
   

 

特集 夏季セミナー 

～教育の課題を学び、より良い支援を考える～ 

府立人研だより 
第６号  

大阪府立学校人権教育研究会 

事務局 

2017 年６月 30 日 発行 

７月 26 日（水）第１日 

 

 

 

 
  

第１日 午前 

７／26 全体会  第①会場  大阪コロナホテル 

（水） 

「『ちがい』により困らない社会をつくる」 
  講師：野口 晃菜 さん（株式会社 LITALICO 執行役員） 

全体会 
10:00～

12:30 

 

LITALICO の教材展示と社員の方との交流ブースを設けます！ 

              時 間  12：30～13：20  

              場 所  柴島高校 ２階 ３年４組教室 

 

第１日 午後 分科会  

７／26 第１セミナー （教材部会）  第②会場  柴島高校 

（水） 
分科会 「性 的 マイノリティ、聴 覚 障 がい当 事 者 教 員 がつくる出 会 いの人 権 学 習」 

報 告：府立柴島高校、府立堺聴覚支援学校 14:00～

17:00 
第２セミナー （ケーススタディ部会）  第②会場  柴島高校 

 
「子どもの貧困 ～取材現場からの報告～」 
講 師：新井 直之さん （ＮＨＫ大阪放送局 報道部ディレクター） 

第３セミナー （進路保障部会）  第②会場  柴島高校 

 

「進路保障のあり方 ～地域医療から考える進路保障～」 
 講 師：澤井 創さん （一般財団法人 信貴山病院 ハートランドしぎさん 地域医療連携部 

             子どもと大人の発達センター担当 精神保健福祉士／社会福祉士） 

 

７／26 校長部会  第②会場  柴島高校 

（水） 
14:00～
17:00 

「発達障がいをいかす教育とは」 
 講師：吉松 靖文さん（愛媛大学教授、愛媛大学教育学部附属特別支援学校長） 

 

学びの夏がやってきました！ 府立人研 夏季セミナーへ！ 

9:30 10:00 12:30 13:30 14:00 17:00

内容
ブース企画

会場 ① 大阪コロナホテル ② 柴島高校２階 ② 各分科会場

休憩
受付 全体会 受付 分科会



７月 27 日（木）第２日 
 

9:30 10:00  12:00  13:00 13:30  15:00 15:20  17:00 

内容 受付  全体会   休憩  受付 
分科会 

（第Ⅰ部） 

休憩 

移動 

分科会 

（第Ⅱ部） 

会場  ②柴島高校視聴覚室     ② 各分科会場 
 
第２日 午前 

７／27 全体会  第②会場  柴島高校 視聴覚室 

（木） 
全体会 「出会い つながり 絆 ～和太鼓を通じた人権啓発～」 

講 師：谷本 直也さん （和太鼓集団 「絆」 代表） 10:00～
12:00 

 
第２日 午後 分科会人権教育実践・入門セミナー 

７／27 
（木） 

第 1工房 （部落問題） ※第Ⅱ部（後半）と内容が異なります。  第②会場  柴島高校 

「こんなとき、あなたならどうする？ ～ワークを通して考える部落問題～」 
 講 師：川﨑 那恵（大学職員） 

部落問題入門編です。経験年数の少ない方、ぜひお越しください。  
分科会 
第Ⅰ部 
（前半） 
13:30 
｜ 

15:00 

第２工房 （情報と人権）  第②会場  柴島高校 

「教員が知っておきたいネットと人権～ネット上の人権侵害事象を許さない～」 
報 告：府立人研「情報と人権」チーム 

第３工房 （奨学金）  第②会場  柴島高校 

「日本学生支援機構の給付型奨学金について 
 ～推薦基準の報告と奨学金アンケート結果から考える～」 
報 告：平野高校、松原高校、府立人研「進路調査・奨学金」チーム  

第４工房 （障がい者教育）  第②会場  柴島高校 

「共に活動し信頼と自信を育むために ～事例に学ぶ効果的な支援～」 
講 師：すながわ高等支援学校、枚岡樟風高校、他府立学校 

15:00 ― 15:20 休憩・移動 

７／27 
（木） 

第５工房 （部落問題）  第②会場  柴島高校 

「寝た子を起こして、仲良くごはん ～私の部落解放運動～」 
講 師：川﨑 那恵さん（大学職員） 分科会第

Ⅱ部 
（後半）
15:20 
｜ 

17:00 

第６工房 （多文化教育）  第②会場  柴島高校 

「体験しよう！ 自分をみつめる多文化教育ＨＲ【入門編】」 
報 告：府立人研「多文化教育」チーム 

第７工房 （定通教育）  第②会場  柴島高校 

「就職差別とは？ ～近畿統一応募用紙の歴史と進路指導～」 
報 告：西淀川高校 

第８工房 （性と人権）  第②会場  柴島高校 

「性的マイノリティを包摂した学校づくりをめざして 2017 
～当事者の経験に学ぶ～」 

講 師：仲岡 しゅんさん（弁護士）、他 
 

７／27 教頭部会  第②会場  柴島高校 

（木） 「スクールソーシャルワークの視点からみる生徒への支援」 
講 師：金澤 ますみさん（桃山学院大学） 

14:30～
17:00 

※第Ⅰ部（前半）と内容が異なります。 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊「府立人研だより」の掲示・配布をお願いいたします。各校の人権教育の充実にお役立ていただけましたら幸いです＊ 

会場案内  

① 大阪コロナホテル 

（JR「新大阪」駅東口から北東へ約 200m） 

② 大阪府立柴島高等学校 

（阪急京都線「崇禅寺」駅から南へ約 300m） 

（阪急千里線「柴島」駅から西へ約 300m） 

 ＊名札とスリッパをご持参ください。 

お申し込みについて 
１ 資料代として 2000 円が当日必要です。 

２ 申し込み 

   別紙申込用紙により、 

    7 月 18 日（火）締め切り  で  

   FAX でお送りください。 

      06-6324-3822 

 

府立人研 大阪府立学校人権教育研究会 

〒533-0024 大阪市東淀川区柴島 1丁目 7番 106 号  府立柴島高等学校内 
              ※逓送便には「府立人研」とお書きください。 

            TEL・FAX  ０６－６３２４－３８２２（直通） 
     ※お問い合わせはできる限りＥメールをご利用ください。 お電話の場合は、火曜日にお願いします。 

  E-mail    furitsujinken@nifty.com ホームページ http://furitsujinken.in.coocan.jp/ 
 

② 

① 
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