
（社会福祉法人）
№ 会社名 会社名２ 講演内容 教材等

1 社会福祉法人香久山会 特別養護老人ホームピュア アンガーマネジメントと人権 講師のレジュメ・資料

2 社会福祉法人茨木厚生会 従業員のＳＮＳ利用と人権 講師のレジュメ・資料

3 社会福祉法人建仁会 成年後見制度について テキスト教材

4 社会福祉法人大阪YMCA ＬＧＢＴ理解 当事者・高校生からの話 幼少期の気持ち 高校生の今思って
ること、人前で話してもいいと思う理由 困っていること

講師のレジュメ・資料

5 社会福祉法人香西会 インターネットによる人権侵害 テキスト「企業と人権」

6 社会福祉法人香西会 香西園デイセンター
サービス付き高齢者住宅マザー館
マザー ヘルパーステーション
マザー デイセンター
特別養護老人ホーム 香西会テレ
サ
小規模多機能ホーム ティアラ
グループホーム ティアラ
特別養護老人ホーム 香西会スバ

インターネットによる人権侵害 テキスト「企業と人権」

7 社会福祉法人香西会 特別養護老人ホーム 香西園 インターネットによる人権侵害、「人権」ってなんだろう テキスト「企業と人権」

8 社会福祉法人福昭会 企業と人権
１．パワーハラスメント
２．セクシュアルハラスメント
３．その他の主なハラスメントについて

講師のレジュメ・資料

9 社会福祉法人たけるの里 人権擁護・虐待

10 社会福祉法人いわき会 新型コロナウイルス 負のスパイラルを断ち切るために テキスト「日本赤十字社 新型コロナウイルスの3つの顔を
知ろう」

11 社会福祉法人博光福祉会 特別養護老人ホーム寿里苑サラ 相手の話を受け入れ尊重することの重要性。先入観なく考えることの必要
性。

ワークシートを用いたグループワーク

12 社会福祉法人みおつくし福祉会 自立支援センター舞洲 人権問題指導者養成研修会の内容に基づく社内研修 テキスト「自他尊重の明るい職場づくり」パワハラ、コミュニ
ケーション、セルフケア

13 社会福祉法人大阪市此花区社会福祉
協議会

此花区自立相談支援窓口 人権問題指導者養成研修会の内容に基づく社内研修 テキスト「自他尊重の明るい職場づくり」パワハラ、コミュニ
ケーション、セルフケア

14 社会福祉法人みおつくし福祉会 天王寺区子ども・子育てプラザ インターネットと人権

15 社会福祉法人高津学園 発達障がいの理解と支援
ビデオ等視聴

ビデオ等視聴覚教材
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16 社会福祉法人博光福祉会 特別養護老人ホーム 寿里苑 利用者への接遇意識の向上を図る
DVD視聴

DVD教材「虐待防止シリーズ」（高齢者虐待）、ディスカッ
ション

17 社会福祉法人白寿会 コロナ禍の中で危惧していること これまでの経験から
ビデオ視聴

講師のレジュメ・資料

18 社会福祉法人みおつくし福祉会 北桃谷乳児保育園 ユーチューブ視聴後に意見交換 YouTube「インターネットと人権」

19 社会福祉法人みおつくし福祉会 あったかスマイル・いくの あなたは大丈夫？考えよう！インターネットと人権 テキスト教材、グループワーク

20 社会福祉法人みおつくし福祉会 つどいの広場「すまいる」 あなたは大丈夫？考えよう！インターネットと人権 テキスト教材、グループワーク

21 社会福祉法人みおつくし福祉会 浪速区役所「子育てつどいのひろ
ば」

あなたは大丈夫？考えよう！インターネットと人権 テキスト教材、グループワーク

22 社会福祉法人みおつくし福祉会 長谷川羽曳野学園 あなたは大丈夫？考えよう！インターネットと人権 テキスト教材、グループワーク

23 社会福祉法人邦寿会 「人権」とは １．若年性認知症、２．同和問題、３．ＬＧＢＴ 講師のレジュメ・資料、ビデオ「光射す空へ」

24 社会福祉法人みおつくし福祉会 助松寮 あなたは大丈夫？考えよう！インターネットと人権 テキスト教材

25 社会福祉法人恵裕会 ケアハウス光の郷 パワハラ防止 ビデオ「パワハラ防止法を理解し、管理職として心がけたい
こと」

26 社会福祉法人博光福祉会 特別養護老人ホーム寿里苑ラピス 人権に配慮した高齢者の接遇と言葉遣い テキスト教材（求められる言葉遣い）

27 社会福祉法人杉の子会 こども園杉の子 「子どもを尊重する関わり」と「子どもを尊重しない不適切な関わり」について テキスト教材「保育者の関わりの理論と実践」、「人権擁護
の為のセルフチェックリスト」、KJ法によるグループワーク

28 社会福祉法人四幸舎和会 くりのみ園 虐待防止取組を振り返り、合理的配慮を確認し支援者としての役割を振り返
る。

講師のレジュメ・資料、グループワーク

29 社会福祉法人三松会 「命に寄り添う」ターミナルケアと人権 ビデオ等視聴、レポート提出

30 社会福祉法人ふくふく会 ハラスメント防止 講師のレジュメ・資料、出版物教材

31 社会福祉法人山麓会 人権腕だめし 人権腕だめし、出版物等市販教材

32 社会福祉法人大泉会 ここから歩き始める ビデオ等視聴覚教材

33 社会福祉法人光和会 ずし保育園 「マイノリティー」と「マジョリティ」個性をどう捉えるか。
・マイノリティー、マジョリティの説明
・自分のマイノリティーはあるか？
・自分のマイノリティーをどう捉えるか
・マイノリティーを考え、多様な個性や違いを知っていく

ビデオ NHKＥテレ大阪 ハートネット「ワケありさんの森」
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34 社会福祉法人ともしび福祉会 特別養護老人ホームともしび SDGｓを中心にした日本の課題理解。人権侵害の事例。幸福についての自己
啓発

講師のレジュメ・資料、出版物、ビデオ等視聴覚教財

35 社会福祉法人福昭会 差別・偏見について 講師のレジュメ・資料

36 社会福祉法人秀美福祉会 拘束禁止、虐待防止、セクハラ防止、パワハラ防止、人権全般、個人情報、そ
の他接遇全般

テキスト教材「大阪府資料（拘束、虐待、セクハラ）」、人権、
接遇関係の書籍

37 社会福祉法人春樹会 コロナウイルス対策に関連した人権研修。職場における各種ハラスメント テキスト教材「〔企業と人権〕職場からつくる人権尊重社
会」、グループワーク

38 社会福祉法人交北会 青桐保育園 マタハラ、パワハラ、メンタルヘルス、ハラスメント相談 人権腕だめし

39 社会福祉法人たつみ会 柱本保育園 ＬＧＢＴと職場 DVD教材「私らしくマイノリティを生きる」

40 社会福祉法人みおつくし福祉会 南さくら園 新型コロナウイルス感染に関する人権差別について 日本赤十字社の動画・資料

41 社会福祉法人帝塚山福祉会 介護老人保健施設聖和苑 人権腕だめし 人権腕だめし

42 社会福祉法人加島友愛会 リュミエール加島 部落問題とは？自分事として考える 講師の資料

43 社会福祉法人昌壽会 豊中グリーンヒル 人権啓発について DVD教材「私たちと人権 職場編」

44 社会福祉法人昌壽会 豊中グリーンヒル 人権研修（ハラスメント研修）

45 社会福祉法人昌壽会 豊中グリーンヒル 人権研修、ターミナルケア研修 レジュメ

46 社会福祉法人マイウェイ福祉の会 草笛の家 DVD視聴 DVD「神戸市高齢者虐待防止 介護従事者研修」、グルー
プワーク

47 社会福祉法人みおつくし福祉会 リアン東さくら インターネットと人権 講師のレジュメ・資料、ビデオ等視聴覚教材

48 社会福祉法人高津学園 ハラスメントの対応 ビデオ等視聴覚教材

49 社会福祉法人四幸舎和会 セブン＆チェリー作業所 虐待防止の観点から、事業所内で身体拘束について考える 講師のレジュメ・資料

50 社会福祉法人多邦会 だれもが幸せに生きたい
介護・保育と人権

講師のレジュメ・資料

51 社会福祉法人慶徳会 軽費老人ホーム真華苑 DVD視聴 DVD「組織と個人を守る 階層別コンプライアンスシリーズ
第1巻 新入社員・若手社員編」

52 社会福祉法人慶徳会 障がい者サポートセンターしみず 職場のハラスメントについて DVD「セクハラを生まない職場のコミュニケーション対策」
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53 社会福祉法人慶徳会 本部事務局 DVD視聴 DVD「ワークライフバランス」

54 社会福祉法人慶徳会 子供の家 DVD視聴 DVD「障がい者は困っています 合理的配慮へのポイント
２」

55 社会福祉法人慶徳会 西河原デイサービスセンター DVD視聴 DVD「職場の日常から考えるパワーハラスメント」

56 社会福祉法人慶徳会 特別養護老人ホーム常清の里 DVD視聴 DVD「職場の人権 相手のきもちを考える」

57 社会福祉法人慶徳会 静華苑 DVD視聴 DVD「メンタルヘルスと人権」

58 社会福祉法人慶徳会 春菊苑 DVD視聴 DVD「私たちの声が聴こえますか」、アンケート、気づきシー
ト


