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随時更新中！

セクシュアルマイノリティと
医療 ・ 福祉 ・ 教育を考える全国大会

2022
～変動の時代のつながりつくり～
2022 年 1 月 28 日 （金） ～ 2 月 6 日 （日）

オンライン開催 （ZOOM）

■企画の目的･趣旨
　この 「セクシュアルマイノリティと医療・福祉 ・
教育を考える全国大会」 は、 医療 ・ 福祉 ・
教育の場面で、 それぞれの社会的資源がすべ
ての人に使いやすいものになるにはどうすれば
いいかを考える大会です。 セクシュアルマイノ
リティは、 どの場面で何に困っているか？また、
医療 ・ 福祉 ・ 教育の現場での取り組みの現
状は？その取組での困難は？という視点で多く
の分科会を企画し、 専門家や当事者の広い
ネットワーク作りを目指しています。

　第一回目の大会から９年目となる 2022 年、
第五回目の副題は 「変動の時代のつながりつ
くり」 としました。 時代が大きく変わる中、 新
たなテクノロジーが発達する一方で、 テクノロ
ジーだけでは解決しない様々な格差も顕在化
しています。 働き方、 ライフスタイル、 医療、
情報、 貧富や教育の格差など。 そのような状
況で私たちは、 人と人とのつながりをどのよう
に作り、 そして維持していけるのか。 共に試行
錯誤し、 新たなチャレンジの機会としたいと考
えます。

主催 「セクシュアルマイノリティと医療 ・ 福祉 ・ 教育を考える全国大会 2022」 実行委員会
問合　queertaikai2020@gmail.com               共催　QWRC /  新設 C チーム企画　

■参加方法　
事前申し込みのみ （Peatix）

■参加費 (12 月中旬より発売 )
フリーパス　　　　　　　　￥5000
フリーパス （特割）   ￥2500　（限定 30 枚）
１回券　　　　　　　　　　　￥1000

（特別割引は、 経済的に苦しい方や学生の方向けです。）

■企画の内容
（１） セクシュアルマイノリティと医療 ・ 福祉 ・ 教育などに

関する 16 の分科会 ( 一部アーカイブ有 )
（２） Web 上での活動及び研究報告 （パネルセッション）
（３） 全国のセクシュアルマイノリティの団体、 専門家、

専門家の当事者、 当事者、 アライのための交流会

■情報保障
　分科会すべてに手話通訳または文字通訳
を導入し、 ろう者難聴者も含め様々な人が
自由に参加できるように体制を整えます。

■ライブビューイング
　オンラインでの参加が難しい方にも大会に
参加いただける機会を提供することにしてい
ます。 (1/30 のみ施設休館のためライブ
ビューイングはありません。 )
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（土）

2 / 6
（日）

10 ： 30 ～ 12 ： 00

QWRC 流

コミュニティスペースの運営方法

コジ （NPO 法人 QWRC）

大学 LGBT サークルから見る教育支援の展望
～教育大学の LGBT サークル実践～
みゆっちぃ、 津田和季 （Flower 大阪教育大）

丸山華愛 （BALLoon 愛知教育大）

トランスジェンダーへの

ヘイトに対抗するために ( 仮 )

【プレ企画４の録画上映】 （無料）

セクマイ大会 2022 と情報保障

～変動の時代のつながりつくり～

インクルーシブな性教育
～児童養護施設の児童、
              障害を持つ児童への実践～

徳永桂子

Trans＋オーラル ・ ヒストリー ・ プロジェクト

～カナダと日本を比較しながら～

鶴田幸恵 （千葉大学）

LGBTIQA の性暴力に対応する

社会システムの構築

岡田実穂 （BROKEN RAINBOW - JAPAN）

Q-Losik の教育実践

～関西学生 LGBTQ インター

　　カレッジサークルの活動報告～

関西 LGBTQ+ 関連団体および　　　　　15 ： 30 終了
関西自殺対策関連団体のネットワーキング
簗瀬 （NPO 法人暮らしづくりネットワーク北芝）
高橋 （ソラニジ・アカシ） コジ （NPO 法人 QWRC）

LGBT の就労状況と企業の支援
ファシリテーター ： 今将人 （損害保険ジャパン株式会社）

登壇企業 ： パーソルチャレンジ株式会社、 株式会社 Waris

セクシュアルマイノリティと仕事

～ 「キャリア」 と 「法律」 の知識を役立てる～

永井均 （ながいキャリア社労士事務所）

誰もが安心して医療サービスに

アクセスできる社会を目指して

～にじいろドクターズからの発信～

わたしたちの恋愛規範を考える

 〜恋愛のアタリマエはアタリマエ？

きのコ、 中村香住 （レロ）、 なしたに ・ みほ

教員 21,634 人の

LGBTs 意識調査レポート

日高庸晴 （宝塚大学）

ぼくらのエンディングノートを作ろう ( 仮 )

NPO 法人パープルハンズ

1/28 （金） パネルセッション

・ 学校向け LGBTQ+ オンライン相談
　　小野アンリ （proud Futures）

・ 性別思い込みあるある動画教材
　　塩安九十九 （新設 C チーム企画）

トランスジェンダー生徒交流会

16 年のあゆみ

土肥いつき

外国人 LGBTQ の現状とメンタルヘルス
～日本とオーストラリアの支援～

河津レナ （カラフル＠はーと）
山田タエコ （心理セラピスト）

16 ： 00 ～ 17 ： 00

クロージングパーティ

分科会スケジュール

■アーカイブスのみのプログラム （各自動画にアクセスして視聴）

　東南アジアろう LGBTQ 会議 2021 （3 時間 29 分）
■準備スタッフ
（１） ツイッター係
（２） 字幕付け係
（３） 動画編集係
（４） 分科会 ZOOM オペレータ

■当日ボランティア
（５） 交流会での見守り （ZOOM ブレイクアウトルーム）
（６） ライブビューイング会場の受付、 消毒の係

常時交流会開催中！
分科会の感想シェア歓迎！

　大会開催期間中、 皆さんが新た
なつながりを作れるように ZOOM
で交流ができる場を常設します。
いつでもお気軽にご利用ください。
分科会後に参加してくれる登壇者
もいます。

スタッフ ・ ボランティア募集中！

2/5 （土） パネルセッション

・ LGBT と職場の状況に関する
経年変化 nijiVOICE2018-2020 から
　　村木真紀 ( 認定 NPO 法人 虹色ダイバーシティ )

・ インクルーシブな運動施設とは　
　　大森暁 (Ninaru)

13 ： 30 ～ 15 ： 00 16 ： 30 ～ 18 ： 00 19 ： 00 ～ 20 ： 00

詳しくはこちら！

■分科会の中にも、アーカイブ化されるものとされないものがあります。

また、 アーカイブスの公開は期間限定です。 期間については各分

科会のページをご確認ください。


