協生環境推進ウィーク 2020
THE OFFICE FOR EQUITY, DIVERSITY, AND INCLUSION

参加費無料
2021.3.1～3.20 開催

協生環境推進室では、「協生環境推進ウィーク ～ 自尊＝他尊の社会を目指して」と題して、協生環境推進室が取り組む 3 つの活動、「ワーク・ライフ・バランス」、
「バリアフリー」、「ダイバーシティ」に関連する啓発活動イベントを開催します（慶應義塾大学 FD 委員会共催）。皆さまのご参加をお待ちしております！
※情報保障が必要な方は各イベント開催 1 週間前までに、協生環境推進室へご相談ください。
※対象の方のうち、keio.jp のアカウントをお持ちでない方で参加を希望される場合は、協生環境推進室へご連絡ください。 ＜お問合せ先：keiodiversity@info.keio.ac.jp＞

14：00～14：30
職員によるプレゼンテーション
(グローバル本部 共催)
慶應義塾グローバル本部（ロンドンオフィス） 高田真広

『SDGs から見た慶應義塾
～THE 世界大学インパクトランキング
の視点から～』
THE 世界大学インパクトランキングは、2015 年 9 月の国連
サミットで採択された SDGs（持続可能な開発目標）をもとに
したランキングである。SDGs に関する研究力に加え、SDGs
に対応する大学運営や社会への貢献度が問われており、事務
組織が関与できる要素も少なくない。協生環境推進室と関係
の深いゴール 5（ジェンダー）、8（働き方）、10（不平等の解消）
を中心にランキングで用いられたデータから見える義塾の姿
について報告する。

◆対象：義塾職員
◆申し込み :
https://forms.gle/JYrT7RzPukwbLAWVA
◆開催方法 ： オンライン
◆THE Impact Rankings 2020
https://www.timeshighereducation.com/impactrankings
◆慶應義塾 SDGs サイト
https://www.global-sdgs.keio.ac.jp/en/sdgs/

主催：慶應義塾協生環境推進室
共催：慶應義塾大学 FD 委員会

14：00～16：00
トークイベント

（「三田文学」共催）

小佐野彈 氏(歌人・作家)×朝吹真理子 氏(作家)
ファシリテーター 岩波敦子 （協生環境推進室室長・常任理事）

『創作と多様性～文芸的視点からの
ダイバーシティ論』
小佐野彈さん、朝吹真理子さんという新進気鋭の作家
お二人にご登壇いただき、多感な成長期における
「多様性」への理解、日本社会の同調圧力的傾向による
生きづらさ、「ジェンダー」「セクシャリティ」に対する固定
観念など文芸的視点から見たダイバーシティ論を自由に
語っていただきます。
事前に受け付けた質問にも当日お答えいただきますの
で、ぜひお寄せください。
◆対象 ： 全塾生・教職員
◆申し込み ：
https://forms.gle/TtY8x8ywXM8BhJv79
◆開催方法 ： オンライン

14：00～16：00
セミナー （ハラスメント防止委員会共催）
小笠原和美 （総合政策学部教授）
大 空 裕 康 弁護士（大空・山村法律事務所）
齋 藤 梓氏
（目白大学 心理学部 心理カウンセリング学科 専任講師（臨床心理師、
公認心理士））

奥 田 暁 代 （法学部教授・ダイバーシティ事業委員会委員長）
ファシリテーター 岩波敦子（協生環境推進室室長・常任理事）
『自他の尊厳を守ろう －性暴力のない
社会に向けて私たち一人一人ができる
こと 慶應義塾から始める一歩－』
「相手を傷つけるつもりはなかった」、「許されると思った」、
ストーカーやデート DV などの性暴力や、アルコールハラスメント
など、独りよがりの思い込みで踏み越えられている境界線。
被害者の苦しみを理解し、加害者にも被害者にも傍観者にもなる
ことなく、誰もが安心して生きられる社会の実現を目指して、今回
は性暴力を許さない人づくりのために、個人として、大学としてど
のような取り組みができるかを一緒に考えていきます。
◆対象： 全塾生・教職員
◆申し込み ：https://forms.gle/3dANDNaQyfkKtYz97
◆開催方法 ：オンライン

お問い合わせ先：慶應義塾協生環境推進室
TEL：03-5427-1512 メールアドレス：keiodiversity@info.keio.ac.jp
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14：00～16：00
トーク ＋ 映像紹介
菊永ふみ 氏 (異言語 Lab. 代表 ろう者)
『ココロの壁を打ち破れ-異言語 Lab. の挑戦-』
思いが相手に伝わらないのはなぜ？壁になるのは
障害？言語？文化？それとも…？
菊永ふみさんは、ろう者と聴者で協力して取り組む
異言語脱出ゲームを主宰、吉本興業や国語研究所等
ともコラボをされています。前半は昨年末 E テレで
放映され好評を博した「L の招待状」を視聴、後半で
コミュニケーションの可能性について様々な角度から
お話しいただきます。年齢問わず楽しめるプログラム
です。
※手話-音声日本語通訳がつきます。
◆対象 ： 全塾生・教職員
◆申し込み ：
https://forms.gle/x5MSiCooabwLhMCr8
◆開催方法 ： オンライン
◆異言語 Lab.公式ページ https://www.igengo.com

14：30～16：00
会場＆オンライン
開催

落語 & 講演会
シリル・コピーニ／尻流複写二 氏
（落語パフォーマー・翻訳家）

『落語 DE ダイバーシティ〜フランス人
落語パフォーマーによる講演～』
★フランスのエスプリと日本の笑いがマッチング！★
フランス人と日本人の笑いのツボは違うし、海外で江戸時代の長
屋の話が理解されるの？
…それを言っちゃあ終めえよ、尻流は、知恵と工夫で RAKUGO
を日本文化を伝えるツールに仕立て、DIVERSITY 街道を驀進
中！「異文化 meets 異文化」を体験しよう。★ 参加者募集中 ★

◆対象 ： 全塾生・教職員
◆申し込み ：https://forms.gle/Q8BvmAAYKHArHfwb8
◆開催方法 ：会場参加（人数限定） ＠三田+ オンライン
◆シリル・コピーニ紹介ページ http://www.cyco-o.com/
https://www.diversity.keio.ac.jp/event/docs/week2020_03
08event.pdf（ポスター）
※会場参加の際には、検温、手指消毒、マスク着用等へのご協力を
お願いいたします。

14：00～16：00
トークイベント
下山田志帆 氏 (プロサッカー選手)
ミヤン・マルティン, アルベルト（経済学部准教授）
長谷部葉子 （環境情報学部准教授）
ファシリテーター岩波敦子 （協生環境推進室室長・常任理事）
『Beyond Gender ～ ジェンダー・セク
シュアリティ・ダイバーシティを考える』
「ジェンダー」って何だろう？ 皆同じと思い込んでいる性別
や性差に対する捉え方は、社会・文化的に形作られたもので
決して当たり前ではありません。
日本社会に存在する先入観や偏見について、三人の登壇者
の皆さんにグローバルな視点から論じていただき、知らず知
らずのうちに植え付けられている「アンコンシャス・バイアス」
のない社会にするために何ができるのか一緒に考えていき
ます。
◆対象 ：全塾生・教職員
◆申し込み ：https://forms.gle/AuPKt5E1Z88QqkZV7
◆開催方法 ： オンライン
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14：00～15：45
講演 ＋ トーク
鈴木美穂 氏（Maggie’s 東京共同代表
元日本テレビ記者・キャスター）

宮川祥子（看護医療学部 准教授）
『ガンと共に生きること』
今、日本では 2 人に 1 人がガンに罹患すると言われていま
す。今これを読んでいるあなたが、周りいる方がそうもしれま
せん。
第１部ではガン当事者とその周囲の方のための施設
Maggie’s 東京共同代表の鈴木美穂さんのがん患者として
のご経験、また Maggie's 東京の設立にいたった経緯や運営
にかける思い、第２部ではがんと共に生きること、「情報」や「コ
ミュニケーション」、抱える思いなども含めてみなさんのご質問
を交えながら宮川准教授と対談をしていきます。

◆対象：全塾生・教職員
◆申し込み https://forms.gle/BcgfnTBTrkTh8Nth8
◆開催方法 ： オンライン
◆認定 NPO 法人マギーズ東京 HP
https://maggiestokyo.org

10：00～12：00
上映会 ＋ シネマダイアログ

英語字幕有

映画 『ぼくが性別「ゼロ」に戻るとき
～空と木の実の９年間～』
常井美幸 監督による制作秘話・トークあり！
モデレーター 奥田暁代
（法学部教授・ダイバーシティ事業委員会委員長）

性同一障害について考えてみませんか？
13 歳の時に、心は男性、生物学的には女性である「性同一
性障害」と診断された小林さんの 9 年間を追い、2019 年
に NHK で放映されてギャラクシー賞候補にもなったドキ
ュメンタリー。予告編で一気に引き込まれます！！

◆対象：全塾生・教職員
◆申し込み ： https://forms.gle/YoxxH4XVejrcrdEq6
◆開催方法 ： オンライン
◆公式 HP（予告編映像あり） https://konomi.work/

10：30～12：00
トークイベント
テレビ東京

末武里佳子
林
克 征
角谷暁子

会場＆オンライン
開催

氏(アナウンサー)
氏(プロデューサー/元アナウンサー)
氏(アナウンサー)

『テレビ局のワーク・ライフ・バランス』
超多忙なイメージのあるテレビ業界の働き方を知っ
てみませんか？
就活生に限らず、今後の自分のキャリアを考えたり、
構築するときに、リアルな WLB の一端をのぞいて
みることができるのは、きっと貴重な経験になりま
す。★参加者募集中★
◆対象 ：全塾生・教職員
◆申し込み ： https://forms.gle/thxxD1y2xXMqzmPa8
◆開催方法 ： 会場参加（人数限定）＠三田+オンライン
◆ポスターはこちら

※会場参加の際には、検温、手指消毒、マスク着用等へのご協力を
お願いいたします。

