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人権教育啓発人権教育啓発人権教育啓発
リーダー養成講座リーダー養成講座リーダー養成講座

開催要項
受講生募集

　あいぽーと徳島では、県民一人ひとりの人権が尊重される社会づくりの
ため、地域課題に即応した人権教育啓発の推進者となる人材を育成する講
座を開催します。

「一人ひとりが夢ある未来のために　さあ　出発しよう」

徳島県立人権教育啓発推進センター
あいぽーと徳島
指定管理者　特定非営利活動法人　徳島ヒューマンネット

市町村の人権教育啓発担当者及び教職員、
人権教育啓発に関する団体に所属する方

無料

沖洲マリンターミナルビル･マリンホールほか

　様々な人権問題の解決に向けたポイントや、先進
的な取り組み事例などを学ぶことができます。また、
基礎的な内容から専門性に富んだ内容まで、みなさ
んの多様なニーズに応えられるよう講座内容を設定
しました。

主　催

対象者

会　場

受講料

内　容



第

1
回

令和元（2019）年6月20日（木） 13：30〜15：30
「人権全般」� 場所：沖洲マリンターミナルビル 2階マリンホール

職場のハラスメント問題を考える
　セクハラ、パワハラ（いじめ・嫌がらせ）、性的指向・性自
認に関するハラスメントなどの仕事上のハラスメント、差別禁
止法制、ジェンダー法等の研究をしています。法制度をより実
効的なものにするため、ハラスメントの被害者にヒアリング調
査を行ったり、海外の法制度を参考にしたりして、現行法や施
策の問題点を探っています。ハラスメントは防止も重要ですが、
被害を受けた人をどう救済するか、どう支援するかのしくみも
重要です。６月には ILO（国際労働機関）でハラスメントの条
約も採択予定です。一緒に考えましょう。

第

2
回

令和元（2019）年7月18日（木） 13：30〜15：30
「様々な人権」� 場所：沖洲マリンターミナルビル 2階マリンホール

多様な性をつなぐ社会
〜 LGBTについて〜

　NPO 法人 LGBT の家族と友人をつなぐ会は、LGBT 当事者
のお子さんを持つ家族のサポート団体として2003年に設立さ
れました。
　現在は、事務局の神戸の他、東京・名古屋・福岡の４拠点に
て LGBT 当事者やご家族、ご友人を対象とした定期ミーティン
グを１〜２カ月に１回程度行っている他、東京レインボープラ
イド始め地域のイベント参加。家族や当事者による講演活動等
を行っています。

第

3
回

令和元（2019）年8月2日（金） 13：30〜15：30
「インターネットと人権」� 場所：沖洲マリンターミナルビル 2階マリンホール

スマホ・ネットリテラシー
〜スマホ・ネットの使い方

　「ネット上の人権文化創造」を掲げ、「２つの J（人権と情報）」
「人権ベースのネットリテラシー教育」を軸に情報発信 ･ 実践
に取り組んでいます。最近は、スマホ・ケータイと、子どもた
ちの人権に関する講演も多く、この数年で約300回を重ねてい
ます。2001年度から、奈良県外国人教育研究会（奈良県外教）
の Web サイトも担当し、これまで複数の勤務校で学校 Web
サイトを担当しています。

第

4
回

令和元（2019）年9月5日（木） 13：30〜15：30
「ハンセン病と人権」� 場所：沖洲マリンターミナルビル 2階マリンホール（予定）

ハンセン病家族の物語
　2004年から10年余りの間に、ハンセン病の回復者やその家
族300人以上から聞き取りを実施し、記録を通じ、隔離政策で
強制収容された本人と同様、家族も差別や経済的な困窮に苦し
み、被害に共通性があることを明らかにしてきました。2015
年には、承諾を得た12家族の歩みを記録した「ハンセン病家族
たちの物語」（世織〈せおり〉書房）を出版。ハンセン病問題
および部落差別問題をテーマに、マイノリティ当事者からのラ
イフストーリー聞き取りという手法で調査研究をしています。

講師：内藤　忍さん
独立行政法人労働政策研究・研修機構（JILPT）

副主任研究員

2006年早稲田大学大学院法学研究科
労働法専修博士後期課程単位取得、同
年、労働政策研究・研修機構へ。厚労
省「パワーハラスメント対策企画委員
会」座長などを歴任。労働法専攻。

講師：堤　あやかさん
NPO法人LGBTの家族と友人をつなぐ会

前理事
1963年生まれ。滋賀大学経済学部卒
業後、関西の大手電機メーカーに就職。
10年前に自らの性別違和により在職
中に身体および戸籍上の性別を男性か
ら女性に変更し職場に復帰。同時期に
当会に入会。

テーマ

テーマ

テーマ

テーマ 講師：黒坂　愛衣さん
東北学院大学経済学部共生社会経済学科

准教授

1977年生まれ。埼玉大学大学院博士
後期課程修了、博士（学術）。専門は
社会学。日本学術振興会特別研究員な
どを経て、2014年４月から現職。

講師：黒田　恵裕さん
奈良県高等学校教員

1963年奈良県生まれ。1987年より奈
良県立高校教員。2018年からは高取国
際高校に勤務。奈良県外国人教育研究
会事務局長（09 〜 15年度）・全国在日
外国人教育研究協議会運営委員を兼務。
専門は社会福祉 ･ カウンセリング。



第

5
回

令和元（2019）年10月10日（木）� 12：30〜15：30
「同和問題」　※現地研修� 場所：尼崎市地域総合センター上ノ島本館

同和問題と人権のまちづくり
　上ノ島総合センターは1973年に設立され、保育所から子ど
も会、青年部、高齢者と活動は今も続いています。現在、社会
福祉法人のびのび保育園と上ノ島総合センター本館（のびのび
館）、分館（いきいき館）があります。2021年に総合センター
立て替え予定で、幼児から高齢者まで一つの活動の場となるコ
ミュニティ―活動を目指しています。また、江戸時代から地域
を支えた草履作りの伝統や盆踊り、伝承唄（守り歌）など地域
文化を大事に、毎年地区文化祭（差別とたたかう上の島文化祭）
は町内あげての祭りで、44回を重ねています。

第

6
回

令和元（2019）年11月21日（木）� 13：30〜15：30
「犯罪被害者の人権」� 場所：沖洲マリンターミナルビル 2階マリンホール（予定）

いのちの重さを見つめ続けた18年
〜愛（かな）しみと共に生きる〜

　平成13年に大阪教育大学附属池田小学校児童殺傷事件で、
当時小学校２年生だった愛娘を亡くし、翌年にグリーフケアと
出会いグリーフケアを学び始めました。
　現在は、事件や事故の被害者、東日本大震災の被災者、身近
な人を亡くした方、終末期を迎える方などに対する多様な悲し
みに寄り添う活動のほか、グリーフケア・グリーフサポートを
広める講演や研修を継続しています。また、いのちの重さ・大
切さを伝える講演や授業を小・中・高等学校や教育関係者など
に行っています。

第
7
回

令和元（2019）年12月19日（木）� 13：30〜15：30
「女性の人権」� 場所：沖洲マリンターミナルビル 2階マリンホール（予定）

性犯罪被害とたたかうということ
　「性犯罪被害者交流 みかつき」というホームページを立ち上
げ、そこを通じて出会った性暴力被害者たちとの交流をしてい
ます。
　著書として、『性犯罪被害にあうということ』（2008年）、

『性犯罪被害とたたかうということ』（2010年）

第

8
回

令和２（2020）年1月23日（木） 13：30〜15：30
「子どもの人権」� 場所：沖洲マリンターミナルビル 2階マリンホール（予定）

日本のこどもたちの今
　生まれ育った環境によらず、すべての子どもたちが安心・安
全に暮らせる社会を目指して、子どもたちの権利保障、社会保
障活動を行っています。特に、虐待や貧困、それらによる地域
からの孤立などで、頼れる親や大人が周りにいない子どもたち
を対象に支援しています。
　事業は、10代向け支援サービス検索・相談サイト「Mex（ミー
クス）」全国版の運営、小中高生に向けた学習支援、子どもに
ついて学ぶ連続セミナー「Child Issue Seminar」を開催して
います。

テーマ

テーマ

テーマ

テーマ

講師：本郷　由美子さん
グリーフパートナー歩み　代表

1995年、阪神淡路大震災で被災し大
阪池田市に転居。2001年大阪教育大
学附属池田小学校児童殺傷事件で当時
７歳の愛娘を亡くす。 2003年、講演
活動開始。2005年、精神対話士の資
格取得。アウトリーチの心の支援を始
め現在に至る。

講師：小林　美佳さん
エッセイスト

東京都出身。2000年８月、性犯罪事
件に巻き込まれる。その経験を踏まえ、
被害者支援とは別の仕事をしながら、
被害当事者との交流や講演活動などを
行っている。

講師：太田　恭治さん
あとりえ西濱主宰

1948年生まれ。1971年 桃山学院大
学卒。渡米。1975年 差別とたたかう
文化会議 事務局員。1989年 河合塾
英語講師。1994年 大阪人権博物館学
芸員。2010年 あとりえ西濱主宰 靴
屋開店。2011年 花園大学非常勤講師。
2015年 退職。

講師：森山　誉恵さん
認定NPO法人3keys（スリーキース）代表

慶應義塾大学法学部卒業後、NPO 法
人3keys を設立。東京都共助社会づく
りを進めるための検討会委員。全国子
どもの貧困・教育支援団体協議会幹事。
子どもの格差の現状を講演・執筆・メ
ディアなどで発信中。



申込方法

問い合わせ先

　受講申込書に必要事項を記入し、あいぽーと徳島まで郵送またはFAXにてお申し込みください。
※第１次締切：2019 年 6 月 7 日（金）まで。以降は随時募集します。
※原則として全 8 講座の受講となりますが、1 回のみの受講も可能です。

あいぽーと徳島  TEL 088−664−3719 
　　〒770−0873　徳島市東沖洲２丁目14 沖洲マリンターミナルビル内

送信先　あいぽーと徳島 FAX 088−664−3727 

人権教育啓発リーダー養成講座　受講申込書

キ リ ト リ セ ン

ふ り が な

名 前

所 属 名

住 所
（所在地）

〒

連 絡 先
電 話 番 号

受講希望の
テ ー マ

 □　８講座すべて受講

□　第１回　ハラスメントと人権 □　第５回　同和問題（現地研修）

□　第２回　性的マイノリティの人権 □　第６回　犯罪被害者の人権

□　第３回　インターネットと人権 □　第７回　女性の人権

□　第４回　ハンセン病と人権 □　第８回　子どもの人権
受講したい講座の□に✓を入れてください　

意見・要望

この申込書にご記入いただいた個人情報は、本講座以外には使用しません。


