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公益財団法人 世界人権問題研究センター

京都府・京都市・京都商工会議所・京都府教育委員会・京都市教育委員会

京都新聞・朝日新聞京都総局・毎日新聞京都支局・読売新聞京都総局

産経新聞京都総局・日本経済新聞社京都支社・NHK京都放送局・KBS京都

後 援

公益財団法人世界人権問題研究センター シンボルマーク

全ての人間は、等しく人権を持つ‥という気持ちを込めて、

温かい心を示すラインとバックに地球を描き、デザインしました。



新型コロナウィルス感染症の状況等により開催を中止する場合があります。中止する場合は、ホームページ等でお知らせいたします。

講座日程

種 別 講　　座　　名 講　師

13:30～13:40 開講式

坂元 茂樹

三輪 敦子

山本 崇記

薬師寺 公夫

7月25日

（月）

8月8日

（月）

8月29日

（月）

9月15日

（木）

9月26日

（月）

10月18日

（火）

10月27日

（木）

11月7日

（月）

11月17日

（木）

12月19日

（月）

1月23日 14:00～15:30 講　義 中国の人権問題を考える 坂元 茂樹

（月） 15:30～15:40 修了式

12

11 講　義14:00～15:40
性的マイノリティが学校で経験する困難：京都府・大阪府の小学

校・中学校・高等学校調査から明らかになったこと
風間 孝

10 講　義14:00～15:40 中世の鳥獣をめぐる職能・身分 西山 剛

9
ワーク

ショップ
14:00～16:00 「身体」から考える人権 渡辺 毅

8 講　義14:00～15:40 障害者差別の禁止を考える 川島 聡

7
フィールド

ワーク
14:00～16:30 ウトロ地区の歴史と現在 金 秀煥

6 講　義14:00～15:40 京都「祇園」の歴史  ―祇園社境内の生活― 下坂 守

5 講　義14:00～15:40 水平社100年を考える ―柳原銀行と記憶遺産― 小林 丈広

講　義14:00～15:40 ヘイト・スピーチ規制を考える 桧垣 伸次

4 講　義14:00～15:40 学習権と子どもの貧困 惣脇 宏

1
6月17日

（金） シンポジウム13:40～16:30 日本の社会構造的差別を考える

日　　　　　時

2 講　義14:00～15:40 「ビジネスと人権」が求めているもの 吾郷 眞一

3

　ウイングス京都　（中京区東洞院通六角下る）

　ハートピア京都　（中京区竹屋町通烏丸東入る）

　ウトロ平和祈念館　（京都府宇治市伊勢田ウトロ51）

会場

シンポジウム

講義・ワークショップ

フィールドワーク



講師プロフィール

三輪 敦子 （みわ あつこ）

研究センター研究員

（一財）アジア・太平洋人権情報センター所長
主要業績：「北京会議の今日的意義」『国際女性』Annual

No.34(2020年12月) 「『ジェンダーに基づく女性
に対する暴力』をめぐる国際的な動き 『NWEC実
践研究』第9号(2019年2月) ほか

金 秀煥 （きむ すふぁん）

一般財団法人ウトロ民間基金財団理事

桧垣 伸次 （ひがき しんじ）

同志社大学法学部 教授

主要業績：『ヘイト・スピーチ規制の憲法学的考察』 （法律文
化社、2017年）、 『ヘイトスピーチ規制の最前線
と法理の考察』（法律文化社、2021年）（共編著）
ほか

坂元 茂樹 （さかもと しげき）

研究センター所長、神戸大学名誉教授

（公財）人権教育啓発推進センター理事長
主要業績：『侮ってはならない中国 今日本の海で何が起き

ているのか』 (信山社新書、2020年) 『日本の海
洋政策と海洋法』(信山社、2018年) ほか

吾郷 眞一 （あごう しんいち）

研究センタープロジェクトチーム5 チームリーダー

立命館大学衣笠総合研究機構教授
国際平和ミュージアム館長
主要業績：「国際労働基準と、ILO、労働組合の役割」『月刊

全労連』（2020年No.275） 「21世紀における国際
労働基準の役割と課題」『日本労働研究雑誌』
（2018年7月号）ほか

下坂 守 （しもさか まもる）

研究センター研究員、京都国立博物館名誉館員

主要業績： 『中世寺院社会と民衆』（思文閣出版、2014年）、

『祇園祭1050年記念中近世の祇園社の研究』（法
蔵館、2021年）ほか

薬師寺 公夫 （やくしじ きみお）

研究センター登録チーム7代表者、立命館大学名誉教授

主要業績：『ベーシック条約集』（東信堂、2020年）、
「国際司法裁判所による人権保護」『国際問題』
№680 (2019年4月)  ほか

風間 孝 （かざま たかし）

研究センタープロジェクトチーム4 チームリーダー

中京大学教養教育研究院教授
主要業績：『LGBTをめぐる法と社会』（共著、日本加除出版、

2019年）、『クィア・スタディーズをひらく１ 』（共著、
晃洋書房、2019年）ほか

山本 崇記 （やまもと たかのり）

研究センター研究員、静岡大学人文社会科学部准教授

主要業績： 『住民運動と行政権力のエスノグラフィ』(晃洋書

房、2020年) 『いま、部落問題を語る』(生活書
院、2019年) ほか

惣脇 宏 （そうわき ひろし）

研究センター研究員、京都産業大学現代社会学部教授

主要業績：『現代の教育改革（MINERVA はじめて学ぶ教職
別巻）』（ミネルヴァ書房、2019年、共著）ほか

川島 聡 （かわしま さとし）

岡山理科大学経営学部准教授

主要業績：『障害法（第2版）』（共編、成文堂、2021年）、『国

際人権法の考え方』（共著、法律文化社、2021
年）、『障害者権利条約の実施』（共編、信山社、
2018年)ほか

西山 剛 （にしやま つよし）

研究センター研究員、京都府文化博物館学芸員

主要業績： 「北野祭礼神輿と禁裏駕輿丁」（『世界人権問題
研究センター研究紀要』第26号、2021）ほか

渡辺 毅 （わたなべ たけし）

穀雨企画室代表

小林 丈広 （こばやし たけひろ）

研究センタープロジェクトチーム2 チームリーダー

同志社大学文学部教授
主要業績：『京都の歴史を歩く』（岩波書店、2016年、共著）

『明治維新と思想・社会』（有志舎、2016年、共編
著)ほか

◆ ● ◆ ● ◆ ● ◆ ● ◆ ● ◆ ● ◆

● ◆ ● ◆ ● ◆ ● ◆ ● ◆ ● ◆ ●

◆ ● ◆ ● ◆ ● ◆ ● ◆ ● ◆ ● ◆



第１回
シンポジウム 日本の社会構造的差別を考える

日本で社会構造的差別を受けている集団には、被差別部落出身者、女性、ハンセン病元患者とその家族など
さまざまな集団が存在します。

2022年は、1922年の全国水平社創立宣言から100年の節目の年です。残念ながら、同和問題はまだ完全に
は解決していません。また、ジェンダーギャップ指数で、2021年、日本は156カ国中120位でした。何が女性
の社会進出を阻んでいるのでしょうか。また、2019年の熊本地裁のハンセン病家族訴訟判決は、ハンセン病
の元患者家族の差別被害を受けたとの訴えを認め、国の責任を認めました。
本シンポジウムは、こうした日本の社会構造的差別を取り上げ、差別のない「誰もが暮らしやすい社会」を

作るためには何が必要かをみなさんと一緒に考えたいと思います。

第２回
「ビジネスと人権」が求めているもの

企業が人権に配慮した活動をしなくてはいけない、というのが一言でいえば「ビジネスと人権」という言葉
が表すものですが、それは、法的規制を意味しているのか、企業がいわばCSR（企業の社会的責任）として行
うべき努力義務なのか、あるいは、そのために市民社会は何ができるのか、行政の役割はといったことになる
とわからない部分が多い。「ビジネスと人権」という言葉の持つ意味を、その出発点から解説します。

第３回
ヘイト・スピーチ規制を考える

近年、日本ではヘイト・スピーチが大きな社会問題となっています。ヘイト・スピーチはその対象の人間性
を否定するものであり、被害者を深く傷つけることから、これを規制するべきだという意見があります。しか
し、日本では、ヘイト・スピーチに刑事罰を科すなどはしておりません。
なぜ日本ではヘイト・スピーチを規制していないのか、またこの問題についてどう対応したらいいのかにつ

いて考えてみたいと思います。

第４回
学習権と子どもの貧困

子どもが成長・発達するためには、学習権が保障されていなければなりません。さまざまな教育問題が、子
どもの学習する権利の十分な実現を妨げているのですが、子どもの貧困問題もその一つです。
学習権とはどのような人権であるのか、また、教育の機会均等とはどういうことかについて考えるとともに、

家庭の経済状況にかかわらず子どもの学習権を保障するためには、どうすればよいのかについて考えてみたい
と思います。

第５回
水平社100年を考える ー 柳原銀行と記憶遺産 ー

第６回
京都「祇園」の歴史 ー 祇園社境内の生活 ー

京都の「花街（遊所）」として名高い「祇園」の歴史をたどる。「祇園」の地が「花街」としての道を歩み
始めるのは17 世紀半ば以降のことである。それまで長く祇園社（八坂神社）の境内地として開発が許されな
かったこの地が、なぜこの時期から「花街」と化していったのか。また、そこで営まれた茶屋や遊女屋とは具
体的にどのようなものであったのか。文献史料だけでなく、絵画史料をも用いて考えていく。

今年は全国水平社創立100年の記念すべき年です。この年にあたり、これまで京都部落史研究所や柳原銀行
記念資料館などが活動の中で明らかにしてきた史実、近年の記憶遺産への動きなどを踏まえ、その意義を明ら
かにしたいと思います。
戦後民主主義を支えてきた私たちの価値観の動揺がささやかれる中、全国水平社の創立の歴史的な意味をあ

らためて考えることは、これからの日本社会の土台をみつめなおすことにもつながるのではないでしょうか。

講義の概要



第９回
ワークショップ 「身体」から考える人権

身体に障がいをもたない人は、障がいを、四肢機能、視覚、聴覚などの「欠損」と捉え、その不自由さを、
ときに「気の毒」などと思ってしまいがちです。でも、身体障がい者が不自由なのは、社会が、障がいの無い
人を基準につくられているからにすぎないのでは？ そもそも歩けない、見えない、聴こえないは「欠損」な
のでしょうか？
「障がい」の捉え方を、ワークショップを通じて再考してみたいと思います。

第８回
障害者差別の禁止を考える

障害者差別解消法は2013年６月に成立し、2016年4月に施行されました。この法律は障害者差別を禁止し
ています。2021年5月には、改正法が成立しました。この改正法により、民間事業者の合理的配慮が努力義務
から義務に変わりました。改正法は、公布日（2021年6月4日）から起算して3年以内に施行されます。この法
律の下で民間事業者と行政機関等に求められている障害者差別の禁止とは何か、を考えたいと思います。

第７回
フィールドワーク ウトロ地区の歴史と現在

在日コリアンの街、ウトロ地区。その歴史を継承するとともに、人びととの交流の場としてオープンした
「ウトロ平和記念館」で人権と平和の大切さを考えたいと思います。

第10回
中世の鳥獣をめぐる職能・身分

性的マイノリティの児童生徒は学校においていじめや暴力に遭いやすく、性別によって2分化された施設や
制度、異性愛を前提にした価値観により、就学上の困難を抱えている。
こうした現状を踏まえ、本プロジェクトチームは京都府・大阪府の小学校・中学校・高等学校の教員を対象

に、性の多様性や性的マイノリティの児童生徒についての認識、勤務してきた学校での困った経験や取り組み
の事例を調査した（2021年12月〜2022年2月）。
本講座ではその調査から明らかになった現状と課題を報告する。

第11回
性的マイノリティが学校で経験する困難
：京都府・大阪府の小学校・中学校・高等学校調査から明らかになったこと

日本中世社会において、鳥獣類から得られる資源は貴重なものであり、それは当時の人々の生活全般にわ
たった。
一方で、これら鳥獣の食肉や皮革の獲得は殺生を伴うものであり、この側面には一定の賤視が注がれたもの

と考えられている。
本講では、文献史料を中心に、中世における鳥獣資源がいかに生み出され、いかに受容されてきたかを明ら

かにしつつ、中世社会における生活文化の一端を紹介したい。

第12回
中国の人権問題について考える

2021年3月22日、米・英・加、EUは、「中国が新疆ウイグル自治区でウイグル族に対するジェノサイドや人
道に対する罪を続けている」と述べて、中国への経済制裁に踏み切った。同年12月、バイデン政権は、新疆ウ
イグル自治区での人権問題を理由に、北京オリンピックの外交ボイコットを表明し、さらに新疆ウイグル自治
区でウイグル族の強制労働によって生産された製品の米国内への輸入を禁じる「ウイグル強制労働防止法」を
成立させた。
米中対立の根源にある中国の人権問題について、みなさんと一緒に考えたい。



○受講日前日までに「受講申込書」に必要事項を記入し、郵送又はFAXでお申込みください。
複数の受講希望日をまとめて申込むことができます。

○事務局から申込み確認の連絡をします。
その後、受講日前日までに、指定の金融機関口座に受講料を振り込んでください。

○当日、会場でのお支払いも可能です。

会場案内

講義・ワークショップ

京都府立総合社会福祉会館 ハートピア京都
京都市中京区竹屋町通烏丸東入る清水町375番地
・地下鉄「丸太町駅 」5番出口（地下鉄連絡通路にて連結）

・京都市バス、京都バス、JRバス

「烏丸丸太町」バス停 烏丸通沿い南へ

受付 午後１時30分～

ウイングス京都 イベントホール
京都市中京区東洞院六角下る御射山町262番地
・地下鉄「烏丸御池駅」5番出口より南東へ徒歩5分
・地下鉄「四条駅」20番出口より北東へ徒歩5分

１回 1,000円 全講座一括の場合 10,000円
※全講座を一括でお申込みいただくと受講料が割引となります。
※当センターの賛助会員は無料で受講できます。

京都銀行 府庁前支店
普通 ８５３６８５

京都中央信用金庫本本店
普通 １０３９６８８

三菱ＵＦＪ銀行 京都支店
普通 １２２２３９６

公益財団法人 世界人権問題研究センター 事務局
〒604-8221 京都市中京区錦小路通室町西入天神山町290番地1
電話（075）231－2600／ ＦＡＸ（075）231－2750／ Ｅ-mail   jinken@khrri.or.jp       

シンポジウム 受付 午後１時～

定 員
（先着順）

＊新型コロナウイルス感染症の状況により、変更することがあります。

シンポジウムは
無料です

シンポジウム 140名 講義・ワークショップ 50名 フィールドワーク 30名

申込先

受 講

手続き

○ ６月10日（金）までに 「受講申込書」に必要事項を記入し、郵送又はFAXでお申込みください。
○ 事務局から申込み確認の連絡をします。

シンポジウム

講義・ワークショップ・フィールドワーク

受講料

※詳細は参加者に別途、ご案内します。

申込方法

フィールドワーク 受付 午後１時30分～ ウトロ平和記念館 宇治市伊勢田町ウトロ51-43

※当日の申込みはできませんので、注意してください※



ＦＡＸ ０７５－２３１－２７５０

2022年度 人権大学講座受講申込書

【講座の中止について】

【受講申込みについて】

○ 新型コロナウイルス感染症の状況により、中止する場

合があります。

ご理解をいただきますようお願いいた します。

○ 中止する場合は上記のご連絡先にお知らせします。

○ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、定員を超える場合は受講できません。

○ 受講日当日の申込みはできません ので、注意してください。

○ シンポジウムは、6月10日（金）までに、「受講申込書」にて、郵送またはFAXで申込みをしてください。

○ シンポジウム以外の講座は、受講日前日までに、「受講申込書」にて、郵送またはFAXで申込みをしてください。

複数の受講希望日をまとめて申込むことができます。

○ 事務局から申込み確認の連絡をします。その後、受講日前日までに、指定の金融機関口座に受講料を 振り込ん

でください。

○ 受講料は、当日、会場でのお支払いも可能です。

キ
リ
ト
リ
セ
ン

【ご受講について】

○ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止する

ため、マスクを着用してください。

○ アルコール消毒にご協力をお願いいたします。

○ 体調がすぐれない場合は、受講を控えてください。

お名前
ふ り が な

ご所属

受講料

支払方法

受　講 開  催  日

6月17日(金)

7月25日(月)

8月 8日(月)

8月29日(月)

9月15日(木)

9月26日(月)

10月18日(火)

10月27日(木)

11月 7日(月)

11月17日(木)

12月19日(月)

1月23日(月)

ワークショップ　「身体」から考える人権

ご連絡先

シンポジウム　日本の社会構造的差別を考える

「ビジネスと人権」が求めているもの

ヘイト・スピーチ規制を考える

講　　　　座　　　　名

　　 □　銀行振込み　　　　□　当日支払い（一括）　　　　□　当日支払い（毎回）

講座日程

受講希望日に

✓

中世の鳥獣をめぐる職能・身分

性的マイノリティが学校で経験する困難

中国の人権問題を考える

学習権と子どもの貧困

水平社100年を考える ―柳原銀行と記憶遺産―

京都「祇園」の歴史  ―祇園社境内の生活―

フィールドワーク　ウトロ地区の歴史と現在

障害者差別の禁止を考える

　〒

　 TEL：　　　　　（　　　　　）　　　　　　　　　　　　　　FAX：　　　　　（　　　　　）

　　　　　□　全講座　￥10,000　　　　　　　　□　￥1,000×（　　　）回


