
◎子ども・学生対象

企画名 タイトル 依頼機関 担当 月日

大阪市立聖賢小学校
3年2クラス・4年　1クラス

G/遠矢 6/6

大阪市立茨田西小学校　3年3クラス G/遠矢 6/27

大阪市立淀川小学校　3年2クラス G/遠矢 7/17

②中学生
G/遠矢 6/3

G/遠矢
守帰

6/17

G/遠矢 7/18

G/遠矢 9/18

G/遠矢
にゃき

9/27

G/遠矢 10/2

G/遠矢
にゃき

10/22

G/遠矢
にゃき・伊田

12/2

G/遠矢 2/7

③高校生

デートDV予防教育
「一人ひとりの大切なココロとカラダ
中学3年・高校1～3年

広島県福山市
盈進学園盈進中学高等学校

G/遠矢・
にゃき

6/19

デートDV予防教育 よりよい男女交際 1年147人 関西大学高等部 G/遠矢 7/5

デートDV予防教育
デートDV「こころ」と「からだ」
徳島県立美馬商業高校全校生徒

徳島県西部
こども女性相談センター

G/遠矢 11/13

デートDV予防教育
デートDV「こころ」と「からだ」
徳島県立貞光工業高校全生徒

徳島県西部
こども女性相談センター

G/遠矢 11/13

ジェンダー平等教育
高校生に考えてほしいジェンダーにつ
いて　2年6クラス

京都市立堀川高等学校 G/遠矢 12/6

④大学生

授業
どういう価値観が
自分のＩｄｅntity形成に関係しているか

大阪女学院短期大学 遠矢 6/22

ジェンダーと現代社会１ NPOが行うジェンダー平等教育 大阪市立大学 G/遠矢 6/21

ジェンダーと現代社会２ 経験してみよう！ジェンダー平等教育 大阪市立大学 G/遠矢 6/28

ジェンダーと教育 絵本の中のジェンダー 常盤短期大学 G/遠矢 7/10

授業
ジェンダーの心理
―被害者意識と加害者意識―

大阪経済大学 にゃき 8/26

人権教育講座　分科会 家族 大阪女学院短期大学・大学 遠矢 10/24・25

短大１・２回生対象 ジェンダーと絵本 常盤会短期大学 G/遠矢 1/15

◎学校教職員等研修

教員研修
体罰を防止するために
教師が知っておくとよい知識や対処法

高槻支援学校 遠矢 6/13

幼・小・中学校教職員
マスメディアを
ジェンダーの視点で見ると

四日市市教育委員会　教育支
援課　研修・研究グループ

小川 8/6

男女平等教育研修
ジェンダー・セクシャリティの
視点でみる学校教育

交野市教育委員会指導課 遠矢 8/8

人権教育研修（男女共生教育） 男女共生教育のねらいと指導方法 箕面市教育委員会 遠矢 8/19

夏季セミナー（健康生活保障専
門委員会学習会）

セクシュアルライツと
デートDV予防について

八尾市人権教育研究会 遠矢 8/28

人権教育講座 ジェンダーとDV
京都市教育委員会指導部
学校指導課

遠矢 10/4

幼・小・中
虐待対応担当者研修

性別ではなく人権規範で取り組む教育
枚方市人権政策室
男女共同参画担当

遠矢 10/28

2013年度 SEAN依頼/講師・執筆実績

１．学校教育等

①小学生

一般社団法人大阪労働協会
クレオ大阪東

「わたしもボクもみんな活き活き」

「ちょっとでもいじめをなくした
い」RE:プログラム

サバイバル13実行委員会
姫路市立公立中学校
1年生　１クラス単位で対応



幼・小・中
虐待対応担当者研修

性別ではなく人権規範で取り組む教育
枚方市人権政策室
男女共同参画担当

遠矢 11/21

小・中
保護者・教職員・保育士研修

次世代の子どもの責任力 鳥取県男女共同参画センター 遠矢 12/8

保護者・教職員・研修
ジェンダーとセクシュアリティの視点で
みる学校教育

京都市立日吉ケ丘高等学校 遠矢 12/11

高槻市教職員女性組合員研修
自分自身の性を大切にできる性教育
とは―性の商品化の実態と子どもた
ちの性意識

高槻市教職員組合 遠矢 2/12

職員研修
メディアリテラシー
―CMから見る女と男―

社会福祉法人
泉大津市社会福祉協議会

小川 2/13

教員研修 デートDVと予防教育
門真市教職員組合
養護教員部

遠矢 2/28

２．自治体職員研修

新任主任研修
豊な人権感覚（特に、男女共同参画
社会について）

東大阪市人材育成室 遠矢 6/５・１４・２０

採用５年目研修
豊な人権感覚（特に、男女共同参画
社会について）

東大阪市人材育成室 遠矢 6/１１・１２

3．専門職研修、養成講座、人材育成

各関係機関研修
デートDVを知る
―DV予防教育の必要性

徳島県南部
こども女性相談センター

遠矢 8/9

保険医療福祉関係者と一般研修 性同一性障害の子どもに対する課題 秋田県小児保健会 佐倉 10/19

関係機関等職員研修
子どもたちを取り巻く
「性」の現状とDV防止教育の必要性

徳島県西部
こども女性相談センター

遠矢 10/30

スタッフ研修 日常の活動をふりかえる ひびきの親子あそび研究会 遠矢 11/5

DV被害者のための地域ボラン
ティア養成講座

なにげない性役割からつくられる価値
付けと支配構造

共催　大阪YWCA　いくの学園
遠矢 11/6

初任者クラス研修 ジェンダーの視点から人権を考える
社会福祉法人
大阪府社会福祉協議会　大阪
社会福祉研修センター

遠矢 11/25

新生児サポーター養成講座
ジェンダーの視点から
子育て支援を考える

一般社団法人こども未来財団
SEAN「とんがらし」

遠矢 11/30

新生児サポーター養成講座
ワークショップ
「育児雑誌の中のジェンダー」

一般社団法人こども未来財団
SEAN「とんがらし」

遠矢 12/1

スーパーバイザークラス
における人権研修

社会福祉の中のジェンダー
大阪府社会福祉協議会

遠矢 1/29・31

託児ボランティア・
保育サポーター養成講座

子どもの不安を笑顔に変える―託児
ボランティアがつなぐ人の輪―

西宮市男女共同参画センター
ウェーブ

遠矢 2/5

第2回DV関係機関実務者研修 ジェンダーの視点とDVについて 佐賀県DV総合対策センター 遠矢 2/14

子育て支援者養成講座 男女共同参画の視点の支援
京都府向日市子育て支援
ねこばす

遠矢 2/20

貝塚市地域の子育てを考える
会研修会

子どもの育ちに大切なこと
貝塚市教育委員会
社会教育課

遠矢 2/27

2013年度　イコーラム子ども室
保育ワーカー養成講座

「保育力」・「自分力」UPしょ
｢ジェンダーと子育て支援」

サポート部門「くれよん」 遠矢 3/16

4．一般講座

①シンポジウム

日本女性会議
つむぎたい！！
今と未来のおとなたちに　第3分科会
子ども　講演とコーディネーター

日本女性会議＜男女共同参
画＞２０１３あなん 遠矢 10/11

②教育・子育て・デートDV

DVって何？―被害者にも加害
者にもならないためにー

なぜDVは起こるのか？
ー問題の背景にあるものー

大阪市立市民交流センター
すみよし南

遠矢 9/5

市民講座 子どもの声を聴こう！
岡山県総社市
エンパワメントMOMO

遠矢 11/10

平成25年度
女性に対する暴力防止セミナー

デートDV
三重県男女共同参画センター
フレンテみえ

遠矢 11/23

子育て自分育ち教育 「男の子、女の子」違いはどこから？ 尼崎市立神崎総合センター 遠矢 12/13

一般研修
思春期・恋愛事情―自分も相手も尊
重する関係づくり―

八尾市　NPO法人KARALIN 遠矢 1/11

DV講座
なぜDVは起こるのか？―子どもを被
害者にも加害者にもさせないために―

近江八幡市役所人権
市民生活課

遠矢 3/13



③人権啓発・自分気づき・セクシュアリティ

多様な"性"を知る基礎講座
「女子高生になれなかった少年」の
著書に聞く

ねやがわ男女共同参画をめ
ざす会、寝屋川市人・ふれあ
い部人権文化課

佐倉 10/5

DV講座
ドメスティック・バイオレンス
―男性側からの取り組み

貝塚市都市政策部
人権政策課

中村（彰） 2/4

④メディアリテラシー・絵本

メディアリテラシー講座 メディアの情報　ウラ・オモテ
兵庫県小野市
男女共同参画センター

小川 1/19

市民セミナー メディアリテラシーを学ぼう 洲本市市民生活部人権推進
課

小川 2/1

市民講座 メディアリテラシーとジェンダー 島本町総合政策部人権推進
課

小川 2/24

５．資格取得関連

遠矢 4/23

遠矢 7/22

堀切 8/23

遠矢 10/21

遠矢 11/22

遠矢 1/21

遠矢 2/20

(株）ソラスト　梅田教室 遠矢 9/10

（株）ソラスト　梅田教室 遠矢 11/8

（株）ソラスト　梅田教室 立花 11/9

（株）ソラスト　枚方駅前教室 遠矢 12/16

（株）ソラスト　梅田教室 立花 12/19

（株）ソラスト　枚方駅前教室 遠矢 2/21

（株）ソラスト　枚方駅前教室 立花 3/7

（株）ソラスト　枚方駅前教室 遠矢 3/24

NPO・行政・議員　意見交換会 「新しい公共」 民主党大阪 遠矢 6/16

ヒトと動物の関係学会誌　Vol.36
特集２　第19回学術シンポジウム２
猫がジェンダーを超えるとき―男が猫
を飼う心理

ヒトと動物の関係学会 遠矢 学会誌

People's News No.1491
自分の闇に光を当てなきゃ
死ねないどころか生きられない

人民新聞社 にゃき 9/5

あきた小児保健第49号 「性同一性障害の子どもに対する課
題」

秋田県小児保健会 佐倉 10/1

URL寄稿 おてがみ ウェブ女流詩人の集い蘭の会 にゃき 12 月号

男女共同参画を目指す情報誌
「モアメイム」

次世代の子どもへのおとなの責任力
枚方市人権政策室
男女共生フロア・ウィル

遠矢 モアメイム15号

「子どもの権利研究」第24号
子どもの権利広報ガイドブック
第2部　広報事例に学ぶ「ジェンダーと
子どもの権利」

子どもの権利条約総合研究所
(株）日本評論社

遠矢 原稿執筆

Volo3月号（No.493)
人権擁護　男女共同参画・フェミニズ
ム「当事者たちの闘いの歴史を引き
継いでいこう」

(社福）大阪ボランティア協会 遠矢 Volo3月号

一部インタビュー記事 デートDV題材思いやり育てる 日本経済新聞（夕刊） G-Free 3/28

第5期① GCR@SEAN認定講座(修了認定7人）
SEAN
サポート部門「くれよん」

遠矢 8/31・9/1

第5期② GCR@SEAN認定講座(修了認定12人）
SEAN・福岡県北九州市　ひび
きの親子あそび研究会

遠矢 11/3・4

第5期③ GCR@SEAN認定講座(修了認定16人）
SEAN・岡山県総社市　エンパ
ワメントMOMO

遠矢 12/20・21

７．次世代の子どもへの大人の責任力 GCR@SEAN認定講座

６．その他

介護職員初任者研修 人権に関する基礎知識 ジョブワン高槻校

介護職員新任者研修 人権講義


