「白鯨」

いつもよりも少し早く「冬
の眠り」から目覚めてしまっ
たハリネズミのローラは、ル
ルとララに、冬にぴったりな
チョコレートのケーキをつ
く っ て ほ し い と 頼 み …。 ガ
トーショコラの簡単レシピを
盛り込んだ楽しいお話。

夢枕 獏／著

あんびる やすこ／著

「ルルとララの 
ガトーショコラ」

今月のテーマ展示

「 インドア☆ 
ボードゲーム」特集

ボードゲームとは、卓上で
ボード・コマ・カードなどを
使って遊ぶゲームのことです。
オセロや囲碁、将棋、チェ
スなど館内で遊べるように準
備しています。脳トレにも良
いですよ！

Bo oks
太平洋を漂流した後のジョ
ン万次郎は、米国の捕鯨船に
救 わ れ た。 自 分 の 片 足 を 食
いちぎった伝説の白鯨“モー
ビィ・ディック”の捕獲に執
念を燃やす船長・エイハブは、
ジョン万次郎を巻き込み…。

イベント情報

大人の趣味講座 初級編
「手作りアクセサリー教室」
●日時＝

６月５日(土)

午前10時～正午
●定員＝10名（高校生以上の方）
●講師＝立本なな

「岬馬と紫陽花」

た ごよみ

［短歌］串間短歌会選

天に向けて

河野 ヨシ子

捧ぐるごとく 花つけて

西浜

タブ、ブナ、ナラ、シイ 輝きは今

咲き分けの

アイ子

久留米つつじの そよぎいる

長岡

いただきし叔母 偲びておりぬ

有明一区

いい

しん

不二子

ナツメ球 切れて寝寝ね際 すべのなし

坂本

ぬばたまの夜は 心心からおどろ

西小路

らく

随友の 樹齢五十年の 吉野桜

安山

良子

■短歌
清水しづ子さん（☎
５５４６）

０１５９）

72 72
－ －

＊短歌・俳句の投稿は

又木
順子さん（☎

■俳句

［俳句］あさひ俳句会選

コロナ禍に 平和を送る

串間 島田 ミネ子

夏みかん

みどり ごご

わか はは かぜ

春日 水元 栄子

嬰嬰児児のの 強き握力

若若葉葉風風

おさな ごご

幼幼児児やや あのねそいでね

豆ごはん

仲町 木島 幸子

くろ げげ

岬馬 黒黒毛毛の仔の足

青き踏む

上小路 木島 サイ子

鴨引きて 干潟に残る 貝の殻

鍜治屋 森本 慶典

（一般投句）
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散るをながめつ 宴しめやか

小路

縦の糸 横の糸なる 絆さへ

断つかコロナ禍 けふの葬列

吉田

４５５９
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堂園

☎
72
－

うたごよみに掲載する写真を募集しています。
まちの魅力を再発見できる写真のご応募をお待ちしています。詳しくはこちら▶

総務
 課秘書広報係

問

う

【都井地区・都井岬】川井富士夫さん撮影

●材料費＝500円
イヤリングまたはピアスを
２つ作ります。申し込みの
際に希望を伺います。

女だから、男だから、ではなく、
私だから、の時代へ。
～令和３年度「男女共同参画週間」のキャッチフレーズです～
性別を中心に置いた無意識の差別、
「私は差別しないよう意識している」
と思っても、自分自身が気づいてい

ス（無意識に偏ったものの見方）」と
呼ばれています。
アンコンシャス・バイアス、それ

偏り」として表に出てきているもの
です。
ここで例題をひとつ。次にあげる
職業を想像してみてください。
「自
衛 官」
「保 育 士」
「社 長」。 年 齢 は？

悪いことではありません。脳は瞬時
に物事を無意識にひもづけて素早く
理解しようとします。つまり、アン
コンシャス・バイアスが機能するこ
とで、大量の情報を処理し、素早く

ない「ものの見方や捉え方の歪みや

見た目は？ どんな人を想像しまし
たか？ 例えば自衛官なら「筋肉質の

がっしりした男性」を思い浮かべた
方がいるかもしれません。
ほかには、
・
「単身赴任している」と聞くと父親
を思い浮かべる。
・性別で任せる役割、仕事を決めて
しまう。
・父 親が家事をしていると、母親
は？と思う。
これは、
「アンコンシャス・バイア

館に行こう
図書

自体は誰にでもあって、あることが

●串間市立図書館
☎ 72－ 1177
● 開館＝午前10時〜午後６時
● 休館日＝毎週月曜日
● ＨＰ＝ http://www.city.kushima.
lg.jp/library/index.html

新刊情報
MR（久坂部 羊）
破天荒（高杉 良）
曲亭の家（西條 奈加）
悪魔には悪魔を（大沢 在昌）
百合中毒（井上 荒野）
邪神の天秤（麻見 和史）
緑陰深きところ（遠田 潤子）
白鳥とコウモリ（東野 圭吾）
めぐりんと私。
（大崎 梢）
いんグッバイ・イエロー・ブリック・
ロード（小路 幸也）

【問い合わせ先】
総合政策課企画係
☎ 55-1152
・年齢や性別で話し方を変える。
・血液型を聞いて、相手の性格を想
像する。
皆さんに心当たりはありましたか？
自分の先入観や思い込み、勝手な
解釈で、無意識に発した言葉や態度
が、否定的なメッセージとなり、相

判断することができます。そのため、
人が生活する上で欠かせないもので

手を傷つけ、ストレスを与えること
があります。
いつでも、誰でも起こし得るもの
だからこそ、自らの「気付き」が重

ことが大切です。
アンコンシャス・バイアスは、性

との関係性や組織をよりよく変える
ためのきっかけとなります。
冒頭で紹介したキャッチフレーズ
のように、性別で判断し、思考を止

もあります。
だからこそ、誰しもがアンコン
シャス・バイアスを持っていること
を自覚し、それをきちんと取り扱う

別にまつわるものに限りません。
例えば、
・お酒が飲めないと付き合いが悪い。
・雑用や飲み会は若手の仕事。

要です。自らの言動を意識し、それ
を改めたいと努力することが、周囲

めるのではなく、
「私らしく」
「あなた
らしく」
過ごせる社会を目指すために、
一人ひとりがほんの少し意識して改
善する努力をしてみませんか。
広報

くしま
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