
主たる分野 テーマ 講師名 講師所属 備考 実施主体

同和問題・差別論 ヒトはなぜ差別するのか　差別意識から考える 八木晃介 花園大学文学部教授 人権啓発指導者養成研修会 府人権啓発推進室

同和問題・差別論 人はなぜ差別するのか 八木晃介 花園大学文学部教授 建設業者人権研修 府土木建築部

同和問題・差別論 「ヒトはなぜ差別をするのか～差別意識から考え
る」

八木晃介 花園大学文学部教授 府営工業団地立地企業人権問題研修 府企業局

同和問題・差別論 ヒトはなぜ差別するのか－差別意識から考える－
／差別意識について

八木晃介 花園大学文学部教授 人権問題職場研修 府土木建築部

同和問題・差別論 宗教と人権 葛城天快 差別をなくす奈良県宗教者連絡会議役員 宗教法人関係者人権問題研修会 府総務部

同和問題・差別論 人の世に熱と光を！ 清原隆宣 （財）水平社博物館評議員 宗教法人関係者人権問題研修会 府総務部

同和問題・差別論 ヒトはなぜ差別するのか－差別意識から考える－
／差別意識について

八木晃介 花園大学文学部教授 人権問題職場研修 府教育委員会
（総務企画課）

同和問題・差別論 教科書における同和問題の記述変化の背景につ
いて

吉田栄治郎 奈良県立同和問題関係史料センター所長
（財）世界人権問題研究センター嘱託研究員

人権問題職場研修 府教育委員会
（総務企画課）

同和問題・差別論 同和問題と人権 吉田栄治郎 奈良県立同和問題関係史料センター所長
（財）世界人権問題研究センター嘱託研究員

人権問題職場研修 府企画環境部

同和問題・差別論 ｢バリアとしての同和問題」 田中和男 （財）世界人権問題研究センター客員研究員
龍谷大学非常勤講師

京都府企業内人権問題啓発セミナー 府府民労働部

同和問題・差別論 同和問題の現状と課題　／これからの同和問題
と人権問題

灘本昌久 京都産業大学文化学部教授 人権問題職場研修 府中丹広域振興局
（綾部地域総務室）

同和問題・差別論 部落問題のパラダイム転換－「部落とは何か、部
落民とは何か」－

野口道彦 （財）世界人権問題研究センター客員研究員
大阪市立大学大学院創造都市研究科教授

人権問題特別研修 府研修・研究支援センター

同和問題・差別論 同和問題の現状と課題　／これからの同和問題
と人権問題

灘本昌久 京都産業大学文化学部教授 人権問題特別研修 府研修・研究支援センター

同和問題・差別論 ヒトはなぜ差別するのか－差別意識から考える－
／差別意識について

八木晃介 花園大学文学部教授 人権問題特別研修 府研修・研究支援センター

同和問題・差別論 被差別民衆の芸能と文化 山路興造 （財）世界人権問題研究センター嘱託研究員
佛教大学非常勤講師

人権問題特別研修 府研修・研究支援センター

同和問題・差別論 同和問題と現代社会 手島一雄 （財）世界人権問題研究センター客員研究員
立命館大学非常勤講師

人権問題連続講座（第２回） 京都市

同和問題・差別論 差別って一体なんやねん 川口泰司 山口県人権啓発センター事務局長 人権文化講演会 福知山市

同和問題・差別論 わたしが変わるわたしが変える 熊本里抄 近畿大学人権問題研究所 人権文化講演会 福知山市

同和問題・差別論 今、何が求められているか 田村正男 ジャーナリスト 人権文化講演会 福知山市

同和問題・差別論 新ちゃんのお笑い人権高座 露の新治 （社）上方落語協会 人権文化講演会 福知山市

同和問題・差別論 あーよかったなあなたがいて 仲島正教 元気が一番塾主宰 人権文化講演会 福知山市

同和問題・差別論 あした元気になあれ 松村智広 （財）反差別人権研究所みえ 人権文化講演会 福知山市

同和問題・差別論 正義と平等　－人権問題の解決を目指して－ 菱山謙二 元筑波大学大学院教授 舞鶴市

同和問題・差別論 「きっと笑って会える日を」
～結婚差別を乗り越えて～

井上　泰子 箕面市立萱野中央人権文化センター 綾部市職員人権
問題・人権啓発研修

綾部市

同和問題・差別論 身のまわりを考えよう！
「もうちょっとがんばろうか！」

北川　亮佑 奈良県御所文化センター 栗文化センター
人権問題講演会

綾部市

同和問題・差別論 一人ひとりの人権を今一度考えてみよう 秦　正音 福知山人権擁護委員協議会 物部人権・同和問題
講演会

綾部市

同和問題・差別論 母さん　笑って 小林泉 女優 楽しく学ぶ人権講座 宇治市

同和問題・差別論 人の世に熱と光を！ 清原　隆宣 西光寺副住職 人権研修会 亀岡市

同和問題・差別論 部落問題・本音とたてまえ 参加型人権学習企画
グループ
「プ セ

参加型人権学習企画グループ
「プロセス」

人権セミナー 亀岡市

同和問題・差別論 フィールドワーク～被差別部落の人々から学ぶ～ 参加型人権学習企画
グループ
「プ セ

参加型人権学習企画グループ
「プロセス」

人権セミナー 亀岡市

同和問題・差別論 けがれと差別～”差別化”の意味を考える～ 辻ミチ子 元京都文化短期大学教授 人権教育指導者研修会 亀岡市

平成１８年度人権問題講演会、研修会の状況（同和問題・差別論）



主たる分野 テーマ 講師名 講師所属 備考 実施主体

平成１８年度人権問題講演会、研修会の状況（同和問題・差別論）

同和問題・差別論 人権問題とわたし、そしてあなた 宮前千雅子 関西大学非常勤講師 人権啓発講演会 亀岡市

同和問題・差別論 部落差別と女性差別～今、求められる視点とは？ 宮前千雅子 関西大学非常勤講師 人権教育講座 亀岡市

同和問題・差別論 差別って一体なんやねん～若者からのメッセージ～ 川口泰司 山口県人権啓発センター事務局長 社会教育団体指導者研修会 長岡京市

同和問題・差別論 「部落に生まれて」 新谷章恵 同和・人権啓発事業 八幡市

同和問題・差別論 「文字は私の宝物」 山本栄子 京都市人権啓発コーディネーター 同和・人権啓発事業 八幡市

同和問題・差別論 きっと笑って会える日を
～結婚差別の体験を通して～

井上泰子 箕面市立萱野中央人権文化センター じんけん講演会 京田辺市

同和問題・差別論 文字は私の宝物－自分の歩んだ道 山本栄子 京都市人権啓発コーディネーター 京田辺市人権教育研究会研修会 京田辺市

同和問題・差別論 字が書けるのって当たり前のこと？ 渡辺 　毅 NPO京都人権啓発センター ネットからすま わくわくワークショップ 京田辺市

同和問題・差別論 輝いて生きるために 江嶋修作 解放社会学研究所所長 人権旬間講演会 南丹市

同和問題・差別論 あした元気になあれ 松村智広 （財）反差別・人権研究所みえ 木津町人権啓発協議会 木津川市

同和問題・差別論 「結婚差別は今･･･相談事業kakekomi寺から」 大賀喜子 ネットワーク「kakekomi寺…結婚差別」 代表 人権講座「きらめき」 井手町

同和問題・差別論 「人・であい・きずな」～歌と語りを通して～ 津知隆一 京都市立第三錦林小学校 教頭 井手町人権のつどい 井手町

同和問題・差別論 「部落史を学ぼう！　古代・中世編」「部落史を学
ぼう！　近世編」

灘本昌久 京都産業大学 文化学部教授 部落史連続講座
「井手の部落史を学ぼう！」

井手町

同和問題・差別論 「部落史を学ぼう！　近代編」 鷲山靖之 円覚寺 住職  部落史連続講座
「井手の部落史を学ぼう！」

井手町

同和問題・差別論 「部落史を学ぼう！　現代編１」 中村義孝 京都市立洛陽工業 教諭  部落史連続講座
「井手の部落史を学ぼう！」

井手町

同和問題・差別論 「部落史を学ぼう！　現代編２」 西島藤彦 京都部落問題研究資料ｾﾝﾀｰ 顧問  部落史連続講座
「井手の部落史を学ぼう！」

井手町

同和問題・差別論 「人権落語」 桂　三扇 （社）上方落語協会 笠置町同推協委員研修会 笠置町

同和問題・差別論 「部落問題の解決を約束する人権教育の推進を」 寺澤亮一 （財）奈良・人権部落解放研究所 和束町

同和問題・差別論 地域社会と人権～民生児童委員の役割から～ 吉田栄治郎 奈良県立同和問題関係史料センター所長
（財）世界人権問題研究センター嘱託研究員

民生児童委員協議会人権研修会 精華町



主たる分野 テーマ 講師名 講師所属 備考 実施主体

女性 女性の再チャレンジ 吉田秀子 ＮＰＯ法人働きたいおんなたちのネットワーク理事長 人権啓発指導者養成研修会 府人権啓発推進室

女性 職場におけるセクシャルハラスメント／セクシャル
ハラスメント

井上　摩耶子 ウィメンズカウンセリング京都代表 人権問題職場研修 府知事直轄組織

女性 職場におけるセクシャルハラスメント／セクシャル
ハラスメント

井上　摩耶子 ウィメンズカウンセリング京都代表 人権問題職場研修 府府民労働部

女性 男女が人権尊重できる社会作り 八島一美 京都府女性総合センター館長 消防職員初任教育及び専科教育 府総務部

女性 DVについて 瀬崎光義 府婦人相談所所長 消防職員初任教育及び専科教育 府総務部

女性 セクシャルハラスメント　／セクシャルハラスメント
の理解と対応

周道　由美子 ウィメンズカウンセリング京都カウンセラー 人権問題職場研修 府府民労働部

女性 セクシャルハラスメント　／セクシャルハラスメント
の理解と対応

周道　由美子 ウィメンズカウンセリング京都カウンセラー 人権問題職場研修 府農林水産部
（耕地課・林務課）

女性 セクシャルハラスメントの理解と対応 十河　博子 ウィメンズカウンセリング京都臨床心理士 人権問題職場研修 府農林水産部
（農政課）

女性 セクシャルハラスメントの理解と対応 竹之下　雅代 ウィメンズカウンセリング京都カウンセラー 人権問題職場研修 府農林水産部
（耕地課・林務課）

女性 ＤＶ被害者支援の視点と援助の仕方 今西康子
（フェミニストカウンセラー）

ウィメンズカウンセリング京都 5/16平成１８年度第
１回 ＤＶ被害者支援専門研修

府保健福祉部

女性 ＤＶ被害者を通して見た加害者像
弁護士の立場から

中川朋子（弁護士） 京都弁護士会両性の平等に関する委員会委員長 10/6平成１８年度第
３回 ＤＶ被害者支援専門研修

府保健福祉部

女性 「ドメスティック・バイオレンス対策の現状と課題」 中村　正 立命館大学産業社会学部　現代社会学科教授 民生委員・児童委員協議会代表者研修会 府保健福祉部

女性 ＤＶ被害者を通して見た加害者像
精神科医の立場から

平木久代（精神科医） 京都府婦人相談所嘱託医 10/6平成１８年度第
２回 ＤＶ被害者支援専門研修

府保健福祉部

女性 セクシャルハラスメントをなくすために－教職員の
責任と役割－

小林　明子 ウィメンズカウンセリング京都カウンセラー 人権問題職場研修 府立医科大学

女性 男女共同参画社会の形成に向けて 吉田　秀子 ＮＰＯ法人働きたいおんなたちのネットワーク理事長 人権問題職場研修 府教育委員会
（総務企画課）

女性 ドメスティックバイオレンスについて 西野恭司 京都市西京区洛西支所福祉部福祉介護課長 人権月間研修会 京都市

女性 男女ともにはたらきやすい職場づくりをめざして 大川智司 クロイ電機株式会社執行役員管理部長 企業内人権研修推進者
連続講座PART２（第３回）

京都市

女性 21世紀の女の生き方・男のいきかた
～男女共同参画社会を目指して～

伊藤公雄 京都大学大学院文学研究科・文学部教授 人権を考える講演会 京都市

女性 デートＤＶの現状と課題
あなたは「イヤッ」って言える？

大脇美保 弁護士 ＫＹＯのあけぼの大学地域講座 福知山市

女性 これが私の生きる道
～これからの夫婦、これからの家族～

亀山房代 タレント 第９回はばたきフェスティバル兼福知山市 福知山市

女性 女だからってあきらめていませんか？
男だからって我慢していませんか？

源　淳子 関西大学人権問題研究室 はばたきセミナー 福知山市

女性 男の家事で家庭が変わる！社会が変わる！ 山田　亮 京都創成大学非常勤講師 はばたき推進講座 福知山市

女性 「夫婦で考える居場所づくり」 今西幸蔵 天理大学教授 人権を考えるセミナー
あいアカデミー特別講座
（第 回）

綾部市

女性 みんなで創る地域と暮らし 浅野令子 淡海文化振興財団常務理事 男女共同参画セミナーⅡ 宇治市

女性 働く女性のメンタルヘルス 有賀やよい 精神科医 女性と健康セミナーⅠ 宇治市

女性 しぐさで読む源氏物語 安藤　徹 龍谷大学助教授 男女共同参画セミナーⅦ 宇治市

女性 はじめて学ぶジェンダー論 伊田広行 立命館大学非常勤講師 男女共同参画セミナーⅠ 宇治市

女性 働く女性のヴォイストレーニング 金森順子 こえをだしてほんをよむ会代表 男女共同参画セミナーⅣ 宇治市

女性 癒しのボディワーク 栗岡多恵子 Ｂｒｉsａ　ブリーザ主宰 女性と健康セミナーⅢ 宇治市

女性 ＤＶ被害を生き延びるために 翼ゆめ ＤＶサバイバー 女性に対する暴力をなくす運動関連事業 宇治市

平成１８年度人権問題講演会、研修会の状況（女性）



主たる分野 テーマ 講師名 講師所属 備考 実施主体

平成１８年度人権問題講演会、研修会の状況（女性）

女性 みんなで気づく・考える
「結婚って何？主婦って何？」

遠矢家永子 ＮＰＯ法人ＳＥＡＮ代表 男女共同参画セミナーⅤ 宇治市

女性 「うつ病」について 友久久雄 京都大学附属病院医師 女性と健康セミナーⅡ 宇治市

女性 シングルマザーからげんきと勇気のおすそわけ 西本好江 ＮＰＯ法人子どもサポートプロジェクト副理事 男女共同参画セミナーⅢ 宇治市

女性 私をとりまく親子関係 村本邦子 女性ライフサイクル研究所所長 男女共同参画セミナーⅥ 宇治市

女性 ＤＶ被害を生き延びるために 山本八重子 いくの学園サポーター 女性に対する暴力をなくす運動関連事業 宇治市

女性 男女共同参画は女性も男性も
生きやすい

中村　正 立命館大学産業社会学部　現代社会学科教授 男女共同参画フォーラム 宮津市

女性 女性の人権・子どもの人権
～なぜ女の子（女性）がねらわれるの？～

井上摩耶子 ウィメンズカウンセリング京都代表 ゆう・あいセミナー 亀岡市

女性 私の取材ノートから 江川紹子 ジャーナリスト ゆう・あいフォーラム２００６ 亀岡市

女性 夫のかわりはおりまへん
～妻の介護体験を通して～

江村利雄 前高槻市長 ゆう・あいセミナー 亀岡市

女性 「ヤワラちゃん」にみる男女共同参画
～ジェンダーってなあに？～

大山治彦 四国学院短期大学助教授 ゆう・あいセミナー 亀岡市

女性 落語界における男女共同参画 桂　三扇 （社）上方落語協会 ゆう・あい地域講座 亀岡市

女性 「話し合いのお作法を学ぼう」講座
～お仕事や地域活動に、
明日使えるコミュニケーション術～

川端　美智子 ㈱ライフキャリアデザイン・アソシエイツ代表取締役 女性のためのスキルアップセミナー 亀岡市

女性 あなたは自分が好きですか？
自分をもっとよく知ろう！
あなたの対人関係パターンは？
コミュニケーションの改善にトライしてみよう！

竹之下雅代 フェミニストカウンセラー
（ウィメンズカウンセリング京都）

女性のための自己表現セミナー 亀岡市

女性 女の子らしく？男の子らしく？その子らしく！！ 峯田美香 NPO法人アートフルＦ
代表理事

人権セミナー 亀岡市

女性 子育て期の女性たちの再チャレンジ
～きっかけは週２時間の有償サポート～

吉田秀子 ＮＰＯ法人「働きたいおんなたちのネットワーク」理事長 ゆう・あいセミナー 亀岡市

女性 女性に対する暴力をなくす運動 李　福美 八尾市人権学習塾 城陽市

女性 ゴキゲンな心とからだ 大田裕子 京都府助産師会会長 城陽市

女性 メディアリテラシー 小川真知子 コマーシャルの中の男女役割を問い直す会 城陽市

女性 地域活動 小山琴子 おんなの目で大阪の街を創る会代表 城陽市

女性 ゴキゲンな心とからだ 澤田 いづみ てらのうち診療所 城陽市

女性 「夢を未来へつなぐ」 島崎今日子 ノンフィクションライター 城陽市

女性 私さがし てんのひろみ アトリエ　Step One 城陽市

女性 「夢を未来へつなぐ」 金　香百合 （財）大阪ＹＭＣＡ職員 城陽市

女性 結婚と家族 竹村景子 大阪外国語大学助教授 男女共同参画講座 向日市

女性 教えて、遥さん！女と男のいい関係 遙　　洋子 タレント・作家 女と男のいきいきフォーラム 向日市

女性 自分らしく働き続けるために 福沢恵子 東京家政大学人間研究所助教授 男女共同参画週間記念講演会 向日市

女性 トークと歌 大西由香里 声楽家 男女共同参画フォーラム２００６ 長岡京市

女性 これからどうなる　女と男　 小倉千加子 心理学者　医学博士 男女共同参画フォーラム２００６ 長岡京市

女性 これって、ＤＶじゃないの 交野さんかく座 劇団交野さんかく座 ＤＶ講座 長岡京市



主たる分野 テーマ 講師名 講師所属 備考 実施主体

平成１８年度人権問題講演会、研修会の状況（女性）

女性 女性の元気が社会を変える 樋口恵子 評論家、東京家政大学名誉教授、「高齢社会をよくする女性の会」理事長 京たなべ男女共同参画週間 京田辺市

女性 男女共同参画社会 朝倉　慶 朝倉ゼミナール研究所 男女共同参画セミナー 京丹後市

女性 「男女共同参画社会に向けて」
～自分らしく生きるために～

岡野あつこ NPO法人日本家族問題相談連盟 男女共同参画フォーラム 南丹市

女性 「ＤＶ」
～女性への影響、子どもへの影響～

村本邦子 女性ライフサイクル研究所所長 人権講座「きらめき」 井手町

女性 「ドメスティック・バイオレンス」
～女性に対する人権侵害～

今西康子 ウイメンズカウンセリング京都
カウンセラー

いづみふれあい学級 井手町

女性 これからの女性・男性の生き方 伊田広行 立命館大学非常勤講師 人権啓発推進委員会総会記念講演会 精華町

女性 ＤＶ被害者の立場から 井上摩耶子 ＮＰＯ法人ウイメンズカウンセリング京都代表
京都府ＤＶ基本計画検討委員

ＤＶを考えるつどい 京丹波町



主たる分野 テーマ 講師名 講師所属 備考 実施主体

子ども 子どもと人権 津崎哲郎 花園大学社会福祉学部教授 人権啓発指導者養成研修会 府人権啓発推進室

子ども 輝く子ども時代のために ～大人の知恵と愛情を
～

安保千秋 弁護士法人都大路法律事務所弁護士 私立幼稚園人権教育研修会 府総務部

子ども 母子保健事業における児童虐待の予防
虐待してしまう親への理解と支援
虐待された子ども 人権 理解

岩室紳也 ヘルスプロモーション研究センター 保健機関等職員研修 府保健福祉部

子ども 「子どもの人権について」「児童虐待とこどもの人権 川﨑二三彦 府宇治児童相談所　相談判定課 部内関係団体研修
民生委員・児童委員人権問題啓発研修会

府保健福祉部

子ども 自閉症の理解のために 渋谷道典 与謝の海養護学校 保育所職員研修 府保健福祉部

子ども 「児童の人権をめぐる今日的課題」 高橋正記 府宇治児童相談所　相談判定課 民生委員・児童委員人権問題啓発研修会 府保健福祉部

子ども 大切にしたい保育空間（環境） 辻井　正 辻井子ども総合研究所 保育所職員研修 府保健福祉部

子ども 「児童虐待問題と民生・児童委員活動について」 角田宏志 京都府民生児童委員協議会 民生委員・児童委員人権問題啓発研修会 府保健福祉部

子ども 今、親と子ども達は・・・ 中川信雄 宮之阪教育相談所 保育所職員研修 府保健福祉部

子ども 自閉症の理解のために 中西満壽美 与謝の海養護学校 保育所職員研修 府保健福祉部

子ども 子育ての絆 松村淳子 府こども未来室 保育所職員研修 府保健福祉部

子ども 子どもが輝くために 森内桂子 高槻市立川西保育所 保育所職員研修 府保健福祉部

子ども 保育所における個人情報の取扱い 由良尚文 淀屋橋総合法律事務所 保育所職員研修 府保健福祉部

子ども 「子どもの人権と児童福祉施設～子育ての現場
から～」

櫛田恵理子 峰山乳児院 民生委員・児童委員人権問題啓発研修会 府保健福祉部

子ども 「子どもの人権」 西川　満 社会福祉法人盛和会 京都大和の家施設長 商工業関係団体役職員等人権啓発研修会 府商工部

子ども 「子どもの人権」 定本ゆきこ 京都少年鑑別所 法務技官 商工業関係団体役職員等人権啓発研修会 府商工部

子ども 「子どもの人権」 桑原教修 社会福祉法人舞鶴学園施設長 商工業関係団体役職員等人権啓発研修会 府商工部

子ども 「企業の子育て支援」 大川智司 クロイ電機株式会社 管理部長 商工業関係団体役職員等人権啓発研修会 府商工部

子ども 「企業の子育て支援」 野崎治子 株式会社堀場製作所人事教育部長 商工業関係団体役職員等人権啓発研修会 府商工部

子ども 「企業の子育て支援」 平野　卓 株式会社日進製作所 総務部長 商工業関係団体役職員等人権啓発研修会 府商工部

子ども 「企業の子育て支援」 中道教顕 オムロン株式会社 人事勤労部長 商工業関係団体役職員等人権啓発研修会 府商工部

子ども 「声のむこうに」～チャイルドラインに届けられる
子どもたちの声～

外村まき ＮＰＯ法人京都子どもセンター事務局長 農林漁業関係団体職員人権研修会 府農林水産部

子ども 少年警察・少年相談実務 警察官 京都府警察本部 少年課研修 府警察本部

子ども 人権問題 西川　満 児童養護施設・乳児院　京都大和の家施設長 一般職員Ⅰ（総合） 府研修・研究支援センター

子ども 子どもの命を守ることの大切さについて 山中康裕 京都大学名誉教授　京都ヘルメス研究所所長 管理職特別研修 府研修・研究支援センター

子ども 施設で暮らす子どもの人権 桑原教修 社会福祉法人舞鶴学園施設長 人権問題特別研修 府研修・研究支援センター

子ども なぜ児童虐待は起こるのか？－子どもの人権を
考える－　　／現代社会と児童虐待～子どもの人
権 考

橋本和明 花園大学　教授 人権問題職場研修 府立医科大学

子ども なぜ児童虐待は起こるのか？－子どもの人権を
考える－　　／現代社会と児童虐待～子どもの人
権 考

橋本和明 花園大学　教授 人権問題職場研修 府乙訓地域総務室

子ども 声の向こうに 外村まき ＮＰＯ法人京都子どもセンター事務局長 人権問題職場研修 府農林水産部
（京都林務事務所）

子ども 子どもの気持ちによりそって 浜田　進士 聖和大学人文学部　助教授 人権問題職場研修 府教育委員会
（山城教育局）

子ども 子どもの人権を考えた家庭のあり方 川端　隆 京都教育大学　助教授 人権問題職場研修 府教育委員会
（南丹教育局）

平成１８年度人権問題講演会、研修会の状況（子ども）



主たる分野 テーマ 講師名 講師所属 備考 実施主体

平成１８年度人権問題講演会、研修会の状況（子ども）

子ども 「子どもの人権」～不登校の課題とその解決に向
けての取組から学ぶ～

中垣ますみ 京丹後市立網野中学校　教頭 人権問題職場研修 府教育委員会
（中丹教育局）

子ども 子どもの人権 竹中龍平 福知山児童相談所相談判定課　判定指導係長 人権問題職場研修 府丹後広域振興局

子ども 子どもの人権を守るために 鎌田得宏 福知山児童相談所相談判定課　相談係長 人権問題職場研修 府丹後広域振興局

子ども 子どもの人権を考える 安保千秋 弁護士、京都弁護士会「子どもの権利委員会」副委員長 人権学習会 京都市

子ども 10代の子どもたち～障害と非行の体験を通して～ 笹岡郁子 人材育成会社「ノモ・ソリューション」代表 北区民人権学習会 京都市

子ども 子どもの安全のために地域ができること 山本健治 ニュースコメンテーター 中京福祉まつり人権を考えるつどい 京都市

子ども 施設入所児童の家族支援のあり方 津崎哲郎 花園大学社会福祉学部教授 児童相談所職員研修所 京都市

子ども 子どもを理解しようとしていますか？ 渡辺　毅 NPO法人京都人権啓発センターネットからすま専務理事 和い輪い人権学習会 京都市

子ども 見逃さないで！子どもの心のSOS 明橋大二 医師、カウンセラー 笑顔いっぱい元気いっぱい保育フェスタ 京都市

子ども 家族再統合の実際 木全　繁 東京都児童相談センター治療指導課指導係長 児童相談所職員研修所 京都市

子ども 子どもの人権を考える 大槻美江子 福知山市教育委員会指導主事 人権講演会 福知山市

子ども 笑顔で楽しむ子育てを 大槻美江子 福知山市教育委員会指導主事 人権講演会 福知山市

子ども 家族がみんな大切にされていますか？ 泰正音 人権擁護委員 人権講演会 福知山市

子ども 地域も家庭もいきいきと 鉄川重利 人権擁護委員、立命館大学非常勤講師 綾部地区人権教育
研修会

綾部市

子ども いじめはやめよう 道林純子 人権擁護委員 人権問題講演会 宮津市

子ども カウンセリングの現場から見た子どものいま 桶谷　守 京都市教育相談総合センター　カウンセリングセンター長 人権教育講座 亀岡市

子ども 人がいて、ぬくもりがあって・・・ 千葉紘子 歌手・篤志面接委員・保護司 出会い・発見・共生　人権を考える　第24回亀
岡市女性集会

亀岡市

子ども こどものさけび　　聞こえますか 深田昭一 心理分析室・深田昭一事務所 人権教育学習講座 八幡市

子ども 子どもの視点に立って～安全・安心を～ 麻田 知寿子 ＮＰＯ法人きょうとＣＡＰ～子どもの人権・暴力防止代表 人権問題研修会 京田辺市

子ども 輝く命のために 新井 宗平・山本かずみ 元ＮＨＫ歌のお兄さん・歌のお姉さん 人権を考える集い 京田辺市

子ども いつからでもやりなおせる子育て 池添 素 らく相談室主宰 子育て講演会 京田辺市

子ども 子どもの人権 平川洋児 親子人間学研究所長 人権講演会 京丹後市

子ども 子どもの人権と家庭（地域社会のあり方） 栗本敦子 ＶＡＷ研究所 加茂町人権啓発協議会 木津川市

子ども 子どもの人権は守られていますか 田上時子 女性と子どものエンパワメント関西 木津町人権啓発協議会 木津川市

子ども 「子どもの心の成長と乳幼児期の親子関係」 工藤充子 ＮＰＯ法人ほっとスペースゆう」理事長 井手町解放保育研究集会
記念講演会

井手町

子ども 「中国における一人っ子政策と子どもの人権」 崔　善今 京都府名誉友好大使 いづみふれあい学級 井手町

子ども 子どもが危ない時代～まわりの大人にできること～ 山本健治 フリーライター 第１回人権講座 精華町

子ども みんなで考えよう地域の輪・人の輪
～男女共同参画で、福祉による地域づくり～

亀山房代 タレント きらりフォーラム２００７ 京丹波町

子ども 心のつながりを求めて 瀬川文子 親業シニアインストラクター 人権問題を考えるつどい 与謝野町



主たる分野 テーマ 講師名 講師所属 備考 実施主体

障害者・高齢者 高齢者の権利擁護を考える 池田直樹 弁護士 人権啓発指導者養成研修会 府人権啓発推進室

障害者・高齢者 地域で暮らす 廣瀬明彦 花園大学社会福祉学部助教授 人権啓発指導者養成研修会 府人権啓発推進室

障害者・高齢者 共に輝き、共に育つために～福祉現場からの提言～ 徳川輝尚 身体障害者療護施設こひつじの苑施設長 専修・各種学校人権教育研修会 府総務部

障害者・高齢者 「悲しみをわかちあえますか」 永和良之助 佛教大学　社会福祉学部　教授 民生委員・児童委員人権問題啓発研修会 府保健福祉部

障害者・高齢者 精神障害者の自立支援について 佐藤　　純 ノートルダム女子大 生活保護関係職員事務研修会 府保健福祉部

障害者・高齢者 高齢者虐待の発見と対応 津村智恵子 大阪市立大学 社会福祉施設等役職員研修
市町村社会福祉協議会役職員研修

府保健福祉部

障害者・高齢者 人権尊重と社会連帯性をふまえて 徳川輝尚 身体障害者療護施設　こひつじの苑 社会福祉施設等役職員研修
市町村社会福祉協議会役職員研修

府保健福祉部

障害者・高齢者 高齢者の虐待を防ぐ－専門職の役割と課題－ 山口光治 淑徳大学 社会福祉施設等役職員研修 府保健福祉部

障害者・高齢者 「成年後見制度と人権について」 吉岡　宗輝 （社）成年後見センターリーガルサポート京都支部 民生委員・児童委員人権問題啓発研修会 府保健福祉部

障害者・高齢者 手話と人権 高田　英一　／　有瀧　美栄 （社福）全国手話研修センター　常務理事／手話通訳士 人権問題職場研修 府議会事務局・監査委員事務
局
事委員会事務障害者・高齢者 自閉症に関する教養 医師 自閉症協会 警察学校研修 府警察本部

障害者・高齢者 高齢者疑似体験 担当者 （株）大井製作所 警察学校研修 府警察本部

障害者・高齢者 手話講習 聴覚言語障害者 教養課研修 府警察本部

障害者・高齢者 手話講習 民間手話指導員 教養課研修 府警察本部

障害者・高齢者 ぼけても心は生きている 高見　国生 （社）認知症の人と家族の会　代表理事 人権問題職場研修 府自動車税管理事務所

障害者・高齢者 高齢者をめぐる諸問題／高齢者を取り巻く人権状況と
課題

永和良之助 佛教大学　社会福祉学部　教授 人権問題職場研修 府山城教育局

障害者・高齢者 精神障害者の人権 西澤　心 （福）まいづる福祉会「ワークショップほのぼの屋」　施設長 人権問題職場研修 府乙訓教育局

障害者・高齢者 高齢者をめぐる諸問題／高齢者を取り巻く人権状況と
課題

永和良之助 佛教大学　社会福祉学部　教授 人権問題職場研修 府山城広域振興局
（田辺地域総務室）

障害者・高齢者 ぼけても心は生きている 高見　国生 （社）認知症の人と家族の会　代表理事 人権問題職場研修 府南丹広域振興局

障害者・高齢者 障害者の暮らしとノーマライゼーション 村松　充 中丹広域障害者総合相談支援センター　ゼネラルケアマネージャー 人権問題職場研修 府中丹広域振興局
（福知山地域総務室）

障害者・高齢者 認知症と暮らす 荒綱　清和 （社）認知症の人と家族の会　京都府支部代表 人権問題職場研修 府中小企業総合センター

障害者・高齢者 高齢者の人権－高齢者虐待の視点から－ 土居　正志 高齢者総合福祉施設虹ヶ丘施設長 人権問題特別研修 府研修・研究支援センター

障害者・高齢者 障害者福祉に学ぶ人権擁護の実践について 徳川　輝尚 こひつじの苑　施設長 管理職特別研修 府研修・研究支援センター

障害者・高齢者 ともに生きる社会（京都）をめざして－障害をもつ人た
ちへの差別と人権擁護

谷口　明広 愛知淑徳大学医療福祉学部教授 人権問題特別研修 府研修・研究支援センター

障害者・高齢者 発達障害の理解と対応について 定本　ゆきこ 京都少年鑑別所　精神科医師 人権問題職場研修 府洛南病院

障害者・高齢者 「あなたの可能性は無限大！」人は支え，支えられ ホーキング青山 お笑い芸人 第２０回京都市地域リハビリテーション交 京都市

障害者・高齢者 ともに生きる－盲導犬とのくらし 久保　ますみ 財団法人関西盲導犬協会 講演と映画のつどい 京都市

障害者・高齢者 夢見る力を信じて～盲導犬グレースとともに～ 前川　裕美 作曲家、演奏家 講演と映画の集い 京都市

障害者・高齢者 「あなたの可能性は無限大！」人は支え，支えられ 谷口　明広 愛知淑徳大学医療福祉学部教授 第２０回京都市地域リハビリテーション交 京都市

障害者・高齢者 自分らしく生きる
～高齢者虐待防止活動からのメッセージ～

池田　直樹 弁護士 南区人権講座 京都市

障害者・高齢者 京都ライトハウスの歩みとユニバーサルデザインについ 田尻　彰 社会福祉法人京都ライトハウス理事 人権について考える施設見学会と講演会 京都市

平成１８年度人権問題講演会、研修会の状況（障害者・高齢者）



主たる分野 テーマ 講師名 講師所属 備考 実施主体

平成１８年度人権問題講演会、研修会の状況（障害者・高齢者）

障害者・高齢者 障害のある人にとって暮らしやすい社会とは？ 渡辺　毅 NPO法人京都人権啓発センターネットからすま専務理事 和い輪い人権学習会 京都市

障害者・高齢者 京都ライトハウスの歩みとユニバーサルデザインについ 鈴木　紘一 社会福祉法人京都ライトハウス事務局長 人権について考える施設見学会と講演会 京都市

障害者・高齢者 「あなたの可能性は無限大！」人は支え，支えられ 廣瀬明彦 花園大学社会福祉学部助教授 第２０回京都市地域リハビリテーション交 京都市

障害者・高齢者 高齢者の福祉と人権 藤原義章 社旗福祉施設長 人権講演会 福知山市

障害者・高齢者 歌うことは生きること 森圭一郎 歌手 福知山市福祉まつり 福知山市

障害者・高齢者 「夢に向かって」 寒川　進 ジャトコ株式会社 第３４回障害者福祉を
推進する綾部市民のつどい

綾部市

障害者・高齢者 「輝けいのち　知的障害の長女と
共に生き生かされて」

辻　イト子 タレント、漫才師 人権を考えるセミナー
（第４回）

綾部市

障害者・高齢者 心とこころが通い合う障害者のまちづくり事業 加藤博史 龍谷大学短期大学学部長 障害者啓発講座 宇治市

障害者・高齢者 盲導犬グレースとともに
『夢見る力を信じて』

前川裕美 音楽家 人権市民のつどい 宮津市

障害者・高齢者 皆が共にやさしく生きる社会を築く
　～障害者からの発信～

戸田幸彦 重度障害者多数雇用事業所
（株）かんでんエルハート

人権問題研修会 宮津市

障害者・高齢者 聞こえに障害のある人を囲んで 口丹波聴覚障害者協会　亀岡支部 人権啓発参加・体験講座 亀岡市

障害者・高齢者 こころの耳
～心のバリアフリーを考える～

早瀬久美 薬剤師 人権講演会 亀岡市

障害者・高齢者 「ユニバーサルデザインの思想と住まい・まちづくり」
ユニバーサルデザインの考え方をとおして人権意識
に触れる

檜谷美恵子 大阪市立大学大学院
生活科学研究科助教授

人権研修会 向日市

障害者・高齢者 愛という名の奇跡 奥田良子・勝彦 音楽家 人権問題研究市民集会 長岡京市

障害者・高齢者 盲導犬グレースとともに 前川裕美 作曲家　演奏家 人権のつどい 長岡京市

障害者・高齢者 介助犬アトムと共に生きる 舘林　千賀子 同志社大学大学院生 人権教育学習講座 八幡市

障害者・高齢者 私達と身近な高齢者の人権 中西 豊子 高齢社会をよくする女性の会 京都代表 人権問題研修会 京田辺市

障害者・高齢者 共に働き、共に生きる 黒瀬礼子 奈良市植村牧場（株）代表取締役社長 人権教育研修会 大山崎町

障害者・高齢者 障害のある人たちと歩んできて 森川康雄 社会福祉法人うめの木福祉会 久御山町人権啓発研修会 久御山町

障害者・高齢者 「共に生きる」 岩本　士 ＮＰＯ法人日本サービスドッグ協会 笠置町同推協委員研修会 笠置町

障害者・高齢者 「ダウン症のアニキをもって」 露の団六 （社）上方落語協会 第６回人権を考えるつどい 和束町

障害者・高齢者 「ともどもに高齢を生きる」 中津川敬朗 前山城町教育長 同和教育推進協議会地域別学習会事前 和束町

障害者・高齢者 高齢者介護 篠田弥寿子 日本現代作法会会長 人権教育研修会 南山城村

障害者・高齢者 心に届く愛の音色～難病を乗り越えて～ エスペランサ 自主音楽活動 京丹波町人権講演会 京丹波町

障害者・高齢者 介護 江村利雄 前大阪府高槻市長 ⑱人権問題講演会 伊根町



主たる分野 テーマ 講師名 講師所属 備考 実施主体

外国人 外国籍高齢者府民の人権 仲尾　宏 京都造形芸術大学客員教授 ⑱人権啓発指導者養成研修会 府人権啓発推進室

外国人 多文化を楽しむ社会 安藤　幸一 大手前大学　教授 人権問題職場研修 府中小企業総合センター

外国人 ユニバーサル社会の創造に向けて 紀　薫子 全国ユニバーサルサービス連絡協議会代表 人権問題特別研修 府研修・研究支援センター

外国人 在日コリアン高齢者をめぐる生活と人権－エル
ファの活動から見えてきたもの

鄭　禧淳 ＮＰＯ法人京都コリアン生活センター理事長 人権問題特別研修 府研修・研究支援センター

外国人 「世界の中の私」おしゃべり人形と異文化理解 ヨルヨル（金本悦子） エンジェルワールド代表 人権を考えるつどい 京都市

外国人 多文化共生社会の実現に向けて 西松　卓哉 京都市総務局国際化推進室交流推進係長 憲法月間研修会 京都市

外国人 外国人の人権について
～多文化共生社会の実現に向けて～

西松　卓哉 京都市総務局国際化推進室交流推進係長 街頭啓発事前研修会 京都市

外国人 連続フォーラム「チョゴリときもの」 仲尾　宏（コーディネーター） 京都造形芸術大学客員教授 連続フォーラム「チョゴリときもの」 京都市

外国人 多文化を知る 在日外国人と共に生きる社会 渡辺　毅 NPO法人京都人権啓発センターネットからすま専務理事 地域リーダー研修会 京都市

外国人 心の国際化をめざして 辺　真一 ジャーナリスト 心のふれあいみんなの広場 京都市

外国人 在日外国人の人権課題と企業の対応 朴　一 大阪市立大学大学院経済学研究科教授 企業内人権研修推進者連続講座PART２（第２回） 京都市

外国人 「死んだら終わり、だから生きるんだ」 具志アンデルソン飛雄馬 多文化共生NPO世界人理事長 豊里地区人権教育
研究大会

綾部市

外国人 ちがいを豊かさに 岩山　仁 ＮＰＯ法人多民族人権教育センター理事 楽しく学ぶ人権講座 宇治市

外国人 「参加型で”国際理解”を体験しよう」－熱帯雨林
と私たちのつながり－　～地球に優しいってなぁ
に

荒川共生 NPO法人アジアボランティアセンター 人権セミナー 亀岡市

外国人 多民族・多文化の共生する社会をめざして
～在日外国人の人権～

丹羽雅雄 すべての外国人労働者とその家族の人権を守る関西ネットワーク代
表（RINK代表）

人権教育講座 亀岡市

外国人 「在日外国人の現状と課題」
　多国籍化・他民族化の現状を知り人権
と 関わりを考える

リリアン　テルミ　ハタノ 甲南女子大学多文化共生学科
助教授

人権研修会 向日市

外国人 共に生きる社会を目指して 朴 実 東九条マダン実行委員長 人権問題研修会 京田辺市

外国人 「多文化共生社会の実現を目指して」
　 ～差別事象から学ぶ～

具志ｱﾝﾃﾞﾙｿﾝ飛雄馬 多文化共生NPO世界人 理事長 人権講座「きらめき」 井手町

外国人 多文化共生“新”時代～みんな地球家族～ Ｊ.Ａ.Ｔ.Ｄ.にしゃんた 山口県立大学准教授 第２回人権講座 精華町

平成１８年度人権問題講演会、研修会の状況（外国人）



主たる分野 テーマ 講師名 講師所属 備考 実施主体

患者等 ハンセン病問題から学ぶ 内田博文 九州大学大学院法学研究院教授 人権啓発指導者養成研修会 府人権啓発推進室

患者等 被爆体験を口にする覚悟 大羽睦代 （社）京都府原爆被災者の会常務理事 宗教法人関係者人権問題研修会 府総務部

患者等 いのち、響きあって～ＡＩＤＳを通して人権と共生を
考える

五島　真理為 ＮＰＯ法人ＨＩＶと人権・情報センター　カウンセラー 人権問題職場研修 府立医科大学

患者等 現代文明とエイズの出現 今西二郎 京都府立医科大学微生物学 エイズと性感染症公開講座 府保健福祉部

患者等 若者を救え！ 大野聖子 京都第一赤十字病院感染制御部 エイズと性感染症公開講座 府保健福祉部

患者等 グローバルな視点からみたエイズの拡がり 木原正博 京都大学社会疫学 エイズと性感染症公開講座 府保健福祉部

患者等 性感染症とエイズ 保田仁介 松下記念病院産婦人科 エイズと性感染症公開講座 府保健福祉部

患者等 難病・ひきこもりからステージへ 奥田良子 エスペランサ 舞鶴市

平成１８年度人権問題講演会、研修会の状況（患者等）



主たる分野 テーマ 講師名 講師所属 備考 実施主体

人権全般 私の生き方 中村メイコ タレント 人権のつどい２００６京都人権啓発フェ
スティバルinまいづる

府人権啓発推進室

人権全般 ワークショップ「自他を大切にするコミュニケーショ
ントレーニング」

ちょんせいこ 人権問題職場研修 府危機管理監付
出納管理局

人権全般 身近な問題から考える人権教育の推進 公文代哲夫 京都府総務部文教課主事 専修・各種学校人権教育研修会
私立幼稚園人権教育研修会
私立 中 高等学校 権教育 修会

府総務部

人権全般 人権文化の創造に向けて 公文代哲夫 京都府総務部文教課主事 消防職員初任教育及び専科教育 府総務部

人権全般 人間の命について 平田真貴子 社会福祉法人京都いのちの電話事務局長 消防職員初任教育及び専科教育 府総務部

人権全般 身近なことから考える人権 公文代哲夫 京都府総務部文教課主事 京都市私立幼稚園
西京地区ＰＴＡ連合会家庭教育セミナー

府総務部

人権全般 社会福祉施設利用者の人権擁護 上野伸司 京都府府民労働部人権啓発推進室 社会福祉施設長研修 府保健福祉部

人権全般 人格の尊重及び権利擁護 川並利治 大阪後見支援センター 社会福祉施設等役職員研修 府保健福祉部

人権全般 利用者の立場に立った援助とは 久田則夫 日本女子大学 教授 府保健福祉部

人権全般 「相談活動をとおしての人権について
～こころの取扱説明書～」

佐賀枝夏文 大谷大学 民生委員・児童委員人権問題啓発研修
会

府保健福祉部

人権全般 人格の尊重及び権利擁護 中野篤子 成年後見センターリーガルサポート京都 社会福祉施設等役職員研修 府保健福祉部

人権全般 「地域社会と人権」 吉田栄治郎 奈良県立同和問題関係史料センター所長
（財）世界人権問題研究センター嘱託研究員

民生委員・児童委員人権問題啓発研修
会

府保健福祉部

人権全般 いのちと人権を守るために～いのちの電話の現
場から～

平田　真貴子 社会福祉法人「京都いのちの電話」　事務局長 人権問題職場研修 府保健福祉部

人権全般 いのちと人権を守るために～いのちの電話の現
場から～

平田　真貴子 社会福祉法人「京都いのちの電話」　事務局長 人権問題職場研修 府保健福祉部
精神保健福祉総合センター

人権全般 家族から人権を考える 田上　時子　／金　香百合 ＮＰＯ法人女性と子どものエンパワメント関西　代表　／ＨＥＡＬホリス
テック教育実践研究所　所長

人権問題職場研修 府山城広域振興局
（木津地域総務室）

人権全般 ワークショップ・「共に生きる社会をつくるために」
～ちがいから人権を考えよう

岩山　仁 （株）リクレア　取締役 人権問題職場研修 府企業局

人権全般 人権問題について 鈴木　仁修 願念寺住職 新採職員（前期）、新任専門員研修 府研修・研究支援センター

人権全般 ワークショップから考える人権 栗本　敦子 Ｆａｃｉｌｉｔａｔｏ’ｓＬＡＢＯ（えふらぼ） 人権問題特別研修 府研修・研究支援センター

人権全般 人権問題について 藤田　敬一 岐阜大学　元教授 人権問題職場研修 府立医科大学

人権全般 人権行政って何 山口　憲文 舞鶴市人権啓発推進室　隣保事業推進アドバイザー 人権問題職場研修 府中丹広域振興局

人権全般 人権と学生（生徒）指導・生活指導の視点 三谷　覚 府立舞鶴養護学校　教諭 人権問題職場研修 府農業大学校

人権全般 人権教育推進のために－豊かな人権の文化を築
く－

渡邊　洋子 京都大学大学院　助教授 人権問題職場研修 府丹後教育局

人権全般 私が感じた京都～25年暮らして感じた日本、
特に京都の良いところ，悪いところ～

クリストファー・マイケル・ノット FMCO・CO・LO DJ こころのふれあいみんなの広場 京都市

人権全般 人の心に潜む差別 旭堂南陵 講談師 人権講演会 京都市

人権全般 この地球に生まれて 梶　寿美子 箏曲家 ヒューマンステージ・イン・キョウト 京都市

人権全般 身近なことから人権を考える
～生き生きと働くことのできる職場づくりをめざし

金　香百合 HEAL（ホリスティック教育実践研究所）所長 人権問題懇談会（公民交流セミナー） 京都市

人権全般 基本的人権の尊重 金澤正徳 京都市西京区福祉部支援保護課長 人権月間研修会 京都市

人権全般 講演の夕べ 上宮厚慧 部落解放研究東山実行委員会実行委員長 講演の夕べ 京都市

平成１８年度人権問題講演会、研修会の状況（人権全般）



主たる分野 テーマ 講師名 講師所属 備考 実施主体

平成１８年度人権問題講演会、研修会の状況（人権全般）

人権全般 落語と人権 森乃福郎 落語家 講演の集い 京都市

人権全般 企業内人権研修推進者連続講座 石橋　武 大阪人権博物館　事業部長兼学芸課長 企業内人権研修推進者連続講座 京都市

人権全般 企業と人権－新しい企業の人権啓発を目指して－ 川村文男 （株）大京人権アドバイザー・ （財）人権啓発推進センターアドバイ
ザー

人権問題連続講座（第１回） 京都市

人権全般 差別はある，でもあきらめないで！
僕らは横に立ち続けるから・・・

谷川栄一 大阪日之出地区自主学習会「バッチリスタディ主宰」 伏見区人権を考える講演会 京都市

人権全般 企業と人権－身近に考える人権－ 竹内　良 JFEスチール株式会社人権啓発室長 企業内人権研修推進者連続講座（第１
回）

京都市

人権全般 この地球に生まれて 中島啓江 オペラ歌手 ヒューマンステージ・イン・キョウト 京都市

人権全般 世間は「隣人」との出会いに満ちている 渡辺　毅 NPO法人京都人権啓発センターネットからすま専務理事 人権強調月間ワークショップ 京都市

人権全般 いのちに「優劣」がありますか？ 渡辺　毅 NPO法人京都人権啓発センターネットからすま専務理事 和い輪い人権学習会 京都市

人権全般 誰にだってその人の“華”がある 八名信夫 俳優 心のふれあいみんなの広場 京都市

人権全般 自分らしく生きる自由がある 樋口恵子 婦人問題高齢化問題評論家，東京家政大学名誉教授 人権強調月間 講演の集い～私たちと人
権　～

京都市

人権全般 親と子の絆 木藤潮香 「１リットルの涙」著者 人権月間記念事業「講演と映画のつど
い」

京都市

人権全般 自分らしく生きる自由がある 林家花丸 （社）上方落語協会、ECC学院落語講座講師 人権強調月間 講演の集い～私たちと人
権　～

京都市

人権全般 人の心にひそむ差別 旭堂小南陵 講談師 人権講演会 福知山市

人権全般 戦争を地元から学ぶ 吉田二三雄 福知山市在住の戦争体験者 人権いきいき講座 福知山市

人権全般 あなたもわたしも大切にするコミュニケーション
（アサーティブネス）

森田汐生 NPO法人アサーティブジャパン代表理事 舞鶴市

人権全般 真の笑いは平等な心から 桂文福 （社）上方落語協会理事 楽しく学ぶ人権講座 宇治市

人権全般 ひとつしかない命 木藤静香 いのちのハードル～「１リットルの涙」母の手記～著者 人権週間記念講演会 宇治市

人権全般 国際的な視野から見た人権問題 徳川信治 立命館大学法学部教授 楽しく学ぶ人権講座 宇治市

人権全般 ヤンキー先生の熱血トーク 義家弘介 元横浜市教育委員会教育委員・参議院議員 パパママスタート特別記念講演会 宇治市

人権全般 さわやかな自己表現 参加型人権学習企画グループ
「プロセス」

参加型人権学習企画グループ
「プロセス」

人権セミナー 亀岡市

人権全般 人権教育の新たな展開へ
～人権教育の歴史と成果の省察を中心として～

中川喜代子 奈良教育大学名誉教授 人権教育指導者研修会 亀岡市

人権全般 サザエさん一家　マスオの人権問題考
「ことばはプレゼント」

増岡　弘 声優・俳優 ヒューマンフェスタ２００６ 亀岡市

人権全般 未来に向かって主張するということ
～持続可能なコミュニティづくり
イ リ 女性に対する複合差別を中心に

杜　真矢 天川ユース・ミーティング
２１世紀人権政経塾第１期生

人権講演会 亀岡市

人権全般 1回目　あなたとわたしのいい関係
2回目　大人と子どものいい関係

井山里美 NPO法人女性と子どものエンパワメント関西 人権セミナー 亀岡市

人権全般 心と命を大切に 住田裕子 弁護士 人権を考えるつどい 長岡京市

人権全般
「国際人って何？」 桂　小米朝 落語家　 人権のつどい

八幡市

人権全般 ヒューマン・フォーラム
「～Ｔｒａｖｅｌｅｒ～少年、時空を跳ぶ」

パフォーマンスバンド「響」 わらび座 人権文化セミナー
八幡市
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平成１８年度人権問題講演会、研修会の状況（人権全般）

人権全般 『人権』の現在～未来－今、何が問われているのか－ 森本彰廣 ランズ研究所代表 ふれあいセミナー 京田辺市

人権全般 心の栄養を大切に 李　福美 ホリスティック教育実践研究所研究員 中央市民大学 京田辺市

人権全般 生涯学習のリーダーの役割
人と人が安心してつながる　からだ・こころ・あたま

北野真由美 ＮＰＯ法人えんぱわめんと堺／ＥＳ 人権問題学習会 京田辺市

人権全般 震災を通しての命の大切さ 市原聡美 人と防災未来センター運営ボランティア 城陽市

人権全般 「ちがい」を豊かさに 岩山　仁 元㈱グローバルコンテンツ代表取締役 城陽市

人権全般 「偏見と人権意識を考える」 永武一紀 長岡京市社会同和教育指導員 城陽市

人権全般 「誰にだってその人の華がある」 八名信夫 映画俳優 人権講演会 南丹市

人権全般 講演「夢に向かって、落語に生きる」 露の都 落語家 木津町人権啓発協議会 木津川市

人権全般 講演＆落語 林家染丸 落語家 第７回加茂町人権フェスティバル 木津川市

人権全般 「“じんけん”ってなぁに？」
～「わたし」を大切にすることからはじめよう～

栗本敦子 Facilitator's LABO 人権学習会 井手町

人権全般 憲法制定～その昔に放送された「憲法ドラマ」の話 鈴木　隆 立命館大学非常勤講師 男女共同参画啓発講演会 精華町



主たる分野 テーマ 講師名 講師所属 備考 実施主体

さまざまな人権問題 戸籍と個人情報保護について 二宮周平 立命館大学法科大学院教授 ⑱人権啓発指導者養成研修会 府人権啓発推進室

さまざまな人権問題 インターネットとネット差別 宮本正明 世界人権問題研究センター　専任研究員 人権問題職場研修 府府民労働部

さまざまな人権問題 犯罪被害者の人権について 大谷　寛 学校法人同志社　総長 人権問題職場研修 府保健福祉部

さまざまな人権問題 個人情報保護と人権 稲葉一人 科学技術文明研究所 保健福祉事業従事職員研修 府保健福祉部

さまざまな人権問題 犯罪被害者の人権について 大谷　寛 学校法人同志社　総長 人権問題職場研修 府保健福祉部
（精神保健福祉総合セン
タさまざまな人権問題 交通事故防止と被害者対策 村山　守 府警察本部　交通事故防止対策室長 人権問題職場研修 府商工部

さまざまな人権問題 犯罪被害者支援 臨床心理士 京都府警察本部 教養課研修 府警察本部

さまざまな人権問題 個人情報保護法の施行とその課題－人権の視点
から－

坂元茂樹 神戸大学大学院法学研究科教授 人権問題特別研修 府研修・研究支援センター

さまざまな人権問題 戸籍と個人情報の保護 二宮周平 立命館大学法科大学院教授 人権問題特別研修 府研修・研究支援センター

さまざまな人権問題 インターネット社会と人権 吉富康成 府立大学　教授 人権問題職場研修 府立大学

さまざまな人権問題 情報の正しい選び方～人権を侵害しないために 辛坊治朗 読売テレビ解説委員 講演のつどい 京都市

さまざまな人権問題 正しいネットライフのススメ チュートリアル お笑いコンビ ヒューマンステージ・イン・キョウト 京都市

さまざまな人権問題 企業におけるパワーハラスメントの防止 岡田康子 株式会社クオレ・シー・キューブ代表取締役社長 人権問題連続講座（第３回） 京都市

さまざまな人権問題 人権と個人情報 小林寛治 弁護士 人権リーダー研修会 京都市

さまざまな人権問題 正しいネットライフのススメ 藤田　悟 情報ジャーナリスト ヒューマンステージ・イン・キョウト 京都市

さまざまな人権問題 事件報道の現場から人権を考える 伊達雅之 読売新聞大阪本社京都総局
宮津通信部記者

人権問題研修会 宮津市

さまざまな人権問題 性同一性障害と人権～多様性との共存～ 二宮周平 立命館大学法科大学院
教授

人権教育講座 亀岡市

さまざまな人権問題 人権学習のあり方（人権とは何か） 加藤敏昭 人権ファシリテーター 人権啓発推進委員研修会 南丹市

さまざまな人権問題 差別のメカニズムについて（ステレオタイプ、偏
見）　　　　　　　　　　　　　　　　　ビデオ「私自身を
くださ

加藤敏昭 人権ファシリテーター 人権啓発推進委員研修会 南丹市

さまざまな人権問題 差別と現実を考える 加藤敏昭 人権ファシリテーター 人権啓発推進委員研修会 南丹市

さまざまな人権問題 同調と傍観を考える
　ビデオ「　「私」のない私　同調と傍観」を利用

加藤敏昭 人権ファシリテーター 人権啓発推進委員研修会 南丹市

さまざまな人権問題 犯罪被害者 入江　杏 絵本作家 人権講演会 京丹後市

さまざまな人権問題 『風と大地と島を唄う』 ～沖縄から平和を願って～ 南ぬ風人 まーちゃん 歌手 井手町解放文化祭
記念公演会

井手町

さまざまな人権問題 「ＳＡＲＡＮ　愛」 呂　英華 呂　英華芸術院 人権学習公開講座２００６ 笠置町

平成１８年度人権問題講演会、研修会の状況（さまざまな人権問題）


