北海道大学

制定記念 講演会

ダイバーシティ&
インクルージョン

Commemorative Lectures
for the Enactment
of Hokkaido University Declaration
on the Promotion
of Diversity and Inclusion

推進宣言

オンライン

2021年

12月10日

Fri

18 : 30 -20 : 00

◎開会式 18:00-18:20
◎第１回記念講 演

2021年

大学と民族

12月16日

Thu

18 : 30 -20 : 00

◎第 2 回記念講演

大学とユニバーサルキャンパスデザイン
2021年
北海道大学では、人権尊
重の観点から人間社会の
基盤であるとともに「世界

12月20日

◎第 3 回記念講演

Mon

18 : 30 -20 : 00

大学とセクシュアリティ

12月22日

の課題解決に貢 献する」

2021年

大学として不可欠な「多様

◎第 4 回記念講演

性と包摂」の理念につい

◎閉会式 20:00-20:10

Wed

18 : 30 -20 : 00

大学とジェンダー

て、学内構成員の理解を
促進し、国際社会に向け
て本学の決意を発信する

開催方法

オンライン

（12月10日のみ北海道大学学術交流会館での視聴も可）

ことを目的に、
「北海道大学

定

員

各回150名

ダイバーシティ＆インクルー

対

象

北海道大学教職員および学生、一 般の方

ジョン推進宣言」
の制定を

参 加 費

無料

要申し込み・先着順

使用言語

日本語

記念し、
連続 講 演会を開
催します。

お申し込 みはWEB のフォームにて
https://reed.synfoster.hokudai.ac.jp/archives/19070

申し込み受 付後、Zoomウェビナーの視聴URLをお送りします。
【申込期限／各講演会前日の正午まで】
文部科学省科学技術人材育成費補助事業「ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ
（牽引型）
」

北海道大学

ダイバーシティ&インクルージョン推進宣言

制定記念講演会
開会式

2021

12

Fri

18 : 30
20:00
オンライン
12月10日のみ
北海道大学
学術交流会館での
視聴も可

Thu

18 : 30
20:00

第 2回 記 念 講 演

16

オンライン

2021

20

Mon

18 : 30
20:00

第 3回 記 念 講 演

12

山口 淳二 ／北海道大学理事・副学長・人材育成本部長
寳金 清博 ／北海道大学総長
マリ共和国生まれ。国の派遣により北京

講演者

語言大学、南京東南大学で学ぶ。1990 年、
東京で短期ホームステイを経験しマリに

ウスビ・サコ／京都精華大学学長

共通するような下町の文化に驚く。91 年

来日、 9 9 年京都大学大学院工学研究科

グローバル化時代の大学

建築学専攻博士課程修了。博士（工学）。

〜違いを認め合う共生社会を目指して 〜

係性を様々な角度から調査研究している。

聞き手

結城 幸司 ／アイヌ・アート・プロジェクト代表

司

加藤 博文 ／北海道大学 アイヌ・先住民研 究センター長

会

京都精華大学人文学部教員、学部長を経

大学とユニバーサルキャンパスデザイン
講演者

山田 あすか ／東京電機大学未来科学部建築学科教授

Wed

18 : 30
20:00

第4回 記 念 講 演

22

専門は医療・福祉等分野の建築計画、環
境行動で、建築による生活者の支援を研
究。主な賞に、日本建築学会奨励賞、日本
『医療・福祉施設
建築学会学会賞（ 2018）
における利用者本位の建築計画に関する

共生社会の基盤となる
キャンパス・コミュニティ

一連の研究−環境行動、施設計画、制度と
都市環境のスケールを縦断して』
、関東教
育協会業績賞、キッズデザイン賞等。

聞き手

小篠 隆生 ／北海道大学大学院工学研究院准教授

司

菅原 修孝 ／北海道大学理事

会

2016 〜 2020年：奈良女子大学副学長

大学 とセクシュアリティ
講演者

2017 〜 2020年：日本学術会議副会長
学位／博士
（法学）

三成 美 保 ／ 奈良女子大学教授

専門／ジェンダー法学・ジェンダー史・比較法文化論
近著／三成美保編『同性愛をめぐる歴史と法―尊厳

なぜ、
ダイバーシティが必要か？

としてのセクシュアリティ』
明石書店、2015年

〜尊厳としてのセクシュアリティ〜

その解決方法を考える』晃洋書房、2019 年

三成美保編『 LGBT Iの雇用と労働―当事者の困難と
三成美保編『教育とLGBT I をつなぐー学校・大学の

聞き手

鈴木 賢 ／明治大学法学部教授、北海道大学名誉教授

司

瀬名波 栄潤 ／北海道大学大学院文学研究院教授

会

専門は社会政策の比較ジェンダー分析。大

大学 とジェンダー

12

て 2018 年 4 月から現職。

現場から考える』
青弓社、2017 年

オンライン

2021

専門は空間人類学。
「京都の町 家 再 生」
「コミュニティ再生」など社会と建築の関

※聞き手、司会の方は学術交流会館からのご参加です。

2021

12

♦開会の辞
♦式典挨拶

大学と民族
第１回 記 念 講 演

10

18 : 00 18 : 20

Commemorative Lectures
for the Enactment
of Hokkaido University Declaration
on the Promotion
of Diversity and Inclusion

講演者

大沢

学内では総長補佐
（20 00 年度）に続きハラ
スメント防止委員会副委員長、男女共同参

真理 ／ 東京大学名誉教授

画推進委員会基本計画策定専門委員
会座長、男女共同参画推進室長、社会科

ジェンダー平等を推進し、
研究する人生の魅力を高める

学研究所長、大学執行役副学長など。学
外では男女共同参画審議会（専門）委員
、男女共同参画会議影響調
（1995-2000年）

査専門調査会会長
（2001−2004 年）、日本

聞き手

三輪 敦子 ／一般社団法人 SDGs 市民社会ネットワーク共同代表理事

司

長堀 紀子／ 北海道大学人材育成本部ダイバーシティ研究環境推進室特任教授

会

学術会議（連携）会員（ 2005 年−現在）。

オンライン

閉会式

20 : 00 20 : 10

主催
北海道大学人材育成本部ダイバーシティ研究環境推進室

♦閉会の辞

矢野 理香 ／ 北海道大学人材育成本部ダイバーシティ研究環境推進室長

共催
北海道大学大学院文学研究院 応用倫理・応用哲学研究教育センター（CAEP）

