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インクルーシブ・コミュニティ
インクルーシブ・コミュニティ実現のための行動指針作成WG
構築を目指して
武田 丈
打樋 啓史

関西学院は、多様性（ダイバーシティ）を
力とする「垣根なき共同体」を目指して「イ
ンクルーシブ・コミュニティ構築に向けて」
という宣言文（インクルーシブ・コミュニ
ティ宣言、Ruth M. Grubel院長[当時]）
を、
2014年３月に策定しました。
毎年、宣言文を新入生や新任教職員に配
布したり、レインボーウィークなど様々な
行事や講演会で配布するなど、周知に努め
てきました。しかし、実現にむけた具体的
な行動は各部局に任され、各部局が具体的
にどのような事項を考慮して計画、立案、
実施していけばいいのかは提示されていま
せん。
今回、そのための行動指針を策定するた
め、インクルーシブ・コミュニティ促進委
員会のもとに行動指針作成ＷＧが構成され
ました。ＷＧでは、2019年度を目標に「イン
クルーシブ・コミュニティ実現のための行
動指針」を作成し、構築に向けた具体的な
取り組みを進めていきます。
ここで改めて、宣言文を紹介します。
◎
この宣言を行動に移すことは、キリスト
教主義に基づく全人教育の実践になります。
教職員の皆様には、まずこの宣言をご理解
いいただき、常に意識しながら、行動に移
していただければと考えています。

Building an Inclusive
Community
In March 2014, Dr. Ruth M. Grubel, then-Chancellor of Kwansei Gakuin University, formulated a
declaration entitled “Building an Inclusive Community,” with the stated aim of developing a community at Kwansei Gakuin which would be “without
borders, which regards diversity as strength.”
The university has worked to familiarize Kwansei
Gakuin’s members with the statement by distributing the statement to new students, teachers and
staff every year, in addition to distributing it at
various events and lectures such as Rainbow Week.
However, each department has been left to its own
devices with regard to concrete actions aimed at
building an inclusive community, and specifics
have not been presented about what each department should take into consideration for planning,
designing and implementing such actions.
In order to create behavioral guidelines for that
purpose, a working group was set up under the
supervision of the Inclusive Community Promotion
Committee, and the group is advancing specific
initiatives with the goal of building an inclusive
community by 2019. We would like to take the
opportunity once again to present Dr. Grubel’s
declaration.
◎

Actually working to implement this declaration
is a practical example of holistic education, based
on Christian principles. We hope that all teachers
and staff members will grasp its meaning, and
remain constantly aware of the declaration as they
strive to translate its words into action.
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坂本 優一郎
Yuichiro Sakamoto
文学部

新任紹介

ＷＧコンビーナ（人間福祉学部教授）

武田教授

人権担当学長補佐（社会学部教授）

①専門 Field / Department ②趣味 Hobbies and Interests ③メッセージ Message

打樋教授

◎前文
関西学院はミッションステートメントに基づいて、すべてのキャンパス
（西宮上ケ原、西宮聖和、神戸三田、
大阪梅田、東京丸の内、宝塚、千里国際）
に、
「多様性を力とする垣根なき共同体」
、すなわち
「インクルーシ
ブ・コミュニティ」
を創出し、維持し、発展させることをめざしています。関西学院に育まれていくこのコミュ
ニティが、地域社会から国際社会に至るまでのあらゆる社会の包摂力の向上に寄与していくことを確信し、
ここに関西学院のすべての構成員に連帯と協力の呼びかけを行うものです。
◎本文
ミッションステートメントにうたわれている
「学びと探究の共同体」
の実現とは、多様な個性や価値観、ラ
イフスタイルを認め合い、すべての人にあらゆることにチャレンジする機会を提供する、公正で開かれた
「イ
ンクルーシブ・コミュニティ」
を創りだすことにあります。この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−は、性別、年齢はもとより、国籍、人種、民族、出身地、主
たる言語、宗教・信仰、身体的・精神的特徴、セクシュアリティ、あるいは経験や知識、文化や学問的背景な
どを異にしています。
関西学院は、こうした違いのあることを尊び、この
「多様性
（ダイバーシティ）
」
こそが私たちのコミュニティ
の強さであると信じています。その構成員の一部を排除するような社会は、個人の持つ力を抑圧する、もろ
くて弱い社会です。違いのある者同士が、互いに排除するのではなく、価値を認めあう環境を作ることは、
コミュニティを構成する各個人がその内なる力を発揮することを意味しています。それによって関西学院の
構成員が地域社会や国際社会に貢献していくための土台となっていくと考えます。
関西学院は、その創設時から、キリスト教主義に基づいて人権に配慮し、広く人々を受け入れる
「インクルー
シブ・コミュニティ」
をめざしてきました。今後も、このコミュニティを実現するために、多様性に富む人々が
互いに尊重し合い、それぞれの能力を発揮できる環境作りに向けた努力が求められます。そのためには一
人ひとりの意識の変革と積極的かつ持続的な取り組みが不可欠です。
これからのち、私たちは、複雑で急激な時代の変化に立ち向かわねばなりません。関西学院のすべての
構成員は、それぞれの学びの場において力をつけ、違いを認め合い、ダイナミックで生き生きとしたコミュニティ
を創りあげていくことで、地域社会から国際社会に至るまでの
「インクルーシブ・コミュニティ」
の構築に寄
与していこうではありませんか。それこそが、スクールモットー
「マスタリー・フォア・サービス」
の体現とな
るのです。

School of Humanities

教授

2018年に新たに着任された方を

Professor

大学・大学院
Undergraduate &
Graduate School

紹介します。

Meet the new faculty and staff
joining Kwansei Gakuin in 2018
専任 教職 員、任期制教 員
（特別）の方で、ご
本人の了解が得られた方を紹介しています。

① 西洋史学
History of the Western world

② 海釣り・海水魚類の飼育
Sea fishing, raising saltwater fish

③ ヨーロッパの歴史的な経験を踏まえながら、
「投資社会」
としての近・現代社会のありかたを研究しています。
I am researching what modern society should be as an
“investment society,” drawing on Europe’s historical
experiences.

Introducing, with their permission, the new
full-time faculty members /staff and fixedterm special faculty members of KG.

森川 裕貫
Hiroki Morikawa

石田 淳
Atsushi Ishida

桑山 敬己
Takami Kuwayama

文学部

社会学部

社会学部

School of Humanities

School of Sociology

School of Sociology

准教授

教授

教授

Associate Professor

Professor

① 中国近現代史
Contemporary Chinese history

② 読書
Reading

③ 福井に生まれ、埼玉で育ちました。皆様にご教示いただ
きながら、研究・教育活動に尽力する所存です。よろし
くお願いいたします。

Mathematical sociology, theoretical sociology, statistical
modeling

② 何事もほどほどに
Everything in moderation

③ 6年ぶりに関学に戻ってきました。どうぞよろしくお願い
します。

Professor

① 文化人類学、
日本研究
Cultural anthropology, Japan research

② 音楽鑑賞
Music appreciation

③ 東京神田の生まれです。若い時の11年間はアメリカに、
関学に来る前の14年間は札幌にいました。関西に住むの
は初めてです。

I have returned to KG for the first time in six years. I look
forward to working with everyone.

I was born in Kanda in Tokyo, and moved to the US at the
young age of 11. Before I came to KG, I lived in Sapporo for 14
years. This is my first time living in Kansai.

Working Group for Creating a Code of Conduct to Build an Inclusive Community

赤江 達也
Tatsuya Akae

笹川 敏彦
Toshihiko Sasagawa

野上 陽子
Yoko Nogami

社会学部

法学部

法学部

Joe Takeda
Keiji Utebi

School of Sociology

School of Law and Politics

School of Law and Politics

教授

教授

助教

Professor

Professor

【付記】
・この宣言の主旨を踏まえ関西学院の各学校、各部局の活動がなされることを願っています。
・この宣言の推進のために、インクルーシブ・コミュニティ促進委員会を設置し、啓発活動や情報提供を行っ
ていきます。
2014年3月6日
関西学院院長 Ruth M. Grubel

Working Group Convener (Professor, School of Human Welfare Studies)
Human Rights Advisor to the President (Professor, School of Sociology)

Preamble
Based on its Mission Statement, Kwansei Gakuin aspires to create, maintain, and develop an “Inclusive Community;”
a “community without borders, which regards diversity as strength,” on all its campuses (Nishinomiya Uegahara, Nishinomiya Seiwa, Kobe Sanda, Osaka Umeda, Tokyo Marunouchi, Takarazuka, and Senri International). We are convinced
that this community being nurtured at Kwansei Gakuin will contribute to the building of an increasingly inclusive society,
both locally and globally, and we hereby call upon all our members for their solidarity and cooperation in this effort.
Statement
The “Learning Community,” described in the Mission Statement, can be realized through the creation of a just and
open “Inclusive Community,” which accepts diverse individuals, values, and lifestyles, and provides equal opportunities for all. Members of this community – students, pupils, kindergarteners, faculty, staff, alumni, and their families
– have differences, not only according to sex and age, but also according to nationality, race, ethnicity, place of origin,
primary language, religion, physical or mental characteristics, sexual orientation, as well as differences in experience
and knowledge, culture and academic background.
Kwansei Gakuin celebrates the existence of these differences, and believes this “diversity” itself is the strength of
our community. A society, which excludes some groups within its constituency, is in fact a fragile and weak society,
suppressing the innate potential of each individual. Rather than allowing our differences to become reasons to exclude
“others,” we can create an environment that accepts the worth of each individual. Such a community would allow for
its individual members to manifest their inner strength. We believe that this environment will provide the foundation
for our Kwansei Gakuin constituents to contribute to local and international society.
From the time of its establishment, Kwansei Gakuin has been concerned with human rights, based on the principles
of Christianity, and has been aspiring to become an “Inclusive Community,” which is open to all. From this time forward,
we continue to be committed to the realization of such a community. Efforts will be made to create an environment
in which people, rich in diversity, can respect each other and bring their abilities into full play. To that end, it is essential that each of us is open to transforming our consciousness, and that our efforts are proactive and sustainable.
In the future, we will need to face complex and rapidly changing times. As members of Kwansei Gakuin, let us all
gain strength in our respective educational situations, accept our mutual differences, and build a dynamic and lively
community, which can contribute to the building of an “Inclusive Community” spanning all society, both locally and
globally. This, indeed, is the embodiment of our school motto, “Mastery for Service.”
Notes
• It is our hope that each part of our institution will take action based on the intent of this statement.
• In order to implement this statement, the Inclusive Community Promotion Committee has been established, and
will conduct public awareness activities and provide relevant information.
6 March 2014
Ruth M. Grubel, Chancellor Kwansei Gakuin

I was born in Fukui and grew up in Saitama. As I learn from
everyone, I intend to devote myself fully to my research and
teaching activities. I look forward to working with you all.

① 数理社会学、理論社会学、
統計モデリング

① 社会学
Sociology

② 散歩
Going on walks

① 商法、会社法
Commercial law, corporate law

② 読書、ピアノ
Reading books, playing piano

Assistant Professor

① English as a lingua franca (ELF)、
アイデンティティ、
異文化語用論
English as a lingua franca (ELF), identity, cross-cultural
pragmatics

② ハリネズミグッツの収集、ベランダでガーデニング

③ 十年間、台湾の高雄に住んでいました。内村鑑三がはじ
めた
「無教会キリスト教」を研究しています。よろしくお
願いいたします。

③ 関学の博士後期課程を修了した後、札幌学院大学法学
部で13年間勤めました。関学でも研究と教育に励みたい
と思っております。

I lived in Kaohsiung, Taiwan, for ten years. I am researching
“Non-church Christianity,” which was founded by Kanzo
Uchimura. I look forward to working with everyone.

After completing my doctoral program at KG, I worked for
13 years in the Faculty of Law at Sapporo Gakuin University.
I would like to work hard conducting research and providing
instruction at KG, as well.

大用 庫智
Kuratomo Oyo

今西 祐介
Yusuke Imanishi

ジョーダン ジェニファー
Jennifer Jordan

総合政策学部

総合政策学部

総合政策学部

School of Policy Studies

School of Policy Studies

School of Policy Studies

専任講師

専任講師

専任講師

Assistant Professor

Assistant Professor

① 機械学習、人工知能、認知科学
Machine learning, AI, cognitive science

② コーヒー、お酒、バスケットボール、水泳、料理
Coffee, alcohol, basketball, swimming, cooking

③ 教育では常に学生の意欲と主体的な行動を尊重するよ
うに心がけ熱意を持って取り組みたいと考えています。
In education, I want to always make it a point to hold
students’ ambition and autonomy in high regard, and do my
work with enthusiasm.

① 理論言語学（統語論、形態論）、
フィールド言語学（マヤ諸語、琉球諸語）
Theoretical linguistics (syntax and morphology), field
linguistics (Mayan languages, Ryukyu languages)

② 旅行、読書、
（本気過ぎない）
アウトドアアクティビティ
Travel, reading, (not too serious) outdoor activities

③ 昨年度まで任期制教員として総合政策学部でお世話に
なりました。今年度からまた新たな気持ちで教育、研究
に励みたいと思います。どうぞ宜しくお願い致します。

Collecting hedgehog goods, gardening on the veranda

③ 広島出身なので広島弁ばりばりじゃけん。兵庫県は父の
田舎であり、私も幼い時に遊びに来ていたので親しみを
感じています。
Since I’m from Hiroshima, I’m fluent in the dialect. Hyogo is
my father’s home prefecture, and I also visited the area to
have fun when I was young, so I feel an affinity for it.

Assistant Professor

① コーパス言語学
Corpus Linguistics

② スノーボード、スキューバダイビング、読書
Snowboarding, scuba diving, reading

③ I am very happy to be returning to the English Language

Program and am looking forward to seeing old friends and
meeting new coworkers. I hope that I will be able to get to
know many of you over the semesters to come.

Until last year, I worked at the School of Policy Studies as a
fixed-term lecturer. With a clean state this year, I’d like to
devote myself once again to teaching and research. I look
forward to working with you all.
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