
 

 

～毎月10日は人権を考える日～ 

 

「アンコンシャス・バイアス（無意識の偏見）」を知っていますか？ 

 
 アンコンシャス・バイアスについて知っていますか？ 

最近、このアンコンシャス・バイアスについて研修する企業が増えてきているそうです。Googleやフェイスブック、

マイクロソフトなどの大手外資系企業が導入したことを契機に、現在では金融・証券、IT、製薬、流通、土木、製造

など、あらゆる業種の日本企業が、アンコンシャス・バイアス研修を導入しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

この発言は、アンコンシャス・バイアスと言っていいでしょう。森会長は、会見で女性を蔑視するつもりはないと

言われていました。しかし、女性に対する「偏見」「決めつけた見方」であることに間違いはないと思われます。 

差別発言をした人が、「差別などするつもりはなかった！」と言うことがあります。しかし、その人の意識の根底に

あるもの、それが「アンコンシャス・バイアス（無意識の偏見）」なのです。「無意識の差別意識」と言っていいかも

しれません。 

アンコンシャス・バイアスは誰もが持っているものだと言われています。しかし、問題なのは、自分の先入観や勝

手な思い込みや、無意識に発した言葉や態度が相手を傷つけかねないのです。また、企業であれば、向上しようとす

るチャンスを奪ったり、モチベーションを下げてしまったりすることもあり、組織全体に悪影響を及ぼすことがある

と言われるようになってきました。さらに、当然、差別や人権侵害につながることも考えられます。自分のアンテナ

を張って、自分の中にあるアンコンシャス・バイアスに「気付く」ことから始めたいものです。 

あなたの中にアンコンシャス・バイアスはありませんか？（例） 

 

 

 

 

 

 

 

西条市人権教育協議会  西条市人権擁護課  

アンコンシャス・バイアスとは・・・？ 

「無意識の偏ったモノの見方」のこと。 

日本語では、「無意識の思い込み」「無意識バイアス」「無意識の偏見」など、様々に表現されています。 

 

（引用：「アンコンシャス・バイアスとは」一般社団法人アンコンシャスバイアス研究所） 

 

・雑用や飲み会の幹事は若手の仕事と決まっている。 ・育児中の女性社員に営業は無理と思ってしまう。 

・LGBTに対して戸惑いを感じる。  ・腕を組んだり、足をくんだりしながら、相手の話を聞く。  

・お茶出しは女性がやるものと決まっている。  ・定時で帰る社員はやる気がないと思う。 

・性別、世代、学歴などで、相手を見ることがある。  ・子育ての中の女性に、転勤を伴う仕事の打診はしないほうがいいと思う。 

・男性から育児や介護休暇の申請があると、「奥さんは？」ととっさに思う。 

・障がいのある人は、簡単な仕事しかできない、あるいは働くのが難しいだろうと思う。 

                       （参照：「共同参画 2021 5月号」内閣府男女共同参画局、他より） 

 

 

 

「女性っていうのは競争意識が強い。誰か1人が手をあげて言うと、自分も言わなきゃい

けないと思うんでしょうね。それでみんな発言されるんです。」 

「女性の理事を増やしていく場合は、発言時間をある程度、規制をしないとなかなか終わ

らないので困ると言っておられた。だれが言ったとは言わないが。」 

（元東京オリンピック・パラリンピック大会組織委員会会長の委員会での発言） 

 

１０月２日（土）第１回放課後子ども教室を庄内公民館で行いました。
今回は今年度の初回は「卓球教室」で、卓球クラブの方々に教わりながら卓球をしました。

庄内公民館だより 11
2021

Vol.331〒799-1313 西条市旦之上甲292-1
Tel・Fax：（0898）66-1023
E-mail：shonai-k@saijo-city.jp

庄内地区人口【9月現在】
（先月比）

男 性 856人 0人
女 性 1,01４人 -1人
合 計 1,87０人 -1人
世帯数 880 戸 +1戸

第１回放課後子ども教室「卓球教室」10/2

マスク着用、密を避けながら
プレーしています。ラリーが続くようになったかな？

10/7 おたのもさん
たんぽぽ・だん
だんクラブの
方々が手際よく
準備中

つばき会（旧旦之上
老人クラブ）の方々
に教わりながら楽し
く制作中

カラフルな「たのもさん」がたくさん出来ました！

１０月７日（木）庄内小学校３年生９名と、つば
き会（旧旦之上老人クラブ）の方々に教えて頂きな
がら「たのもさん」作りを行いました。
午前中に「たんぽぽ・だんだんクラブ」の方々が

準備をしてくださった４色のたのもさんの生地を
使って、花や動物、つまみたのも等を作りました。
「たのもさん」の由来は、平安時代宮中で、８月

１日のことを「八朔」と言い、「田面節供（たのも
のせっく）」と言って稲の実りを感謝して神を祀っ
たことにはじまります。（八朔は八月朔日の略で、
旧暦の８月１日のことです。）
この行事が始まったのは、今から７００年前の鎌

倉時代に武家の間で家来と主人が互いに物を贈り、
祝いあったことからで、初めは、その年に取れた穀
物を送ったことから「田の実」を贈るという意味で
した。主人と家来が互いに仲良くすることを目的に
始まった行事でしたが、江戸時代には、「たのみ」
と言う言葉が転じて、君臣や朋友が互いに「よろし
く頼む、たのみます」と願い合い、「頼むの祝い」
となり、庶民にも広がって、今のようにお米がたく
さん収穫できますように、元気で暮らせますように、
魚がたくさんとれますようにと身近な願いをお団子
で物の形を作ってお供えし、神様に願い事が叶うよ
うに頼む行事となったそうです。



日 曜 行 事

3 水 休館日（文化の日）

6 土
第３回 放課後子ども教室 10時～
（卓球教室） 庄内公民館

8 月 休館日

11 木
粗大ごみ収集日
・ふれ愛シネマ 13：30～ 庄内公民館
「続・男はつらいよ」

15 月 休館日

17 水 古紙収集日

18 木
第１回 婦人学級「革細工(干支 寅)」
体験教室 13：30～ 庄内公民館

19 金 男の料理教室③ 9：30～ 庄内公民館

22 月 休館日

23 火 休館日（勤労感謝の日）

24 水
資源ごみ（びん、ペットボトル、スプ
レー缶、カセット式ガスボンベ）収集日

25 水 粗大ごみ収集日

27 土
第４回 放課後子ども教室 10時～
（オセロ・ゲーム） 庄内公民館

29 月 休館日

この度は、児童健全育成事業ということも

あり、社会福祉協議会庄内支部より、庄内小
学校へ一輪車５台、竹馬５台を寄付いたしま
した。

児童の体力増進や、運動能力向上を願って、
日々、利用していただければと思います。

社会福祉協議会庄内支部長 渡部義文

【11月の休館日】
3, 8, 15, 22, 23, 29日

【11月のごみ収集日】
★粗大ごみの日 11，25日（第２・第４木曜日）
★古紙の日 17日（第３水曜日）
★びん,ペットボトル,スプレー缶,カセット式ガス
aaボンベの日 24日 (第４水曜日)

※朝８時までにお出しください。

11月の主な行事予定

11月移動図書館
カワセミ号

★★★ お知らせ ★★★

新型コロナウイルス感
染拡大防止対策で、急に休
館する場合がありますので
ご注意ください。
臨時休館となった際はご

連絡いたしますので、貸出
中の本は再開時までお持ち
ください。
西条市に大雨・洪水・暴

風の警戒発令時は、臨時休
館致します。無理な来館は
避け、図書館までご連絡く
ださい。

ご案内している事業（行事）は、新型コロナ
ウイルス感染症の今後の状況によって中止や日
時が変更になる可能性があります。

★庄内公民館

11月 １（月）

11月 15日(月)

11月 29日(月)

14：00～ 14：30

公民館をご利用の皆様へ
（当分の間、順守してください）
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（1）体温を測ってからお越しください。

体調不良の方は利用できません。

※体調不良の目安は発熱、息苦しさ、

強いだるさ、軽度であっても咽頭痛の

ある方など。

（2）氏名・健康状態等、用紙の記入、

もしくはQRコードの読み取りを

お願いします。

（3）咳エチケット、マスク着用、手洗い、

手指の消毒の徹底をお願いします。

（4）３密を回避するため、定期的な換気

の実施、場所に応じて人数制限を

お願いします。

※人と人との距離は、できるだけ

１ｍを目安に間隔を空けてください。

■ 日時：11月 11日 (木）13：30～

■ 場所：庄内公民館 ２F 大会議室

■ 上映：「続・男はつらいよ」第２作

（S44年 制作・93分）

■ 出演：渥美 清，佐藤 オリエ，他

※無料です

３

☆西条市立西条図書館
(移動図書館カワセミ号)
〒793-0030
西条市大町1590
開館時間 9:30～20:30

☎ 0897-56-2668
FAX 0897-56-3188

庄内公民館ふれあいシネマ
上映のお知らせ

クリスマスリース作り

体験教室
令和３年度婦人教室の第２弾では、藁細工で

クリスマス用のリース作を作ります。クリスマス
後には、正月飾りとしても使用出来ます！
クリスマス・年越し・新年を迎えるにあたって、

オシャレにかわいらしく作ってみませんか。

日 時：１２月７日（火）
１０：００～１２：００

場 所：庄内公民館 大会議室

参加費：６００円

定 員：２０名（先着順）

講 師：宇佐美 友子 氏

締切り：１１月３０日（火）
※定員になり次第締切り

問合先：庄内公民館 ☎６６－１０２３

ご参加の際は、
来館前に検温
とマスクの着
用をお願いし
ます。(厳守）

「穂・浦・歩 SS ウオーキング大会」開催

開催日時：令和３年１１月２８日（日）

受 付：８：３０～ 出発式８：５０

会 場：小松中央公園多目的広場
（スタート・ゴール）

コー ス：小松地区の自然や施設に触れるこ

とのできる約5.8㎞コース

申込締切：１１月１８日（木）必着

問合せ先：西条市スポーツ推進委員協議会事務局
あああああ(☎0897-52-1255・スポーツ健康課内)

申し込先：本庁スポーツ健康課ああああ
あああああ各総合支所総務課、公民館

自動車を運転される高齢者の方を対象に、
体験型の交通安全教室を開催します。ドライ
ビングレコーダーによる運転のチェックを行
うことで、ご自身の運転技能を再確認するこ
とができます。ぜひ、ご参加ください。

○日 程：①11月8日(月) ②11月29日(月)
※１日あたり午前・午後の２回開催

○時 間：午前の部 9：00～12：00
午後の部 13：30～16：30

○場 所：西条ドライビングスクール
（西条市石田２８４番地）

○対 象：市内在住のおおむね６５歳以上で
ああああ 自動車運転免許証をお持ちの方
○定 員：１回２０人（先着順）
○申込先：西条市役所危機管理課

くらし安全係

☎0897-52-1284

高齢者交通安全教室を開催します！西条市スポーツ推進委員協議会よりお知らせ

「ふれあいベンチ」設置
福成寺集会所（福成寺）

西条市社会福祉協議会により、福成寺集会
所（福成寺）に「ふれあいベンチ」が設置さ
れましたのでお知らせいたします。ご利用く
ださい。

社会福祉協議会庄内支部長 渡部義文

令和３年度 共同募金配分金特別事業
（児童健全育成事業）

★参加の際は、来館前に検温とマスクの着用をお願
あいします。（厳守）

第２弾
参加者
募集！


