
予約受付：12月1日（日）～14日（日）定員：各日 6名
対象年齢：0歳 3か月くらいから小学校 6年生くらいまで

　申込　：https://sexmi2020.peatix.com

12月1日よりPeatixにて保育チケット（0円）を販売します。お申し込みの際のアンケートに、
お子様の年齢や人数等について記載する欄を設けていますのでご記入下さい。募集期間内
でも先着順にて定員になり次第締め切りとなります。募集期間が短いのでご注意ください。

分科会
GID 診療 : 専門外来ではない
精神科で何が出来るのか

2 人の精神科医、専門外来の織田裕行先生と
大阪市内で診療されている池下克実先生を招
いてのトークセッション。それぞれの役割、
受診目的を整理します。  

調査から見える LGBT の教育課題

教育現場で注目を浴びている 2018 年発表の
三重県での高校生 1 万人の調査結果。長年精
力的に調査を実施している宝塚大学の日高庸
晴教授にこれまでの調査データから、非公開
のものも合わせて今日の教育現場における課
題についてご講演いただきます。  

同性婚とＬＧＢＴの医療・福祉・教育
～親密な関係の法的保障をめぐって～

裁判の状況を報告するとともに、「結婚の自由
をすべての人」に保障するための行程を参加
者の皆さんで共有したいと思います。 

学生と語る大学のいま

近年、大学単位で LGBT 施策が行われていま
す。同時に、SOGI をテーマに研究する学生も
増えました。ここでは学生たちがそれぞれの
専門分野を交えながら、学生と大学のいまを
語ります。LGBT 研究やサークル活動に関心
を持つ (or 現在進めている ) 方、教育関係者
の方にオススメです！

LGBTQ と同性介護

男性には男性、女性には女性の介護が望まし
いとされてきました。じゃあ同性愛者の私は？
トランスジェンダーの私は？そもそも同性っ
てなに？介護を利用する人にも提供する人に
もLGBTQはいます。彼らは何を考え、何を思っ
ているのでしょうか？  

性の多様性の授業実態と新教材
～包括的に SOGI を教えるために～

LGBT という言葉が一般化し、メディアでも
よく見かけるようになった昨今。実際に性の
多様について授業で取り上げている学校の割
合は実際どれぐらいなのか。また、LGBTQ を
包括した新しい性教育教材の紹介と実践報告。  

実践共有：
　LGBTQの高齢者福祉の現場から

高齢者福祉の現場で、LGBTQ の高齢者の存在
はまだまだ可視化されていない。大阪で
LGBTQ の高齢者も対象に介護サービスの提供
をしはじめている地域コミュニティでの取り
組みの報告。介護職、看護職、ソーシャルワー
カーの皆さんにおすすめ！    

ろう LGBTQのつながりと
サポートづくり

全国大会開催、通訳派遣などのこれまでの報
告。その上でネットワークづくりについて考
える。まだまだ全国のろう LGBTQ が繋がりが
足りていない。孤独を感じる人を減らす、多
様性のある環境作り、セーフティーネットの
システムなどについても議論する。  

LGBT と家族形成
～生殖医療と児童福祉～

誰でも自分が選んだ人と家族をつくる権利が
ある。様々な形で家族を持つ / 持とうとして
いる当事者を紹介し、助産師、不妊治療専門
心理士、産科医の立場から、現場の報告と対
話を予定。この分科会をきっかけに、当事者
からの声が高まり、法整備につながることを
願う。  

医療・福祉関係者の
LGBTQとアライ集まれ！

生活のために医療や福祉を利用しないひとは
いません。LGBTQ が利用しやすいサービスや
そのための連携を目指し、医療福祉現場での
セクシュアリティ、ジェンダーの課題につい
て、意見を交わしましょう。現場で支援に関
わる方、支援に興味を持たれている方、職種
に関わらずご参加ください。  

違和・沈黙・模索のライフヒストリー
～LGBTQ、フェミニズム、エイジズムの交差～

メンバー 60 代 3 人の来し方を社会的背景の
変化に沿って説明します。その後、それぞれ
の語りに織り込まれる具体的な経験や問題提
起を参加者と共有する時間を持ちます。  

オーストリアの
LGBTQ難民支援の現場から

長年 LGBTQ 難民支援を行っている立場から地
域によって異なる背景を持つ人々への多言語
での支援、トラウマケア、LGBTQ 難民特有の
困難など、実践の報告。特にサバイバーや自
殺経験者などへのセラビー従事者、心理職、
外国人支援者におすすめ！  

カナダの市立特養でのボランティア
経験から見える「老人ホームでの
LGBT インクルーシブ」の意味と実践

トロントの特別養護老人ホームでボランティ
アとして関わっている立場から、LGBTQ 高齢
者の現状と取り組みについての報告。介護職
のみならず人権教育、外国人対応などの関係
者にもおすすめ。    

就労に関するワークショップ
～就労支援てなに？ LGBTQ

メンタルヘルスに課題がある人々が働きやす
いようにサポートしていく方法が広まってい
ます。それはどんなものなのでしょうか。また、
セクシュアリティと仕事の支援とはどう関連
しているのでしょうか。実際どのように行わ
れているのか分科会で話あいましょう。  

トランスジェンダーと
セックスワーク

トランスジェンダー・セックスワーカーに焦
点を当て、出生時に割り当てられた性別によ
る差異や直面しやすい課題について、フィー
ルドワークやインタビュー調査の結果等をも
とにお話します。  

ポリアモリーの視点から考える
親密な関係の築き方

恋愛や性愛を含む親密な関係を築く上で「当
たり前」とされていることを問い直し、自分
達らしく心地よい関係を築く方法を模索する
パネルディスカッションです。
登壇者：きのコ、安岐あきこ

みなさんに相談です！～セクシュアル
マイノリティ教員の困りごと　

学校で LGBTQ についての教育がだんだんと広
がってくる中で、教員自身の働きやすい職場
づくりはどのようにしていけばよいのか、同
僚、生徒、保護者との関係をどのように調整
していくのか、みんなで知恵と情報と経験を
共有し、つながりを作る機会にしたい。  

米サンフランシスコからの報告―ＬＧＢＴＱ＋
コミュニティでの研究・ボランティアから見えたこと

登壇者は 2013 年から関西を中心に LGBTQ+ コミュニ
ティを取材をした後、2017 年 9 月から今年 8 月まで米
サンフランシスコに留学した。San Francisco State 
University の Sexuality Studies’ Program で学びながら、
現地の NPO でボランティアを経験。現地の人々が、
LGBTQ+ コミュニティ内の人種差別や階級格差などの
課題とどう向き合い、活動しているのか報告する。  

安心出来る住まいを。(仮 )
　
住まいが安定していない、家を出ないと
いけないとき、知り合いがすでに住まい
がないとき、自分や周りはどうしたらよ
いのか知る機会をもてたらと思います。
また、一時保護施設職員の方や自治体職
員の人にも LGBT の状況を知っていただ
きたいと思っています。  

アディクション× LGBTQ
　
アディクションとは嗜癖、依存のことで
す。マジョリティにもいることは当然で
すが、中には LGBTQ の人たちもいます。
それぞれのミーティングではどちらかの
話しかできず困る人がいます。どちらも
持っている当事者の困りごとについて考
えます。  

LGBT 当事者と家族、
それぞれの立場から（仮）

三重県高田高校放送部によって制作された
FTM トランスジェンダーとその母についての
ドキュメンタリーの上映。（全国高校放送大会
NHK 杯 4 位）被写体となった本人たちと放送
部メンバー、卒業生からの発表。  

DSDs（体の性の様々な発達／性分化疾患）
の正確な理解と支援

性自認・性的指向については知識が共有され
つつありますが，DSDs に対しては今でも誤
解や偏見が多いままです。そもそも DSDs と
は何なのか？どのような支援が必要なのか？
最新の医学知識や海外の公的機関の調査結果
を報告します。 

障害者×LGBTQ
　
今まで存在が見えてこなかった障害者であり
LGBTQ である当事者の語りから交差するマイ
ノリティ性を知り考える。病院や福祉サービ
スでの扱い、改善を望む点、工夫しているこ
となど、複数の立場からの発表。医療福祉従
事者や LGBTQ 健常者、異性愛障害者の方ぜひ
どうぞ。

広告
募集中

お申込みは大会サイト
（裏面）から

両日ともに
無料で

一時保育を
行います！

大会プログラムブック（Ａ5 サイズ冊子・500 部発行）に掲載する広告を
募集しています。大会参加者に貴社の活動をアピールしてみませんか。ま
た資金運営の厳しい大会へのサポーターとしてご協力いただけませんか。

　広告代金と大きさ（横×縦）（モノクロ）

 Ａサイズ 20,000 円 ： 1 ページ （154.5ｍｍ×216ｍｍ・天地 3mmヌリタシ含む）
 Ｂサイズ 10,000 円 ： 1/2 ページ （142.5mm×100ｍｍ）
 Ｃサイズ 5,000 円 ： 1/4 ページ （69ｍｍ×100ｍｍ）
 Ｄサイズ 2,500 円 ： 1/8 ページ （69ｍｍ×48ｍｍ）

※ご希望の方は、大会サイトにバナー掲載もいたします。（無料）（サイズ：234 x 60 pixel）


