
アンコンシャス・ 
バイアスってなに？ 

日時：令和４年1 月21 日（金）13:30～15:00 
場所：倉吉交流プラザ視聴覚ホール（倉吉市駄経寺町 187-1） 

講師：栗本 敦子さん（Facilitator’s  LABO<えふらぼ>） 

 

【申込方法】電子申請（以下 QR コード）、または裏面の 

「参加申込書」によりお申込みくさだい。（定員 70 名） 

 

主催 鳥取県男女共同参画センターよりん彩 

（男女共同参画推進人材育成セミナー） 

アンコンシャス・バイアスという言葉をご存じで
しょうか。「無意識の思い込み」と訳され、私たちの
誰もが持っているものです。 

「女性は〇〇」「男性は〇〇」といった決めつけ
は良くないと分かっているのに、「保育士」と聞く
と女性、「消防士」は男性を連想するといったこと
などを指します。 

無意識だからこそ無くすことが難しいアンコン
シャス・バイアスについて、皆さんと一緒に考えま
す。 

 

 

 

 
電子申請 QR コード 

中 止 
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今だから聞きたい
ジェンダーの話

～だれもが共同参画できる社会をつくるために～

令和３年
日 時 9月18日（土）13:30～15:00

第12回アスクル学術会セミナー事務局

◆主催：鳥取県男女共同参画センター よりん彩
〒６８２－０８１６ 鳥取県倉吉市駄経寺町212－5

とっとり県民カレッジ連携講座

電 話 0858－23－3901
ファクシミリ 0858－23－3989
電 子 メール yorinsai@pref.tottori.lg.jp

令和３年度男女共同参画セミナー

参加費無料 会場定員100人（要申込：先着順）

＋動画配信による受講者

場所：倉吉未来中心セミナールーム３（倉吉市駄経寺町212－5）

講師 山田 昌弘さん
（中央大学文学部教授 社会学者）

１９５７年東京生まれ、１９８１年東京大学文学部卒。１９８６年同大学院社会学研
究科博士課程退学。東京学芸大学教授を経て、２００８年より中央大学文学部教
授。男女共同参画行政に長く関わり、現在、内閣府・男女共同参画会議民間議員
を務める。
専門、家族社会学。愛情やお金を切り口として、親子・夫婦・恋人などの人間関係
を社会学的に読み解く試みを行っている。「学卒後も基礎的生活条件を親に依存
している未婚者」をパラサイトシングルと名付け話題を呼んだ。また「希望格差社
会」（ちくま文庫）で格差社会論の先鞭をつけた。結婚活動、略して「婚活」の造語
者でもある。著書は『少子社会日本』（岩波新書）『婚活時代』（共著・ディスカ
ヴァー２１）『女性活躍後進国ニッポン』（岩波ブックレット）『モテる構造』（ちくま新
書）『家族難民』（朝日文庫）など多数。近著に『新型格差社会』（朝日新書）読売新
聞人生案内回答者を２００８年より続けている。

セミナー終了後
動画配信予定！
（詳しくは裏面参照）

＊裏面「申込書」- 56 -
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米子会場

鳥取会場

倉吉会場

申込方法

問い合わせ先
鳥取県男女共同参画センター （倉吉市駄経寺町212-5）

電話：０８５８－２３－３９０１ ファクシミリ：０８５８－２３－３９８９

電子メール：yorinsai@pref.tottori.lg.jp

キーワードは
「自分らしさ」

鳥取県男女共同参画センターでは、男女共同参画の視点を踏まえた
「相談スキルアップ講座」を開催します。『自分らしさ』をキーワードに３つ
のテーマで学びます。

相談業務に従事されている方をはじめ、講座の内容に関心のある方
はどなたでも参加可能です。申込みをお待ちしています。

令和３年度相談スキルアップ講座

１０月２１日（木）
13:30～16:00

場所：とりぎん文化会館第４会議室

（鳥取市尚徳町101-5）

内容：支援者が元気になる事例検討

講師：長谷川 理恵 さん（Being Prem）

９月１６日（木）
13:30～15:30

場所：倉吉未来中心セミナールーム１
（倉吉市駄経寺町212-5）

内容：自分の中の思い込み
（アンコンシャス・バイアス）に気づく

講師：栗本 敦子 さん
（Facilitator’s LABO<えふらぼ>）

７月１５日（木）
13:30～16:00

場所：米子コンベンションセンター第６会議室

（米子市末広町294）

内容：ジェンダー視点での相談対応

講師：長谷川 理恵 さん（Being Prem）

裏面の「参加申込書」を、郵送・ファク
シミリ・電子メールのいずれかにより
ご送付ください。【参加費無料】
定員（各会場３０人）に達した時点で
受付終了となります。
新型コロナウイルス感染防止のため、
マスクの着用、発熱や風邪症状のあ
る方の参加自粛等をお願いします。
なお、感染状況によっては、講座を
中止または変更する場合があります。
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　【主催：お問合せ】日本女性会議2022 in 鳥取くらよし実行委員会
　　　　　　　　　　事務局（倉吉市生活産業部人権政策課内）☎ 0858-22-8130 　✉ danjo@city.kurayoshi.lg.jp

よりん彩20周年記念日フォーラム同日開催

2021 PRE-EVENT
日本女性会議2022 in 鳥取くらよし

未来はきっと変えられる。
～ “気づく”ことで社会が変わる ～

SDGsカードゲーム｢X｣大会

2021. 11. 14(sun)   

時間：10:00-12:00　会場：倉吉未来中心
◆ SDGsカードゲーム大会：セミナールーム３
◆ SDGsバッジ工作：アトリウム

SDGsバッジを
作ろう！

※詳しくは裏面をご覧ください

日本女性会議は
よりよい未来を考える会議です

参加
無料

×

DATE : 2022.10.28(fri)-30(sun) ／ PLACE：倉吉未来中心
テー
マ Smile in くらよし ～だれもが共に 笑顔になれる夢ある未来～

大会の内容はWEBサイトをご覧ください！
またリアルタイム情報は公式ツイッターから▶

検索 日本女性会議　倉吉

企画
その１

企画
その２

見学自由
ご来場お待ちしています♪

※各イベントの参加にあたりまして　
　は、新型コロナ対策にご協力いた
　だきますようお願いします。

知って 学んで 実践しよう！

FOR A SUSTAINABLE FUTURE

このイベントは「日本女性会議2022 in 鳥取くらよし」のプレイベントです
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  企画その１  SDGsアクションカードゲームＸ（クロス）の説明

SDGs(持続可能な開発目標）ってなに？
（エス・ディ・ジーズ）

世界には、貧困や人権、自然環境など、様々な分野で深刻な問題が発生しています。
この問題に対して世界各国が一丸となって取り組む目標がＳＤＧｓです。

いつできたの？
2015年９月、ニューヨーク国連本部で｢国連持続可能な開発サミット｣が開催されたとき

Sustainable Developement Goolsとは？
2016年～2030年までの15年間で世界が達成すべきゴール（目標）を表したもの
17のゴールと169のターゲット（具体的な目標）で構成されている

発想力で社会課題を解決しよう！

▲ 完成イメージ

ＴＨＥ ＳＤＧｓ
アクションカード
ゲームＸ(クロス) カードゲームを通じてSDGsの目標とその課題を理解し、自らの考えで

課題を解決することを体験します

使用するカード

■ トレードオフカード
SDGs達成のために取り組む人々
が悩んでいる課題が書かれている

■ リソースカード
課題解決のために有効活用しう
る人・モノ等が書かれている

ゲームの手順

➊ １チーム４～５人で実施
➋ チームが決まったら、ゲームを進めるファシリテーターを決める
➌ ファシリテーターはリソースカードをプレイヤーに２枚づつ配る
➍ ファシリテーターが１枚トレードオフカードを引き課題を提示
➎ プレイヤーは自分のリソースカード１枚を使ってトレードオフカードに
　 に記されている課題の解決に役立つ、面白いアイデアを考える

進行上の約束

➊ 人のアイデアを否定しない
➋ それぞれのアイデアを尊重し、良いところを積極的に引き出す
➌ 誰一人取り残さず、全員で協力してトレードオフの解決に全力を尽くす

まとめ

出てきた課題解決のうち、良かったものをワークシートにまとめる

プレイベントでは、中部地区の高等学校等８校から参加者を集い、カードゲームで交流を深めながら
社会で起こっている問題についてアイディアを出し合い、解決策を考えていきます。

世界を変えるための17の目標

  企画その２  SDGsオリジナルバッジづくり

30㎜

18㎜
SDGsを自分ごとにしよう！
鳥取県の形を型取った木片（鳥取県産間伐材）を使って、自分だ
けのSDGsバッジを作ります。バッジを身に付けることで、少しず
つでも地球に優しいことを考える
きっかけとしてもらいます 参加無料 先着100名

【協力】リコージャパン株式会社

【協力】鳥取県中部森林組合
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自分らしく、
いきいき働く
オンライン

キャリアプランニングセミナー

2022年

2/8[火]
13:00～15:00

会 場

講 師

定 員

参加費

無 料

申込

〔主催〕ＪｏｙＧｒｏｗ・鳥取県 男女共同参画センター

令和３年度 男女共同参画セミナー企画提案事業

内 容
性別や年齢に関わりなく、誰もが仕事に対してのやりがいを明確にし、
意欲を持って生活や仕事に取り組んでもらうことをねらいとして、
キャリアの棚卸・見直し・目標設定などのキャリアプランニングを学ぶ。
●役割やライフステージに左右されず、主体的にキャリアを考えるきっかをつくる
●キャリア形成に主体的に取り組むことで、やりがいや働きがいを持って仕事に取り組むことができる
● “働く意味”を明確にすることで、企業への定着率を上げる、離職を防ぐ

オンライン開催 Ｗｅｂ会議システムＺｏｏｍ使用

池上 由美（いけがみ ゆみ）ユミ・プロデュース代表
フィニッシングスクール ユミ・プロデュース代表
米子市で山陰初のマナースクールを主催。社会生活をより豊かにするための礼儀作法、
立ち居振る舞い、社交マナー、の指導を行っている。
個人・法人と幅広く人材育成、研修事業にに携わり、主にサービス接遇・キャリア支援・
コミュニケーションを指導。県内外の様々な業種に向けての人材育成を行っている。

３０名程度

対 象 男女共同参画にご興味がある方・取り組まれる方

メールまたはＦＡＸで２月３日（木）までにお申し込みください
詳しくは裏面をご覧ください

いつまでも成長するあなたを応援するＪｏｙＧｒｏｗ事務局お問い合わせ

https://joygrow50.wixsite.com/website/ mail：joygrow50@gmail.com- 60 -



FAXでお申込み

事業所名

住 所
連絡先※ TEL（ ）

メールアドレス※

参加方法※ □ オンライン参加 □ 当日不参加・動画配信希望

参加者①※
部署・役職
お名前

参加者②
部署・役職
お名前

参加者③
部署・役職
お名前

ＪｏｙＧｒｏｗ事務局
〒689-3423 鳥取県米子市淀江町小波897-10 Tel：0859-21-8650 Fax：0859-27-6099
HP：https://joygrow50.wixsite.com/website mail：joygrow50@gmail.com

● 申込は先着順で、定員に達し次第締め切らせて頂きます。
● 参加お取り消しの場合は、開催日の2日前までにご連絡ください。

２月８日開催 オンライン男女共同参画セミナー

❶

▼ お申込み ＦＡＸ：０８５９－２７－６０９９ ▼

申込締切 ２月３日（木）

※印は必須項目です。メールアドレスは必ずご記入ください。

※ＦＡＸ受理後、２営業日以内にeメールにて受付完了メールをお送りいたします。
メールアドレスは正確にご記入ください

❷ インターネットでのお申込み
上記のURLにアクセスし、必要事項をご入力の上お申し込みください。

研
修
内
容

（セミナー内容）
女性特有のライフイベントや男性との共通点を理解し、「個」にフォーカスした
キャリアプランを立てる
・働く女性の現状／働く女性にとっての障壁（外部要因・内部要因）
・誰もがもっているアンコンシャスバイアス（無意識の偏見）
・職場における目に見えない小さな不公平（マイクロインイクイティ）
・ライフステージとライフロール（段階と役割）
・ワーク）ライフ・キャリア・レインボーを作ってみよう
今の自分のキャリアにおける役割／将来どのようにキャリアを形成していきたいか

●「Ｚｏｏｍ」オンライン操作説明会実施（無料）
研修では無料Web会議システムZoomを使用します。研修前に無料で操作の説明・接続テストを開催
します。日程はお申し込み後、eメールにてご案内いたします。

● 研修動画を無料で配信
研修の内容を後日動画配信します。当日の参加が難しい方はこちらをご利用ください。
その場合も、下記フォームよりお申し込みください。

● オンライン研修が初めての方へ
お申し込み後、Zoomの使い方、インストール方法のご案内をいたします。
事前に操作説明会・接続のテストも行いますので、安心してご参加いただけます。

受
講
に
つ
い
て

お
問
合
せ

https://onl.tw/QCstbsJ
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