第1回 LGBTと教育フォーラム in 金沢
SDGs 「誰も置き去りにしない」から考える、地域コミュニティにできること

登壇者プロフィール
2017年11月23日（木・祝）

セッション① 「教師という立場から考える、子どもたちが求めるもの」

洞庭 澄子 （どうにわ すみこ）

10:30-12:00@セミナールームB

パネリスト

県立高校教諭。
金沢二水高等学校勤務（教育相談担当・国語）。
十数年前からＬＧＢＴについて、担任・教科担任の立場で生徒に伝える活動を続ける。
よりよく生きるために、ＬＧＢＴ当事者ではない者にできることは何かを常に模索中。
1967年生まれ能登出身の二児の母。

鈴木 茂義 （すずき しげよし）

パネリスト

公立小学校非常勤講師。東京都世田谷区男女共同参画センターらぷらす相談員。
専門は特別支援教育、教育相談、教育カウンセリングなど。1978年茨城県生まれ。文
教大学教育学部卒業。14年間の正規小学校教諭として勤務を経て現職。教員16年目。
教育研究会や教育センターでの講師経験も多い。学校に勤務しながらLGBTや教育に関
する講演活動を行い、性の多様性やより良い「生き方」「在り方」について参加者と
共に考えている。

森田 一矢 （もりた かずや）

パネリスト

金沢大学医薬保健学域医学類３年生。大学公認サークルThink about yourself代表。
主にSTIやセクシャル・マイノリティといった性に関する問題を医学生の立場から、高
校生に対してpeer educationを行っている。第36回日本思春期学会・学術総会にて同
団体の成果を口演。教育活動のほか、医学類における研究医養成プログラム（MRT:
medical research training）に所属。河崎洋志 教授の研究室にて脳の発生について研
究するなど、活動は多岐にわたる。1996年静岡県生まれ。静岡県立沼津東高校卒業。

谷口 洋幸 （たにぐち ひろゆき）

モデレーター

高岡法科大学法学部教授。日本学術会議連携会員。岐阜県生まれ。
中央大学大学院修了、博士（法学）。日本学術振興会特別研究員（PD・学習院大学）、
クィーンズランド大学（オーストラリア）批判文化学研究所客員研究員、早稲田大学
比較究所助手を経て、現職。専門領域はジェン ダー法学、国際人権法学。ジェンダー
法学会理事。今年9月に日本学術会議から 出された提言書『性的マイノリティの権利
保障をめざして婚姻・教育・働を 中心に』の作成メンバー。

セッション②

「2020年を見据えた、スポーツ・文化を通した教育のあり方」

馳 浩

（はせ ひろし）

13:00-14:30 @セミナールームB

パネリスト

衆議院議員。LGBTに関する課題を考える議員連盟 会長。
星稜高校入学後アマチュアレスリングを始め高校三年で国体優勝。専修大学ではレス
リング部の主将を勤める傍ら教員免許取得。1984年 3月専修大学卒業後、母校星稜高
校で国語科教員として教鞭をとる。1984年ロス五輪アマレス・グレコローマン90kg
級で出場、その時の経験から『勝つためだけでなく、人に感動を与えるためにスポー
ツをしたい』と翌年1985年、長州力率いるジャパンプロレスの門を叩きプロレスラー
に転身。1995年７月第17回参議院議員通常選挙石川県選挙区より自民党の推薦を受
け出馬、現職候補との激しい選挙戦の末初当選。後に自民党入党。2015年10月、第
３次安倍改造内閣において文部科学大臣・教育再生担当大臣就任。2017年４月より自
由民主党 石川県連会長。また、同年８月より自由民主党 教育再生実行本部長に就
任。

藤原 和士 （ふじわら かずし）

パネリスト

最高視聴回数120万・チャンネル登録5万人超のYouTuber「かずえちゃん」。
福井出身のYouTuber。30歳のとき同性婚が認められているカナダへ語学留学。カナ
ダでの生活を経験し「LGBTの人たちがもっと生きやすい日本にしたい」「いつか同性
婚が認められる日本にしたい」と強く想い、帰国後YouTubeにて動画配信を始めまし
た。「LGBTってもっと身近にいるよ」ってことを多くの方に伝えていきたいと思って
ます。

太田 尚樹

（おおた

なおき）

パネリスト

LGBTをテーマにアニメや記事を配信するエンタメサイト『やる気あり美』を運営。
大阪出身のゲイ。神戸大学卒業後、リクルートに入社。大手結婚式場の集客・出店戦
略のコンサルティグを担当。その後退社し「世の中とLGBTのグッとくる接点」となる
ようなアート、エンタメコンテンツの企画・制作を行う『やる気あり美』を発足。ま
た現在はフリーランスとして、ブランドデザインや雑誌連載など、幅広く活躍中。

杉山 文野 （すぎやま ふみの）

モデレーター

東京レインボープライド共同代表。フェンシング元女子日本代表。
1981年東京都出身。トランスジェンダー。早稲田大学大学院教育学研究科修士課程終
了。「違いを知り、違いを楽しむ場をつくる」を目標に掲げ、飲食店の経営や全国各
地での講演を行うと共に日本最大のLGBT啓発イベントNPO法人東京レインボープライ
ド共同代表や、渋谷区・同性パートナーシップ条例の推進会議委員等も務める。

総括セッション

「地域における SDGs X LGBT

-市民の学びの場づくりとは -」

河上 伸之輔 （かわかみ しんのすけ）

14:45-16:15 @セミナールームB

パネリスト

シナジーコンサルティング株式会社 代表取締役 JC金沢2018年室長 世界で２番め
においしい焼きたてメロンパンアイス ファウンダー 1981年京都市生まれ。大学卒
業後、東京で証券会社に勤務。大学時代から付き合っていた嫁を東京に呼び寄せよう
とするも失敗し、嫁の実家のある石川県へ。貯蓄と投資により30歳で経済的自由を手
に入れセミリタイア。東南アジア放浪を経て、コワーキングスペースを設立。起業家
の相談に乗りながら、自身でも事業を起ち上げ続けている。現在は温泉旅館の再生な
ど、街づくりを考えた投資、事業活動を行っている。

松中 権 （まつなか ごん）

パネリスト

認定NPO法人グッド・エイジング・エールズ代表。「なくそう！SOGIハラ」実行委員
会代表。
1976年、金沢市生まれ。金沢大学附属高校出身。一橋大学法学部卒業後、株式会社電
通に入社。海外研修制度で米国ニューヨークのNPO関連事業に携わった経験をもとに
、2010年、NPO法人を仲間たちと設立。2016年、第7回若者力大賞「ユースリーダー
賞」受賞。2017年6月末に16年間勤めた電通を退社し、二足のわらじからNPO専任代
表に。LGBTと社会をつなぐ場づくりを中心としたこれまでの活動に加え、2020年に
向けたプロジェクト等に取り組む。

岩本 健良 （いわもと たけよし）

パネリスト

金沢大学人間科学系／人文学類准教授。
1962年兵庫県生まれ。関西学院大学社会学部卒業。北海道大学大学院博士後期課程単位
取得退学。金沢大学性的マイノリティ支援ワーキンググループ座長、LGBT法連合会参与、
真宗大谷派金沢教区男女共同参画小委員会委員などを務める。「LGBTの学校生活に関す
る実態調査」、「児童養護施設における性的マイノリティ（LGBT）児童の対応に関する
調査」、「LGBT当事者アンケート調査：2600人の声から」などに携わる。専門領域は
社会学、ジェンダー学。

永井 三岐子 （ながい みきこ）

モデレーター

国連大学サステイナビリティ高等研究所いしかわ・かなざわオペレーティング・ユ
ニット（UNU-IAS OUIK）事務局長。上智大学仏語学科卒業。政策研究大学院大学修
士（国際開発）。JICAモンゴル事務所企画調査員、国連大学グローバル環境情報セン
ター、JICA-JST水分野の気候変動適応作立案システムプロジェクトコーディネーター
など環境分野の国際協力業務に従事。2014年よりUNU-IAS OUIKにて主に生物多様性
保全に関する研究と自治体政策の統合を軸にユニット全体のマネージメントに携わる。
地域にある国連機関の一員としてローカルレベルでのSDGｓ推進の方法を模索中。金
沢市出身。

ネットワーキング・レセプション

「金沢で LGBTと語る、学ぶ、つながる！」 16:30-18:30 @イベントホール (2F)

CHIGA OGAWA （オガワ チガ）

司会

GOLD FINGER プロデューサー
1991年 日本初のWOMEN ONLYイベント「GOLD FINGER」をスタート。90年代からゲ
イカルチャー発信のショップの運営や、アメリカのLESBIAN &GAY雑誌、ゲイフィギュ
アのディストリビューションを手がけ、LGBTのアイデンティティについて長きに渡り理
解の普及に努めている。日本発信のカルチャーを伝えるBEAMS JAPAN のメンバー。
LOVE is LOVE.
CHIGA is CHIGA（www.goldfingerparty.com ）

阿武虎 （あぶとら）

司会

北陸のドラァグクィーン。
北陸のクイーンとして約20年金沢富山福井とイベント出演からTV、ラジオ、雑誌、能登
の赤なまこ石鹸のキャラクターまで活躍は多岐にわたる。金沢片町「Panthera」にて女
将として奮闘中。

◎ SDGsとは
SDGsとは: Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）とは、2015年の国連総会で採択された17項目
からなる開発目標。
1. 貧困をなくす
2. 飢餓をなくす
3. すべての人に健康な生活を
4. すべての人に質の高い教育を
5. ジェンダーの平等
6. すべての人に安全な水とトイレを
7. すべての人にクリーンなエネルギーを
8. 働き甲斐と経済成長
9. 強靭なインフラと持続可能な産業
10. あらゆる不平等をなくす
11. 持続可能な都市づくり
これらの目標は国連加盟各国（193カ国）が協力し達成
12. 持続可能な消費と生産
する国際目標であると同時に、各国の国内課題の解決に 13. 気候変動
向けた取り組みも問われています。日本においても、ブ 14. 海洋資源を守る
ラック企業、人身取引など人権に関わる問題、ジェン
15. 陸の生態系を守る
ダー不平等、7人に1人の子どもが貧困世帯に属し、
16. 平和を維持する
OECD加盟国でも最悪レベルの状況であるなど、解決す 17. ゴール達成のためのあらゆるパートナーシップの強化
べき問題は多いと指摘されています。

◎ LGBTとは
LGBT とは、 Lesbian（レ ズビアン ）・Gay（ゲ
イ ） ・ Bisexual （ バ イ セ ク シ ュ ア ル ） ・
Transgender（トランスジェンダー）の頭文字を
とった、セクシュアル・マイノリティ（性的少数
者）を総称する言葉の一つです。その他にも、好
き に な る 人 の 性 別 （ 性 的 指 向 ： Sexual
Orientation）を問わない方や、自分がどの性別か
という認識（性自認：Gender Identity）が曖昧
な方・決めたくない方、社会的にどの性別で振る
舞いたいか（性表現：Gender Expression）が出
生時の体の性別と違う方など、様々なセクシュア
ル・マイノリティの方が存在します。
大阪市人権だよりKOKOROネット

第31号より

