに女子に言われた。だけど、虫が苦手だから嫌だった。 ぽんぽん

46 女子なのに力強えー 女子だからといって力が弱いわけではないのにモヤっとした。
サッカーで男の子をたおしたときにいわれた。

イナカン

47 女の子なんだから家のおてつだいしてよ。 女の子だからってそんなこと言われたくない。 Ｙ．Ｈ．

48 男なんだからちゃんとして。 女の子もちゃんとしないとダメだと思うから。 Ｋ．Ｈ．

49 男の子なんだからなかないで。 ちょっといやだったけどちょっとなきやんだ Ｙ．Ｉ．

50 にこにこしてればいいの　女の子わ！！ 女の子だから笑ってればいいって何ですか？男の子は笑わなくてもいいの？？愛想良ければいいって言い方はや
めてほしい！

みい

51 男の子なのに小さいね。 どこかできいた。 Ｒ．Ｓ．
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52
おまえ服にあぶら虫いっぱいついたからおまえのあだな
あぶら虫まん な。

そのあだながとてもいやだった。 あきぞう

53 女子だから｢僕｣とか使わないでよ 理由…使わない方が自分でもいいと思っているけれどそれは大人の時でしょ？。子供の時ぐらい自由ないちにん
しょうを使って何が悪いの？

ゆづポン酢

54 児童会長はやっぱ男だよな。 学校で児童会の選挙が行われていたとき、男子の集団が「児童会長はやっぱ男だよな。」と言っていました。その頃の私は、6年になっ
たら会長になりたい！と思っていたので「会長＝男」というイメージがついていることにモヤっとしました。 Ｓ．Ａ．

55 女の子なんだから、ワンピース・スカートはいて！！ わたしは運動が好きではしりまわっています。なので、いつもいつもうごきやすいズボンをはいているのに「ワ
ンピースやスカートをはいて！」といわれると運動してはダメといわれているようでいやだからです。

スマイル！！

56 男だから虫くらい触れるよね 男の子でも虫が嫌いな子もいるし、女の子でも虫が好きな子もいるから男女関係ないと思う。 ゴロ

57
「女の子ってせいりといえばプールやすめたりやさしく
もらえたりしていいなぁ」がいわれたらいやだ

女の子はせいりでひんけつになったりおなかがいたかったりしてやすむけれど、男の子がわからないのでてきと
うにいわないでほしい。

のんちゃん

58 女の子なのに、サッカーやってるの？？真っ黒だね。 笑いながらモヤっとした言葉を言ってきたから。 なっちゃん

59 女の子なんだからスカートはきなよ。 私はボーイッシュなズボンが好きなのですが、クラスメートに「どうしてスカートはかないの？女の子なんだか
らスカートはきなよ。」と決めつけたように言われてモヤっとしました。

あいる

60 女の子だからピアノやダンス 剣道の練習後、指導してくれた先生が、剣道が上手くなれなくても女の子だからピアノやダンスやっておけばい
いじゃないのと言ってきました。一生懸命練習しているのに、男子女子の差をつけられている。

さゆゆず

61 女の子だからやさしくしてあげて 男の子だってやさしくしてほしい ＫＥＩ５３

62 女の子なんだから家事手伝いなさいよ！！ 私がゲームしているときにきげんがわるかったようでいってきました。 Ｍ．Ｉ．

63 男の子なんだから髪の毛短くしないと。 男の子でも女の子でも髪型は自由だと思うから。 Ｒ．Ａ．

64 男なんだから虫つかまえてよ そうじ中にカメムシがいて、ぼくは虫が苦手なのに男だからってどうしてさわらないといけないんだろうと思っ
た。

ひろくん

65 男ならごはんを残すな。 夕ごはんのときに、お腹いっぱいで食べられなくなり、お茶わんにご飯を残したら、見ていた父から言われまし
た。男でも女でもお腹がいっぱいで食べられないときがあると思います。男だから・・・と言われても。

はなくそほじり

66 女の子なんだから汚い言葉使ったらダメだよ。 お笑い芸人のまねしただけなのに母にダメ出しされたから。 ＮＥＫＯ

67 女の子とばっかり遊ぶな 女の子にさそわれて遊びに行こうとした時にお父さんに言われた。楽しければ男も女も関係ないのに うまさん

68 「男だからって、なまいきだぞ！」 デイサービスで6年生の子がボールを使ってはいけないのにボールを使っていて、ちゅういしたら、言われた。 消えたえんぴつのなぞ
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69 男のくせにめそめそするな 男だから、女だからと性別を理由に怒られる事がいやだった コロン

70 男性は2品、女性は3品までです。 飲食店のランチで付くサイドメニューの数が性別で違った。私は女性ですが、男性が損をする理由が判らなかっ
た。家族みんなで楽しく食事に出掛けたのに、モヤっとした。

Ｎ．Ｔ．

71 女の子なんだから…。 こまった。 アリリー

72 女だから重い物もったらダメだろ。 やさしいと思ったけど、女が重いにもつをもったらダメなんていらっとした。おもいにもつをもってかいだんを
のぼっているとき。

マロン

73 男の子先で、女の子後ね。 学校で何かをもらうとき、何でいつも男の子が先で、女の子が後なのかモヤモヤします。 ネコ大好き

74 女の子なんだからもう少し部屋きれいにしなさい 「そうやっていうなら男の子なら部屋はきたなくていいの？男の子なら整理整頓をしなくてもいいの？」とモヤ
モヤしました。

Ｓ．Ｋ．

75
～だと思いませんか～。（テレビで）（せいべつかんけ
いない）

言われた人も同じことを言ってると思うのに聞いてくるのがいらつく。 Ａ．Ｍ．

76 男の子だからセミくらいつかめないとね。 僕はセミが好きではないです。だけど、お母さんがセミを捕まえて、僕に素手でつかむように持って来ました。
本当にいやでした。特に顔がいやでした。

Ｎ．Ｏ．

77 あなたのお母さん料理してるでしょ 学校の授業中に先生が言った言葉。なぜ、女の人がごはんをつくるのが当たり前なのか？とぎ問に思ったから。 ピノキオ

78 だから言ったじゃん！！ 最初からこうなると分かっていたというオーラがいやだ。 ひめ

79 女の子なんだからこんぐらいできるでしょ 女にきたいしすぎって思う。 Ｙ．Ｓ．

80 男の子なのにモヤシみたーい！！ 男の子だからそんなひょろっとしたらだめなのか、男の子だから力も強くないといけないのか、と、思ったか
ら。

ヨーすけ

81 女の子なのにスカートはかないの？ 女の子でもズボンが好きな子もいるのにな。 もちもちミーパンダ

82 男の子なんだからすねないで。 すねるのに男女関係ないと思うから。 Ｇ．Ｍ．

83 男の子なんだから怖くないでしょ 遊園地でジェットコースターにのりたくないとき たいちゃん

84 男の子は、重いのもって きみの方が力があるのにモヤっとした。
かるい物を男の子がもっていた。

Ｔ．Ｍ．

85 男のくせにご飯をちまちま食べるな 味わって食べていただけなのに言われたからモヤっとした マヨ
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86 男なのに、なんで弱いんだ。 オレが泣いたり、運動のけっかが悪かったりしたとき。 ゆうき

87 全然楽しくなさそう 2人でおにごっこをしていたら他の友達に「全然楽しくなさそう」といわれました。わたしは二人でも楽しかった
のに

るなお

88 男だから泣くな！ 男とか関係ないと思ったから。 おてりくん

89 男のくせになくな。 男でも泣きたいときはあるから とんかつ

90 大人は勝手なの 自分が寝そべってるくせに、僕が寝そべると怒られる いかーしく

91 男なんだから重い荷物持ってよ 自分は、あんまり力が強くないのに重い荷物を持ってよと自分の事情もしらないのにと思い、モヤっとしたか
ら。

みーくん

92 男子のくせにボールがなんで投げられないんだ。 男子だからって決めつけてきたから。 クワガタ

93 男の子なのに登れないの？ 小学一年生の時、ジャングルジムに登れなくて女子に言われてもやっとした。 ねむねむ

94 男子はボール遊びしたらダメ 児童館で言われました。女子も騒がしい人や乱暴な人もいるのにのに男子だけ怒られる事が多く、納得いかな
かった。男女で分けないで個々に指導してほしかった。

きいろ

95 男だから泣かないで 男でもいっぱい泣く人もいれば、全々泣かない人もいる、人それぞれなのに言われたから。 Ｙ．Ｔ．

96 弱っちぃ女のくせにイキってんじゃねぇよ 力で言ったら私の方が圧倒的に強いのに女だからってだけっで言われてモヤっとしました。放課後にデブとかニ
キビお化けみたいなことを男子達が言ってるのが聞こえてきて口論になり、急に言われました。

アオナ

97 男みたいな髪型やん ヘアドネーションのために、長い髪を50センチ切って、短髪で学校に行ったら、クラスの子に男みたいな髪型や
んと言われた。

ゆっぴ

98
女の子なんだからサメなんてやめなさい！もっと可愛い
ものがあるでしょ。

水族館でサメの人形を買おうとした際に親から言われた。サメだって可愛いのに。男の子用なんて書いてない
し。

あや

99 男の子の色じゃない 言われて悲しかった。ピンクのズボンを履いていたら、それは女の子の色だといわれた。 じゅうにし


