
◎子ども・学生対象

企画名 タイトル 依頼機関 担当 月日

①未就学児

男女共同参画保育・保護者参観
4・5歳児と保護者対象
ジェンダーフリーを考える

大阪府豊中市立旭丘保育所 遠矢・内田 11/14

１年-６年人権教育出前授業・ＰＴＡ研修 わたしもボクもみんな活き活き 兵庫県尼崎市名和小学校 遠矢・立花 12/11

4・5・6年生児童及び保護者
十人十色～
一人ひとりの違いを活かし合う関係づく

高知県いの町役場 遠矢 1/19

高槻市立大冠小学校４年２クラス 遠矢・立花 12/4

高槻市立清水小学校４年３クラス 遠矢・内田 12/17

高槻市立川西小学校
　　　　　３年２クラス・４年１クラス

遠矢・立花 12/18

高槻市立奥坂小学校４年３クラス 遠矢・立花 1/17

高槻市立上牧小学校４年1クラス 遠矢・内田 1/25

高槻市立磐手小学校４年３クラス 遠矢・立花 1/31

高槻市立桃園小学校４年２クラス 遠矢・立花 2/5

③中学生

デートＤＶ予防講座 四日市市立南中学校３年生、教員 三重県四日市市男女共同参画センター 遠矢・立花 2/18

人権講演会／男女共生教育
自分も相手も大切に
～知る・考える・選ぶ・引き受ける～ 高槻市立五領中学校

遠矢・立花
・山村

2/25

④高校生
男女共生 1年6クラス対象　男女共同参画社会 徳島県立辻高等学校 遠矢 11/2

⑤大学生

NPOが行うジェンダー平等教育 遠矢 6/15

経験してみよう！ジェンダー平等教育 遠矢 6/22

「学ぶこと・働くこと」 男女共同参画型社会について 大阪女学院大学 遠矢 7/2

女性企業家講座 学生対象授業「ＮＰＯで働く」 京都学園大学　経営学部 遠矢 10/2

人権教育講座 家族・多様性と『家族』 大阪女学院短期大学・大学 遠矢 10/25・10/26

短大１・２回生 ジェンダーと絵本 大阪市常盤会短期大学 遠矢 1/9

◎学校教職員等研修
セクシュアルハラスメント防止 茨木市小・中学校長対象人権研修 大阪府茨木市教育委員会　学校教育推進課 G/遠矢 5/17

教職員研修 デートＤＶ予防教育 大阪府高槻市教育委員会 遠矢 7/20

府立人研「夏季セミナー」
学校の日常をジェンダーやセクシュアリ
ティの視点からみなおすと・・・

大阪府立学校人権教育研究会 小林 7/25

八尾市人権教育研修講座 学校教育におけるセクシュアルマイノリティ 大阪府八尾市教育委員会　人権教育課 佐倉 7/27

調理員、小・中学校公務員、園務員
人権研修

セクハラ防止を中心とした人権研修 大阪府茨木市教育委員会　教育政策課 遠矢 8/1・8/9

教員研修 デートＤＶ研修会 大阪府岸和田市立岸城中学校 遠矢 8/9

四日市市教職員研修 小中学生からのデートＤＶ予防教育 三重県四日市市市民文化部男女共同参画課 遠矢 8/10

交野市小・中学校男女平等教育研修 セクシュアリティと人権 大阪府交野市教育委員会学校教育部指導課 遠矢 8/17

教員研修 小学生における男女共生教育 大阪府豊中市立豊島西小学校 遠矢 8/30

幼・小・中・高教員研修 これからの人権がめざすもの 兵庫県尼崎市教育委員会　教育総合センター 遠矢 8/31

家庭科教員研修 絵本とジェンダー 京都府立私立中学・高等学校家庭科研究会 遠矢 10/21

宮崎市総合福祉保健センター
子どもへの人権・男女共同参画講座「一
人ひとりの大切なこころとからだ」

宮崎県男女共同参画センター 遠矢 11/6

園・行政における人権保育の
リーダーを養成する委託研修

女の子・男の子
その１"私とジェンダー"
その２"絵本・教材"

ＮＰＯ法人ちゃいるどネット大阪 遠矢 12/7

小中教職研修
一人ひとりの違いを活かし合う関係づくり
を進めるために

大阪府摂津市教育委員会　教育政策課 遠矢 12/10

2012年度 SEAN依頼/講師・執筆実績

１．学校教育等

②小学生

平成2４年度
「協働プラザ
　市民と行政との協働応援事業」

小学生からの
　デートＤＶ予防教育モデル事業

大阪市立大学ジェンダーと現代社会１・２」



◎ＰＴＡ研修

幼・小・中学校ＰＴＡ対象
　春期人権問題学習会

築こう「私たちの人権を考える輪」 兵庫県西宮市立中央公民館 遠矢 6/29

人権教育講座
子どもは子どもママは
ママ☆子どもが学んでいるママ友関係

兵庫県西宮市立高木幼稚園ＰＴＡ 遠矢 1/30

ＰＴＡ研修 ひとりずつ大切なからだ 大阪府大阪市立生野小学校ＰＴＡ 遠矢 2/22

２．自治体職員研修

新任主任研修
豊かな人権感覚
（特に、男女共同参画社会について）

大阪府東大阪市人材育成室 遠矢 6/5・6・7

一般市民・市職員研修 セクシュアルハラスメントの背景にあるもの 大阪府貝塚市都市政策部　人権政策課 遠矢 2/20

3．専門職研修、養成講座、人材育成
地域人材訓練生研修 人と人とのよりよい関係を作るために 財団法人大阪労働協会 遠矢 5/10

宮崎県男女共同参画センター
職員研修

次世代の
子どもへの大人の責任力

宮崎県男女共同参画センター 遠矢 11/5

ちゃいるどサポーター養成講座 ちゃいるどサポーターとしての心がまえ 大阪府大東市ファミリー・サポート・センター 遠矢 12/12

子育て支援ボランティア研修 女の子・男の子で絵本・おもちゃが違う？ 日本赤十字社大阪府支部 遠矢 1/26

会員及び一般向け１日研修
ジェンダー視点を学び、「子どもたちへの
大人の責任力」を高める

愛知"人権と性"教育研究協議会 遠矢 2/2

ＤＶ被害者・子ども支援者研修
誰もがありのままの自分で?傷ついた子
どもへの大人の関わり

ＮＰＯ法人　ホッとるーむふくやま(広島） 遠矢 3/16

4．一般講座

①シンポジウム

男女共同参画週間企画
思春期の子どもと向き合う大人のための
シンポジウム　基調講演とシンポジニスト

北海道札幌市男女共同参画センター 遠矢 6/25

子育て市民活動スキルアップ講座

シンポジウム　一人ひとりが大切にされ
る市民活動のあり方ー子どもの育ち、大
人の育ちのために大切にしたいことー
シンポジニスト

ＮＰＯ法人子育て市民活動サポートWill
（福岡）

遠矢 1/12

学会シンポジウム
猫がジェンダーを超えるとき
ー男が猫を飼う心理

東京農業大学ヒトと動物の関係学会 遠矢 3/10

②教育・子育て・デートDV

一歩セミナーシリーズ
親育てのできる社会をめざして
～『母性』よりも『育児性』」

主催：東大阪市　企画・運営：一般財団法
人大阪府男女共同参画推進財団

遠矢 5/12

男女共同参画セミナー
ケータイ電話との
上手な付きあいかたセミナー(親子）

兵庫県尼崎市女性センター・トレピエ 遠矢 7/1

平成24年度中部圏域
ＤＶ被害者支援関係者研修会

大切なココロとカラダを学ぶデートＤＶ予防教育 鳥取県中部総合事務所 遠矢 11/17

女性に対する暴力をなくす運動関連講座
これってデートＤＶ？？
恋愛が暴力に変わる時

京都府向日市　市民生活部　市民参画課 遠矢 11/22

小野市男女共同参画教育推進員研修 子どもたちの大切なココロとカラダ 兵庫県小野市市民安全部男女共同参画推進グループ 遠矢 11/28

子どもに関わる大人のための
ジェンダーワークショップ

大人対象ＳＥＡプログラム 京都府福知山市市民人権環境部人権推進室 遠矢・小林 12/12

子育て市民活動スキルアップ講座
ワークショップ
　次世代のこどもへの大人の責任力

ＮＰＯ法人子育て市民活動サポートWill
（福岡）

遠矢 1/13

一般向け研修
子どもたちの恋愛事情ー親のための
デートＤＶ予防教育ー

広島県福山市男女共同参画センター 遠矢 3/21

③人権啓発・自分気づき・セクシュアリティ

家族の中の性役割と力関係 遠矢 6/27

わたしが育ってきた家族 遠矢 7/4

わたしが選ぶ家族の関係 遠矢 7/13

多様なセクシュアリティと新しい家族像 佐倉 7/18

絵本にみる家族の「これまで」と「これか
ら」

遠矢 7/25

平成24年度人権とっとり講座
セクシュアルハラスメント―被害者にも加
害者にもならないために―

鳥取県鳥取市
財団法人鳥取市人権情報センター

遠矢 9/13

第３回「おのウィメンズ・チャレンジ塾」 ジェンダーの視点の再確認 兵庫県小野市市民安全部男女共同参画推進グループ 遠矢 9/19

大阪府泉大津市人権啓発課泉大津市男女共同参画セミナー



三重県北勢地区ミニ人権大学講座 多様なセクシュアリティ （公財）反差別・人権研修所みえ 佐倉 10/25

人権・同和問題学習講座
オトコ？オンナ？
性同一性障害のホントのトコロ

三重県桑名市人権センター 佐倉 11/10

男女いきいきセミナー
男は強く、女はやさしく?!だれもがありの
ままを生き、活かされる社会の実現

大阪府泉北郡忠岡町
人権平和室・忠岡町働く婦人の家

遠矢 12/5

講演会 「家族」を考える カウンセリングスペース「リヴ」 遠矢 2/3

気づきからはじまる
男女共同参画セミナー

「女」「男」ではなくありのままの自分を生
きるー人として互いを認め合える社会

兵庫県加東市教育委員会　人権教育課 遠矢 2/21

堺市2012年度女と男のフォーラム
（市民啓発講座）

子どもの未来のためにＤＶを考える
Ｐａｒｔ２「幼児期からの（ジェンダー）ワーク
ショップ」

主催：堺市　男女共同参画課　企画・運
営：ＮＰＯ法人えんぱわめんと堺／ＥＳ

遠矢 3/20

④メディアリテラシー・絵本

夏季研修会 ＣＭの中のジェンダー 大阪府貝塚市人権教育研究会 小川 8/2

イコールふくやま講座 ＣＭの中の女と男―楽しみながら意識する― 広島県福山市男女共同参画ｾﾝﾀｰ 小川 8/18

市民及び市役所職員研修 メディアと男女共同参画 三重県四日市市男女共同参画センター 小川 2/8

気づきからはじまる
男女共同参画セミナー

絵本に潜む男女の価値づけ 兵庫県加東市教育委員会　人権教育課 遠矢 3/7

⑤まちづくり・市民活動

まちづくり人養成講座 ワークショップ 高槻市・高槻市市民公益活動サポートセンター 遠矢 10/20・11/４

目からウロコの男女共同参画講座
「生きがい工房」
居場所＆役割づくりの取り組み

NPO法人くすくす（岐阜県） 遠矢 11/9

５．資格取得関連
天王寺校 遠矢 4/26

枚方校 立花 4/27

天王寺校 遠矢 5/16

枚方校 立花 5/31

梅田校 立花 6/25

泉大津校 遠矢 6/28

天王寺校 遠矢 7/26

枚方校 遠矢 9/28

枚方校 遠矢 11/29

天王寺校 遠矢 12/6

梅田校 立花 12/10

枚方校 遠矢 12/14

枚方校 遠矢 12/16

梅田校 立花 12/22

枚方校 遠矢 1/23

枚方校 遠矢 2/12

泉大津校 遠矢 2/14

枚方校 立花 2/20

梅田校 立花 2/23

梅田校 立花 3/11

枚方校 立花 3/17

枚方校 遠矢 3/27

遠矢 4/24

遠矢 7/26

堀切 10/25

遠矢 1/24

ボッドキャスト～働く女性の声を聴く 第25回NPOの仕事
一般社団法人
大阪府男女共同参画推進財団

遠矢 10/23


「コマーシャルの中の女と男は変わったのか」 小川

「性別にかかわらず、すべての人の存在
意義が認められる社会をめざして～NPO
法人SEANの取り組みから～」

遠矢

ニック教育講座
ホームヘルパー養成講座2級課程（人権
に関する基礎知識）

(社）中高年者雇用福祉協会

６．その他

ジョブワン高槻校人権に関する基礎知識

執筆　婦人新報（no.1336) 公益財団法人　日本キリスト教婦人矯風会 10月発行

介護職員基礎研修


