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KGRWを通したソーシャルアクション
2015・2016年度のWeb調査の結果を基に、
大学に以下の働きかけをしました。

1 健康診断

】

2 相談機関

38.5％のトランスジェンダーの学生たち

学内の窓口や相談機関で困難などを経験

が困難や不安を経験していること、また「健

した人の割合は、性的マイノリティ全体で

康診断開催日に、男女問わずに個別対応で

6.3％、
トランスジェンダーで30.8％であっ

きる日を設ける」
を求める声が多いことがわ

た。自由記述に
「相談の中でのやりとりの困

かった。ただ、保健館がすでに個別対応して

難さ」があげられていたが、
「カウンセラーに

いることも確認できたので、
リーフレットや

非常に親身に話を聞いてもらえた」
との声も

HPに加えて、健康診断会場や保健館の掲示

あった。そこで、総合支援センターと協議し、

板にも個別対応可を明示することを、保健

HPの表記の修正（性的志向→性的指向）
と、

館に確約していただいた。

職員に対する研修の徹底とともに、学内の設
備や就職支援に関する改善への働きかけに
協力してもらうことを確約してもらった。

第 6 回関学レインボーウィーク
興味のある方は
ご連絡ください！

ランチ会のお知らせ
人権教育研究室では、学生の交流の場として、西宮上ケ原キャンパスと神戸三田キャ
ンパスでお昼休みにランチ会をしています。みんなでお昼を食べながら、セクシュアリ
ティのことだけでなく、ゆるーくお話しています。セクシュアリティフリーなので、当事者
でも、そうでなくても、セクシュアリティに迷っていても、
どんな人でも参加できます。
興味のある方は、
メールでご連絡ください。
日時・場所もメールで個別にお伝えしています。
関学レインボーウィーク期間中に交流会を実施します。
メール：kg.rainbowweek@gmail.com
Twitter：@kg̲rainbowweek

学内サークル
○関学LGBTサークルCASSIS メール：kg-lgbt@hotmail.com
Twitter：
（西宮上ケ原、西宮聖和）@cassis̲LGBT
（神戸三田）@cassisssanda

関学レインボーウィークFacebookアカウント
○URL：https://www.facebook.com/kgrainbowweek/

3 就職活動
就職活動で困難などを経験した人の割合
は 、非 当 事 者 2 . 5 ％ に 対 して 、当 事 者 は
10.1％、
トランスジェンダーでは38.5％で
あった。キャリアセンターと懇談し、
「 LGBT
フレンドリーな企業リストの作成」、
「多様な
セクシュアリティの卒業生でLGBTフレンド
リーな企業で働く人の話を聞く機会の提供」、
「就職支援の一環としてキャリアプランなど
に関する研修における多様なセクシュアリ
ティへの配慮」
などを要望した。

4 トイレ・更衣室
非当事者2.5％に対して、当事者は3.8％、
トランスジェンダーでは15.4％が学内のトイ
レで困難などを経験していた。更衣室に関し
ても、非当事 者 1 . 7％に対して、当事 者は
5.1％、
トランスジェンダーでは30.8％で
あった。そこで「障害者トイレの名称変更」、
「新設の建物における誰でもトイレの設置」、
「セクシュアリティに配慮した更衣室の設
置」
を総務・施設課に申し入れ、
トレーニング
センターの障害者トイレにフィッティング
ボードを設置していただいた。
トイレの名称
変更に関しては、障害者トイレを
「誰でもトイ
レ」
と変更することで障害者が不便となると
いう懸念もあり、現在慎重に検討している。
（人権教育研究室作成）

学内問い合わせ先
＊カウンセラーに相談したい場合はこちら…
○学生支援相談室

・西宮上ケ原：総合支援センター（学生サービスセンター３階）
0798-54-6114
・神戸三田：総合支援センター分室（アカデミックコモンズ２階）
079-565-9043
・西宮聖和：総合支援センター分室（２号館１階）
0798-52-4321

○人権教育研究室（吉岡記念館２階） メール：human-rights@kwansei.ac.jp
0798-54-6720

主催：人権教育研究室 共催：先端社会研究所、
インクルーシブ・コミュニティ促進委員会
協力：学生支援相談室、大学図書館、総部放送局

PROGRAM

インクルーシブ・コミュニティ宣言

プログラム内容

関西学院は、
ダイバーシティ
（多様性）
を力とする
「垣根なき共同体」
を目指して、
2010年9月
に学院として
「インクルーシブ・コミュニティ構築に向けて」(2014年3月改訂)を行いました。
その中で、関西学院というコミュニティに集うすべての者−学生・生徒・児童・園児、教員、職
員、
同窓、
およびその家族−が、
コミュニティ内の性別、
年齢はもとより、
国籍、
人種、
民族、
出生
地、主たる言語、宗教・信仰、身体的・精神的特徴、
そしてセクシュアリティといった違いを尊
び、
それぞれの能力を発揮できる環境づくりに向けて努力していくことを宣言しています。
関西学院大学では、
2013年度より毎年IDAHOTの日(5月17日、
世界130ヵ国以上で
「多様
な性」について考えるアクションや集まりが持たれている日)の近くの週に
「関学レインボー
ウィーク」
を開催しています。
ウィーク期間中のさまざまなイベントを通して、誰にとってもいき
やすい関西学院にむけてここに集う私たち一人ひとりが考える機会になることを願っています。

「インクルーシブ・コミュニティ構築に向けて」
はこちら
http://www.kwansei.ac.jp/kikaku/kikaku̲003750.html

身近であること
自分の性的指向（どの性別を好きになるか）、性自認（自分をどのような性別と捉えるか）
を
他の人に伝えることを
「カミングアウト」
と言います。皆さんは誰かにカミングアウトされたこ
とはありますか？人口の7.6％が性的少数者だとすると
（電通総研調べ2015）、関学にも約
1,500人存在することになります。
あなたの部活にも、
サークルにも、
ゼミにも約13人に1人い
る計算になります。
「未だに会ったことがない」
という人は、実はもう既に会っているのかもしれません。
自分と
は無関係の遠い世界の話ではないのです。私が、
そして、
その人が自分らしく生きるために、私
たちができることはたくさんあります。

豆知識
LGBT…レズビアン、
ゲイ、
バイセクシュアル、
トランスジェンダーの頭文字です。
同性愛者、両性愛者、性同一性障害を含むトランスジェンダー等
を総称した言葉にしたものです。
虹（レインボー）…6色の虹はLGBTを応援するシンボルとして世界共通で使用されています。

1 オープニングイベント

西宮上ケ原キャンパス：5月14日（月）昼休み
＠中央芝生（雨天時中央講堂）
お話と演奏：バンドＨＩＶ

2 パネル展

教職員からのメッセージ、
いのちリスペクト、過去のWEB調査の結果概要な
どを展示します。
西宮上ケ原キャンパス：5月14日（月）〜18日（金）
＠大学図書館１階エントランスホール
西 宮 聖 和キャンパス：5月14日（月）〜18日（金）
＠２号館ラーニングコモンズ「リプラ」
神 戸 三 田キャンパス：5月21日（月）〜25日（金）
＠Ⅱ号館1階102号教室前、
Ⅳ号館4階401号教室前、
Ⅵ号館2階201号教室前、
アカデミックコモンズ1階
インフォメーションホール

3 LGBT関連図書の展示

西宮上ケ原キャンパス：5月7日（月）〜28日（月）
＠大学図書館１階ミニ特集コーナー
※大学図書館の利用資格をお持ちの方のみ閲覧・貸出をすることができます。

4 映画上映会

西宮上ケ原キャンパス：＠図書館ホール
5月14日（月）
15:10〜「ロシアの同性愛者のいま／過酷な現実」
（2015年、
イギリス、50分）
16:50〜「あしたのパスタはアルデンテ」
（2012年、
イタリア、113分）
5月15日（火）
15:10〜「逃げ遅れる人々／東日本大震災と障害者」
（2013年、
日本、74分）
16:50〜「アルバート氏の人生」
（2013年、
アイルランド、113分）

5 交流会

5月16日（水）18:30〜20:30
参加ご希望の方は以下の連絡先にご連絡ください。
場所は西宮上ケ原キャンパスで個別にお伝えします。
メ ー ル：kg.rainbowweek@gmail.com
Twitter：@kg̲rainbowweek

6 人権問題講演会
講
演

師：牧村 朝子さん
（タレント・文筆家）
題：
「なぜ性の用語はだいたい横文字なのか 〜
LGBTとかセクシュアルマイノリティとか」

神 戸 三 田 キャンパ ス：5月17日（木）
２限＠Ⅱ号館101号教室
西宮上ケ原キャンパス：5月17日（木）
４限＠関西学院会館 光の間

7 パネルディスカッション「当事者の座談会：学生生活とＬＧＢＴ」
西宮上ケ原キャンパス：5月17日（木）18:30〜20:00＠図書館ホール

8 映画上映＆トーク（共催：先端社会研究所）
西宮上ケ原キャンパス：＠関西学院会館 光の間
5月18日（金）16:50〜19:00
映 画：
「私はワタシ 〜over the rainbow〜」

トーク：増田 玄樹さん （監督・映像制作クリエーター・ミュージシャン）
東 ちづるさん （女優・タレント・一般社団法人Get in touch 代表）
長谷川 博史さん（ジャンププラス理事）

KGレインボーウィークマスコットキャラクター
にじろー

