
LINEスタンプ販売中‼
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」のLINEスタンプを絶賛販売中です。
この機会にぜひチェックしてみてください。

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。
この宣言に基づいてキャンパスをインクルーシブ・コミュニティ化するのを促進するた
めに、2020年4月には「インクルーシブ・コミュニティ実現のための基本方針と行動指針」
を学院から発表してもらいました。

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8.9％が性的少数者だとすると（電通総研調べ2018）、
関学にも約1,800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11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。

LGBTQ＋…�レズビアンのL、ゲイのG、バイセクシュアルのB、トランスジェンダーのT、
クエスチョニングやクィアのQの頭文字をとった、XジェンダーやAセクシュ
アルなどを含むあらゆる性的マイノリティの総称。

虹（レインボー）…�6色の虹はLGBTQ＋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。

宣言と行動指針はこちらから
https://ef.kwansei.ac.jp/efforts/inclusive

主催：人権教育研究室
協力：大学図書館、総部放送局

スタンプショップは
こちら‼

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）@cassis_LGBT
○三田カシス（関学LGBTサークル）�メール：cassissanda@gmail.com
� Twitter：（神戸三田）@cassisssanda
○HeForShe KG メール：heforshekg@gmail.com
� instagram：heforshekg

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-lgbt@hotmail.com　　　Twitter：@cassis_LGBT

ランチ会のお知らせ　※現在、休止中ですが、新型コロナウイルスの感染状況により再開します。

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

関学レインボーウィーク公式HP・SNS公式アカウント
○Homepage https://kgrainbowweek.com/
○Facebook https://www.facebook.com/kgrainbowweek/
○Instagram https://bit.ly/35NCMIQ



PROGRAM Schedule of Events

オープニングイベント

『愛と法』上映会

当事者によるイベント

YouTuberかずえちゃんのトークイベント

『片袖の魚』上映会＆監督・主演トークイベント

10周年記念パネルディスカッション
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関学生１００００人に聞く！！ジェンダー意識調査

LGBTQ＋についてもっと知ろう！
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LGBTQ＋関連絵本の展示
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西宮上ケ原キャンパス ：5月16日（月）12：50〜13：20　＠中央芝生（雨天＠中央講堂）
お話と演奏：きんきトランス・ミーティング
※きんきトランス・ミーティングの公式アカウントです。
Twitter:@kintra_cafe　　Facebook:@kintoraMTG

階段ラッピング 期間限定で階段をレインボーにします。
西宮上ケ原キャンパス ：5月9日（月）〜20日（金） 大学図書館は、29日（日）まで〈。予定〉

＠学生会館＆大学図書館

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

目立ちたがり屋のカズとしっかり者のフミ。家族になった二人の弁護士と、“自分らし
さ”のためにたたかう人々の大傑作ドキュメンタリーです。（2017年製作/94分）
西宮上ケ原キャンパス ：5月17日（火）1回目 13:20〜、2回目 17:00〜　＠図書館ホール

交流会は、当事者（かもしれない）方限定です！パネルディスカッションはどなたでも
ご参加いただけます。気軽にご参加ください。
・交流会：5月18日（水） 20:00〜21:30 ＠Zoom
・パネルディスカッション：5月19日（木） 20:00〜21:30 ＠Zoom
※このプログラムは学生団体cassisとQ-Losikが企画しました。

講師：かずえちゃん（YouTuber）
演題：「ゲイの僕がYouTubeに乗せて伝えたいLGBTQのこと」
西宮上ケ原キャンパス：5月20日（金）15:10〜16:50　＠B号館1階103号教室

トランスジェンダーの、ささやかながらも確かな一歩を刻む34分――わたしがわたしを
生きる物語。日本初、当事者のみのオーディションから選ばれたトランス女性が主役を
演じる注目の話題作です。（2020年製作/34分）
西宮上ケ原キャンパス：5月19日（木） 上映１回目 13:30〜、トークイベント 14:10〜、

上映２回目 15:10〜　＠図書館ホール
出演者：東海林毅（監督）・イシヅカユウ（主演）

「関学レインボーウィーク（KGRW）の過去・現在・未来」と題して、KGRW誕生の経緯
を紹介するとともに、この10年間の活動を振り返り、今後のあり方について提言します。
5月20日（金）18:00〜20:00　＠Zoom
申込方法…QRコードを読み取り必要事項を入力してください。

折り返し、開催案内の詳細をEメールでお送りします。

協力：総部放送局

学生企画

入場無料

入場無料

人権問題講演会

学生企画

学生企画

学生企画

教職員からのメッセージ、いのちリスペクト、過去のWEB調査の結果概要に加えて、
関学レインボーウィーク10年の歩みを展示します。
西宮上ケ原キャンパス ：5月9日（月）〜20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9日（月）〜20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9日（月）〜20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

KGRW10周年
2013年5月に始まった関学レインボーウィーク（KGRW）は、学生、卒業生、教職員のご支援・ご参加に

よって、2022年5月で10周年を迎えることができました。キャンパスの中のセクシュアリティの多様性の尊
重を啓発するために始めたイベントですが、啓発だけでなく実際にキャンパスを改善するために、行動指針
の制定、トイレの表示の変更、新任教職員に対するSOGI研修などのソーシャルアクションも展開するよう
になってきました。キャンパスが真のインクルーシブ・コミュニティとなるように、今後も活動していきま
すので、引き続きご支援・ご参加、よろしくお願いいたします。

2013年度

2016年度

2019年度

2014年度

2017年度

2020年度

2015年度

2018年度

2021年度

「LGBTQ＋」に関して皆さんからの意見や経験を教えてください。ぜひご協力をお願いします！
ポスター式Yes Noアンケート …5月9日（月）〜20日（金）＠パネル展＆学内各所
Google Formアンケート …5月9日（月）〜20日（金）

QRコードから回答をお願いします。
※�このプログラムは学生団体「HeForShe�KG」が企画�
しました。

レインボーフラッグを構成する6色に合わせて6種類のポスターを作成しました。食堂や学内の
掲示板に貼りますので、ぜひ探してみてください！
各キャンパス：5月9日（月）〜20日（金）　掲示場所は探してみてください!!

※このプログラムは学生団体「HeForShe�KG」が企画しました。

多様性に関するあなたの理解度をクイズで判定します。目標は7問以上正解！
5月9日（月）〜20日（金）　＠パネル展＆クイズサイト

クイズの参加はレインボーウィークのHPから！

西宮上ケ原・西宮聖和・神戸三田キャンパス大学図書館：5月2日（月）〜31日（火）
高等部図書館：4月末〜6月中旬
千里国際キャンパス図書館：5月9日（月）〜20日（金）
※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。

西宮聖和キャンパス：5月9日（月）〜20日（金）
＠関西学院子どもセンター�おもちゃとえほんのへや

※閲覧・貸出は、関学生、聖和短大生及び学内教職員のみになります。

来場者多数の場合、先着順となることがあります。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、プログラム内容
の変更または中止となる場合があります。最新情報は人権教育研究室のWebサイトにてご確認いただけます。
URL:https://www.kwansei.ac.jp/r_human

学内のトイレ改修に伴い、誰もが気兼ねなく使用で
きるように、これまでピクトグラムだけだった多目的
トイレに「多目的トイレ」という表示を、総務・施設管理
課が追加してくれました（2018年度は、西宮上ケ原
キャンパスの大学図書館および第4別館の2階以上の
階のトイレで追加）。今後、学内の多目的トイレにも随
時表示が追加されていく予定です。

トイレ改修

毎年4月に西宮上ケ原・西宮聖和・神戸三田の各
キャンパスで実施される学生のための定期健康診断
の案内の看板やリーフレット・ポスター・HPに、トラン
スジェンダーの方への個別受診を行っていることを
保健館が明記してくれました。
（写真は西宮上ケ原キャンパスの看板）

健康診断

新任の教職員に対して、毎年4月に人権教育研究室
が実施している人権研修のなかで、多様なセクシュア
リティの尊重についても説明するようになりました。

人権研修

KGRWを通したソーシャルアクション
2015・2016年度のKGRWの中で実施したWEB調査の結果を基に、
キャンパス内の多様性尊重のための働きかけを大学にしました。

主催：人権教育研究室
協力：大学図書館、総部放送局

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：@kg_rainbowweek

 

【 】
ランチ会のお知らせ

○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）@cassis_LGBT

（神戸三田）@cassisssanda

学内サークル

○URL：https://www.facebook.com/kgrainbowweek/

関学レインボーウィークFacebookアカウント

＊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

学内問い合わせ先

興味のある方は
ご連絡ください！

表紙デザイン：趙　許多（商4）

KG
rainbowweek

2017
第5回 関学レインボーウィーク

キャンパスに集う一人ひとりの個性や特性が尊重される関西学院を目指して、できること
を一緒に考えよう！

私が私のままでいられる関学へ！

2017.5.15  19 西宮上ケ原キャンパス
西宮聖和キャンパス2017.5.22  26 神戸三田キャンパス

関学レインボーウィークに併せてLGBTに関するweb調査アンケートを行いました。2015年実

施では111名（内、当事者58名、非当事者53名）にご協力いただきました。結果、セクシュアリティ

を理由にするハラスメントや困難は、サークル・部活、授業などのキャンパスライフにおいて広く

存在していることがわかりました。

上記の結果は、セクシュアリティを揶揄される言動がキャンパス内で行われているにも関わら

ず、非当事者には気づかれず、見過ごされてしまっている可能性が高いことを表しています。した

がって、学院、そしてそこに集う私たち一人ひとりがキャンパスの風土や設備の改善に取り組む

必要があります。

2016年度の調査では、202名（内、当事者79名、非当事者118名、セクシュアリティの無回答5

名）にご協力いただきました。上記のほかにも、トイレや更衣室において男女別のみの設備に困難

をきたしていることがわかりました。詳しくはレインボーウィーク期間中にパネル展のパネルをご

覧ください。

（人権教育研究室）

アンケート調査結果を通して

主催：人権教育研究室　共催：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、Crescent Party

ランチ会のお知らせ

学内サークル

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：@kg_rainbowweek

学内問い合わせ先

○ 関学LGBTサークルCASSIS

興味のある方は
ご連絡ください！

メール：human-rights@kwansei.ac.jp
0798－54－6720

●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

○ 学生支援相談室
＊カウンセラーに相談したい場合はこちら…

○ 人権教育研究室(吉岡記念館2階)

メール：kg-lgbt@hotmail.com
Twitter :@cassis_LGBT

@cassissanda

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

例えば 2015 年度の調査では
「学生におけるセクシュアリティを揶揄される言
動の体験や見聞きの有無」を聞いたところ、当
事者の「ある」の回答の割合が高くなる傾向が
ありました。

教職員におけるものにおいても、当事者の「ある」
の回答が非当事者より高くなる傾向がありまし
た。

トイレ改修

健康診断

人権研修

学内のトイレ改修に伴い、誰もが気兼ねなく使用
できるように、これまでピクトグラムだけだった多
目的トイレに「多目的トイレ」という表示を、総務・施
設管理課が追加してくれました（2018年度は、西宮
上ケ原キャンパスの大学図書館および第4別館の2
階以上の階のトイレで追加）。今後、学内の多目的ト
イレにも随時表示が追加されていく予定です。

毎年4月に西宮上ケ原・西宮聖和・神戸三田の各
キャンパスで実施される学生のための定期健康診
断の案内の看板やリーフレット・ポスター・HPに、ト
ランスジェンダーの方への個別受診を行っている
ことを保健館が明記してくれました。
（写真は西宮上ケ原キャンパスの看板）

新任の教職員に対して、毎年4月に人権教育研究
室が実施している人権研修のなかで、多様なセク
シュアリティの尊重についても説明するようになり
ました。

KGRWを通したソーシャルアクション
2015・2016年度のKGRWの中で実施したWEB調査の結果を基に、
キャンパス内の多様性尊重のための働きかけを大学にしました。

主催：人権教育研究室
協力：大学図書館、総部放送局

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：@kg_rainbowweek

○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）@cassis_LGBT

（神戸三田）@cassisssanda

学内サークル学内サークル

○URL：https://www.facebook.com/kgrainbowweek/

関学レインボーウィークFacebookアカウント関学レインボーウィークFacebookアカウント

＊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

学内問い合わせ先学内問い合わせ先

興味のある方は
ご連絡ください！

ランチ会のお知らせランチ会のお知らせ

表紙デザイン：

関学レインボーウィークオープニングイベント
　日時  5 月 11 日月昼休み 12:40～13:30
　場所  西宮上ケ原キャンパス中央芝生 ( 時計台前 )

パネル展示
・KG RAINBOW PROJECT～教職員からのメッセージあつめました～
・いのちリスペクト。ホワイトリボン・キャンペーン
http://goo.gl/f0Cruv

　日時  5 月 11 日月～5月 1 5 日金
　場所  上ケ原キャンパス関西学院大学図書館エントランス
神戸三田キャンパスアカデミックコモンズ　インフォーメーションホール

西宮聖和キャンパス　山川記念館２階チャペル横フロアー

　 映画上映『チョコレートドーナツ』(2012 年アメリカ )
　日時 5 月 12 日火 16:50～19:00
　場所 関西学院大学図書館ホール ( 大学図書館 B1階 )

学内問い合わせ先
●人権教育研究室
( 吉岡記念館２階 )
human-r ights@kwansei .ac . jp
０７９８－５４－６７２０

●学生支援相談室
○西宮上ヶ原：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
（１０号館２階）
０７９８－５２－４３２１

関学レインボーウィークスケジュール

主催　人権教育研究室

共催　学生支援相談室

　　　インクルーシブ・コミュニティ促進委員会

学内サークル
●関学 LGBT サークル CASSIS
kg-lgbt@hotmail .co. jp
http://kggc.blog102.fc2.com/

kg_rainbowweek@gmail .com
@kg_rainbowweek

関学レインボーウィーク

誰
に
と
っ
て
も
、
い
き
や
す
い
関
学
に
！

第 3 回　関 学 レ イ ン ボ ー ウ ィ ー ク　開 催！
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キャンパス内の虹のような多様な「カラー」

を認め合い、誰にとってもいきやすい「学

びの共同体」を目指すことを宣言した関西

学院。そのために、あなたは何をしますか？

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、メールまたは
ツイッタ̶でご連絡ください。日時・場所は、メールま
たはツイッタ̶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。興味のある方はご連絡ください！

アンケートのお知らせ
関西学院大学における LGBT 等の性的マイ
ノリティの現状を把握するためアンケート
調査を実施しています。
詳細はこちら　http://goo.gl/fBdacF

トイレ改修
学内のトイレ改修に伴い、誰もが気兼ねなく使用

できるように、これまでピクトグラムだけだった多
目的トイレに「多目的トイレ」という表示を、総務・施
設管理課が追加してくれました（2018年度は、西宮
上ケ原キャンパスの大学図書館および第4別館の2
階以上の階のトイレで追加）。今後、学内の多目的ト
イレにも随時表示が追加されていく予定です。

行動指針
　学内の各部署に多様性尊重の働きかけをする中
でインクルーシブコミュニティ宣言にもとづく行動
指針を設定する必要性を痛感し、3年にわたる協議
を経て、2020年4月に「インクルーシブコミュニティ
実現のための基本方針と行動指針」を学院から発
表してもらいました。

人権研修
新任の教職員に対して、毎年4月に人権教育研究

室が実施している人権研修のなかで、多様なセク
シュアリティの尊重についても説明するようになり
ました。

インクルーシブコミュニティ
実現のための基本方針と行
動指針はこちらからご覧いた
だけます。

KGRWを通したソーシャルアクション
2015・2016年度のKGRWの中で実施したWEB調査の結果を基に、
キャンパス内の多様性尊重のための働きかけを大学にしました。

主催：人権教育研究室
協力：大学図書館、総部放送局

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-lgbt@hotmail.com 
Twitter：@cassis_LGBT

○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）@cassis_LGBT

（神戸三田）@cassisssanda
○HeForShe KG メール： heforshekg@gmail.com

instagram：heforshekg

学内サークル学内サークル

○URL：https://www.facebook.com/kgrainbowweek/

関学レインボーウィークFacebookアカウント関学レインボーウィークFacebookアカウント

＊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

学内問い合わせ先学内問い合わせ先

ランチ会のお知らせランチ会のお知らせ

LINEスタンプ販売決定‼LINEスタンプ販売決定‼
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」がLINEスタンプになりました。
この機会にぜひチェックしてみてください。

スタンプショップは
こちら‼

右記QRコードから
お申し込みください。


