
1 

 

令和 2（2020）年度 大阪府人権総合講座（前期） 【人材養成コース】 カリキュラム 
●複数のコース、コースと人権問題科目、コース内の科目の一部を選択して受講するなど自由に選択が可能です。 

 
 
 

 

 

  

No 実 施 日 時    間 形式 科    目    名
講  師  名
（敬称略）

所          属
担当者
入 門

ファシリ
テーター

啓発企画
担当者

相談員

- 9:15～9:30 - 開講式・オリエンテーション 事務局

1 9:30～11:00 講義
（総論）人権について
国際的な観点から人権保障を考える

中井 伊都子 甲南大学 ○ ○ ○ ○

1 2 2020年8月25日(火) 11:15～12:45 講義
人権相談の現状と相談の基本
人権相談のてびきと相談の集約から

上田 大造 （一財）大阪府人権協会 ○

3 13:30～15:00 講義
個人情報の保護と共有
個人情報の保護及び相談事業による情報の共有

川上 確 弁護士 ○

4 15:15～16:45 講義
生活保護制度
生活保護制度の概要について

佐光 健
大阪人間科学大学人間科学部
社会福祉学科

○

5 演習 人権問題の基礎理解① ○

2 6 2020年8月28日(金) 演習 人権問題の基礎理解② ○

7 15:15～16:45 講義 人権行政の基礎 村井 茂 元（一財）大阪府人権協会 ○

8 9:30～11:00 講義
各種制度・法律「介護保険制度」
制度の概要について

清水 弥生
神戸女子大学健康福祉学部
社会福祉学科

○

3 9 2020年9月4日(金) 11:15～12:45 講義
各種制度・法律「年金」
公的年金制度の概要について

今村 世津子 特定社会保険労務士 ○

10 講義 傾聴・コミュニケーション①
傾聴・コミュニケーション技術を演習を交えて学ぶ

○

11 講義 傾聴・コミュニケーション②
傾聴・コミュニケーション技術を演習を交えて学ぶ

○

12 ＦＷ ○

4 13 2020年9月11日(金) ＦＷ ○

14 ＦＷ ○

15 9:30～11:00 講義
各種制度・法律「障がい者総合支援制度」
制度概要と意思決定支援について

尾﨑 剛志 湊川短期大学人間生活学科 ○

5 16 2020年9月15日(火) 11:15～12:45 講義
各種制度・法律「雇用・労働」
労働基準法と雇用保険制度の概要について

職員
大阪労働局労働基準監督部及
び大阪労働局職業安定部

○

17 講義
対人援助の基本姿勢①
対人援助における価値を学ぶ

○

18 講義
対人援助の基本姿勢②
対人援助における価値を学ぶ

○

19 演習 人権ファシリテーターとは① ○

20 演習 人権ファシリテーターとは② ○

6 21 2020年9月17日(木) 演習 ワークショップ体験① ○

22 演習 ワークショップ体験② ○

23 演習 ワークショップ体験③ ○

24 演習 事業企画の基礎① ○

25 演習 事業企画の基礎② ○

7 26 2020年9月24日(木) 演習 事業企画の基礎③ （特活）関西こども文化協会 ○

27 演習 企画書にチャレンジ① ○

28 演習 企画書にチャレンジ② ○

29 演習 実習に向けて① ○

30 演習 実習に向けて② ○

8 31 2020年10月8日(木) 演習 実習① ○

32 演習 実習② ○

33 演習 実習③ ○

34 演習 ふりかえり ○

35 演習 広報の基礎① ○

36 演習 広報の基礎② ○

9 37 2020年10月15日(木) 演習 発表① （特活）関西こども文化協会 ○

38 演習 発表② ○

39 演習 ふりかえり ○

人材養成コ ース
指定科目数 7 12 11 12

（特活）えんぱわめんと堺／
ES

13:30～16:45 狭間 香代子
関西大学人間健康学部
人間健康学科

白波瀬 達也9:30～12:30 写真と解説でまちを歩く①②③

人材養成コース

10:00～16:15 柳瀨 真佐子

桃山学院大学社会学部
社会学科

コース受講者はできるだけ参加

13:30～16:45 重野 勉 （福）ポポロの会

13:00～15:00 柴原 浩嗣 （一財）大阪府人権協会

10:00～16:15 北野 真由美

9:30～16:45 北野 真由美
（特活）えんぱわめんと堺／
ES

10:00～16:15 柳瀨 真佐子

※人権相談員養成コースの修了認定を受ける場合は

人権相談員養成コースと併せて人権問題科目（前

期）の履修（申込）も必要です。 （P2参照） 

別紙 3-①
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令和 2（2020）年度 大阪府人権総合講座（前期） 【人権問題科目】 カリキュラム 
● 1 科目から選択が可能です  
※人権相談員養成コースの修了認定を受ける場合は、人権相談員養成コースと併せて人

権問題科目（前期）の全科目の履修が必要です。  

 

No 実 施 日 時    間 形式 科    目    名
講  師  名
（敬称略）

所          属

40 9:30～11:00 講義
障がい者の人権課題（知的障がい）
知的障がい者を取り巻く状況等について

原田 和明 （福）大阪手をつなぐ育成会

10 41 2020年9月30日(水) 11:15～12:45 講義
セクシュアルハラスメント・パワーハラスメント
ハラスメントの構造や現状について

加藤 伊都子 （有）フェミニストカウンセリング堺

42 13:30～15:00 講義
HIV陽性者の人権課題
HIV、AIDS等の現状と課題

白阪 琢磨 （独）国立病院機構大阪医療センター

43 15:15～16:45 講義
ひきこもりの方への相談支援
「ひきこもり」の現状と課題

漆葉 成彦 佛教大学保健医療技術学部作業療法科

44 9:30～11:00 講義
認知症の理解
若年性認知症の方の支援を中心に

沖田 裕子
（特活）認知症の人とみんなのサポートセ
ンター

11 45 2020年10月6日(火) 11:15～12:45 講義
外国人の人権課題
外国人を取り巻く状況と多文化共生にむけて

朴 洋幸 （一財）八尾市人権協会

46 13:30～15:00 講義
インターネット等における人権課題
インターネット等での人権侵害の現状と課題

辻 大介 大阪大学大学院人間科学研究科

47 15:15～16:45 講義
障がい者の人権課題（発達障がい）
発達障がい者を取り巻く状況等について

山根 和史
（福）北摂杉の子会
大阪府発達障がい者支援センター

48 9:30～11:00 講義
障がい者の人権課題（精神障がい）
精神障がい者を取り巻く状況等について

石田 晋司 四天王寺大学人文社会部人間福祉学科

12 49 2020年10月23日(金) 11:15～12:45 講義
部落差別解消法
教育・啓発の観点から

上杉 孝實 元 京都大学

50 13:30～15:00 講義
依存症について
依存症の基礎理解と回復へのアプローチ

佐古 恵利子
（未定）

（特活）いちごの会
（特活）いちごの会 利用者

51 15:15～16:45 講義
LGBT/性的マイノリティと人権
取り巻く社会状況について

東 優子 大阪府立大学地域保健学域教育福祉学類

52 9:30～11:00 講義
ひとり親家庭の人権課題
ひとり親家庭の現状と課題

神原 文子
社会学者・専門社会調査士
(元 神戸学院大学)

13 53 2020年10月27日(火) 11:15～12:45 講義
女性の人権課題
女性の人権・ジェンダー平等について

古久保 さくら 大阪市立大学人権問題研究センター

54 13:30～15:00 講義
ハンセン病問題
ハンセン病回復者・家族の現状と課題について

加藤 めぐみ
宮良 正吉

ハンセン病回復者支援センター
ハンセン病関西退所者原告団いちょうの会

55 15:15～16:45 講義
在日韓国・朝鮮人の人権課題
在日コリアン青年のアイデンティティを中心に

李 明哲 在日コリアン青年連合（ＫＥＹ）

56 9:30～11:00 講義
刑期を終えて出所した人への支援
地域で支える更生保護の仕組みについて

高橋 昌子 弁護士

14 57 2020年11月5日(木) 11:15～12:45 講義
子どもの貧困
子どもの貧困問題を考える

水流添 綾 （一社）こもれび

58 13:30～15:00 講義
同和問題について
同和問題の基本的認識

田村 賢一 （一財）大阪府人権協会

59 15:15～16:45 講義
障害者差別解消法
法律の概要及び大阪府の取り組みから

関川 芳孝 大阪府立大学地域保健学域教育福祉学類

60 9:30～11:00 講義
高齢者の人権課題
高齢者と家族をめぐる権利擁護の視点

水上 然
神戸学院大学総合リハビリテーション学部
社会リハビリテーション学科

15 61 2020年11月13日(金) 11:15～12:45 講義
多重債務について
多重債務問題の現状と課題について

木村 達也 弁護士

62 13:30～15:00 講義
犯罪被害者の人権課題
犯罪被害者の救済の取り組みについて

職員
（特活） 大阪被害者支援アドボカシーセ
ンター

63 15:15～16:45 講義 SNSにおける人権課題
スマートフォンでのネットトラブル等子どもの支援を中心に

石川 千明 （特活）奈良地域の学び推進機構

64 9:30～11:00 講義
メディア・リテラシー
人権の視点でメディアを読み解く

西村 寿子 （特活）FCTメディア･リテラシー研究所

16 65 2020年11月18日(水) 11:15～12:45 講義
障がい者の人権課題（身体障がい）
身体障がい者を取り巻く状況等について

姜 博久
（特活）障害者自立生活センター・スクラ
ム

66 13:30～15:00 講義
ヘイトスピーチ解消法
解消法施行と現状、今後の課題について 文 公輝 （特活）多民族共生人権教育センター

67 15:15～16:45 講義
子どもの権利の成り立ちと今日的課題
条約採択30年を経た現在を踏まえて

吉永 省三 千里金蘭大学


