
人権学習
様々な人権問題への理解を深め、自分の行動や生き方を振り返り、受講者自身の人権意識を問い直し、自ら考え、行動するきっかけを学ぶ講座。

講師名 主な開催内容 講演型 体験型 オンライン型 連絡先 備考

1

佐藤 敦雄

（高松市人権教育課

 社会教育指導員）

「人権意識の高い子どもたちを育てるために」は、保護

者自身の人権意識や人権認識を高めることが重要である

ことから、『子どものほめ方』『自尊感情の高め方』

『差別を支える慣習や風習・差別の現実』など、人権意

識・人権認識の高揚につながる学びを提供する。

〇
高松市人権教育課

087-839-2640

2 NPO法人未来ISSEY

・香川県で病気を抱える子どもと家族を支援する取り組

みについて

・遠隔ロボットを活用して会いたい人と繋ぐ支援につい

て

・⾧期入院の子どもと家族を笑顔にするコミュニケー

ション方法（声のかけ方・自分たちにできること）

〇

〇

ロボット

持参

〇
℡：080-2982-3902        

 e-mail： miraissey@gmail.com

時間帯・場所はその都度ご相談さ

せていただきます。

3 称讃寺 住職 瑞田信弘

世代間のコミニュケーション。目標設定と達成感。短期

の目標と中⾧期の目標。集団の中での自分の身の置き

方。異なった意見の調整方法。ゆっくり聴くことと共感

すること。等

〇

ディス

カッショ

ン形式も

〇

〇

761-1701 高松市香川町大野1325-

2

固定電話 087-885-2012

携帯電話 090-2822-5012

メールアドレス

s-tamada@shirt.ocn.ne.jp

本業はお坊さんなので、土・日・

祝日の日中は早めの日時の設定を

望みます。

4
香川人権研究所

事務局⾧ 竹上精一

・知っておきたい人権課題(幼・小・中)

・なかまづくりを支えるもの(幼)
〇 × 〇

高松市生涯学習センターへ連絡

☎087-811-6222

📠087-821-8022

✉can@city.takamatsu.lg.jp

特になし

5

ラジオパーソナリティー・

アルミックジェンダー研究室 

代表

木村アンリ

「性的少数者 LGBとT、基礎知識と対応」     

パワーポイントを使った講演
〇

高松市栗林町2-18-18-201、         

090-2785-1815 

b11scs1d34@hi3.enjoy.ne.jp   

FAX. 087-802-6138

講演可能日時 土、日、祝 平日

の午前中

6

野郷光宏

（のごうみつひろ）

所属：香川県青少年育成アドバ

イザー協議会

愛LOVE優で幸せを感じる子どもづくりを

子どもは主役大人はサポーターで子育てを

人権尊重の精神を大切にした子育てを一緒に考える講話

を行います

○ ○

〒７６１−８０７６ 

高松市多肥上町４４３−２

電話兼FAX ０８７−８８９−２６４８

携帯０９０−５２７４−５１８９

E-mail mitsuhiro.nogou@gmail.com

繁忙期はありません。要望日、時

間等については、事前連絡をいた

だければ対応できると思います。

訪問地域についても別に要望はあ

りません。

7

認定NPO法人 ヒカリカナタ基

金理事⾧

竹内 昌彦

テーマ「私の歩んだ道ー見えないから見えたもの」

（視覚障害者への理解について、いじめ・進路・子育てにつ

いて、素晴らしい先生に出会えること、人はなぜ勉強するの

か、などをお話しします。）

ヒカリカナタ基金のHPやYouTubeにネパールで両目を手術し

た「ピピちゃん８歳」の動画があります。ぜひ講演の最後に

皆さんに見ていただきたいと思いますのでご覧ください。

○ ○

△

(準備してい

ただければ、

できるだけ対

応します）

住所：〒703-8253 岡山市中区八

幡東町6-1

電話：086-275-0112(FAX兼用)

携帯：090-7130-7260

日時：いつでも可能。岡山から日帰

りできれば助かります。場所：どこで

も可能。

講師料：交通費など全て合わせて手

取りで４万円以上いただけると助か

ります。アジアの貧しい国の目の見

えない子供たちの目の手術費に使わ

せていただきます。

準備：ワイヤレスマイク、お盆の上に

水とコップ。（お盆があるとペット

ボトルやコップの位置がわかるた

め）

8
田村 治仁

(一般社団法人ＩＩＮＥ 代表)

・パラリンピック競技体験会（車いすバスケットボー

ル・シッティグバレーボール・ボッチャなど。保護者参

加・家族での参加が可能です。）

・障がい者スポーツ指導

・障がいとスポーツ講演会

・車椅子利用車が困ること、講演会や体験会

○ ○ ○
TEL  090-7578-4985

メール harusakura@r7.dion.ne.jp

 開催時期・時間帯・地域につい

ては特に条件はありません。

 会場の規模などに応じて参加可

能な人数に限りがありますので、

依頼する場合は要相談。

9

日本アンガー マネジメント協会コ

ンサルタント・キッズインストラ

クタートレーナー・ティーンイン

ストラクタートレーナー他

高松太田社労士事務所 谷川由

紀

・怒りの感情を上手にコントロールする技術（アンガー

マネジメント）

・上手な叱り方、怒り方について

＊いずれも、対象は「大人」か「親子」向け

○ ○ ○

高松市生涯学習センターへ連絡

☎087-811-6222

📠087-821-8022

✉can@city.takamatsu.lg.jp

随時受付

10

町田 仁美

（まちだ社会保険労務士事務所

代表、オフィスjin代表）

・アンガーマネジメント（感情のコントロール）

・子どもの自己肯定感を育て、考える力を伸ばす

・親子のコミュニケーション、ファミリースキル

・アンコンシャス・バイアス（無意識の偏見）に気づく「イ

ライラ子育てから笑顔の子育てへ～アンガーマネジメントの

すすめ～」「子どもが育つ叱り方。伝わるように伝えよう」

「子どもを伸ばすファミリースキル」「親子の未来が変わ

る。アンコンシャスバイアス（無意識の偏見）に気づこう」

○ ○ ○

電話：087-814-4651

   090-8695-2998

メール：machida-

sharoushi@mbr.nifty.com

開催は基本、平日9:00～16:00

夜間、休日は要相談

11

スタジオトゥルー

こもだ 恵

-------------------------

ペップトーク認定講師

こもだ 恵

・体をゆるめて、ほぐして、のばす

・楽しく踊る チアダンス（保護者対象）

--------------------------------------------------------

・励ましの言葉がけ

・子どもをやる気にさせる言葉

・自己肯定感を高める

×

-----

○

○

-----

○

○

----------

○

スタジオトゥルー

087-811-9393

087-811-9394（FAX）

こもだメール

ame_4k@yahoo.co.jp

相談による

（例１）

テーマ：社会の様々の人権課題（同和問題や障がい者、性的少数者への理解など）について学び、

親同士または親子で考える。

講 師：それぞれの分野で活動している講師など。

（例２）

テーマ：家庭内や身近な人間関係において、相手を尊重しあうための、物事の捉え方や言葉がけの

工夫などを学ぶ。

講師：人権問題に関する講師のほか、アンガーマネジメントなど人との接し方に関する講師など。



12

シド 聡子

（銀座コーチングスクール四国

校講師）

・親子のコミュニケーションについて

・子育て力について考えよう
○ ○ ○

高松市生涯学習センターへ連絡

☎087-811-6222

📠087-821-8022

✉can@city.takamatsu.lg.jp

開催は

金曜日以外

10時～16時

13
コーチングサービスNICO

代表 須田 珠恵

対話型のワークショップで参加者同士の学び合い・交流を深

めていただけます。

【テーマ例】

・子どもの自己肯定感を育む関わり方

・イライラや不安などのネガティブ感情との付き合い方

・チーム力を高めるコミュニケーション

・信頼関係を深めるコミュニケーション

・子どもが憧れる保護者になるために

・子育てお悩み相談会

○ ○ ○
Tel 090-2963-2142

Email nicoring2525@gmail.com

【日時】

平日（対面）9：00～16：00

平日（オンライン）9：00～21：00

土日（対面・オンラインとも）9：00

～21：00

【場所】

香川県内（高松市内より片道1時間以

内）

14

日本コーチ協会 四国チャプター

相談役

日本コーチ協会 正会員

笑顔コーチングファシリテーター

子育てコーチ

十川 智美

・子育て中のメンタルケア

（コミュニケーションはキャッチボール）（子どもの気にな

ることを置き換えてみよう）（子どもがやりたいと思うしつも

んを考える）（聴く、認める、考えさせる）

・先輩ママに訊いてみよう子育ての悩み

・ママ友を増やそう受講者同士の交流（ワールドカフェをし

よう）（笑顔のコーチング簡易版）

・子どもの自立を育てるほめ方、しかり方

〇 〇 〇

E-

mail:egao.coachsogawa@gmail.co

m

TEL:050-3305-6063

15

親同士の学びを取り入れたワー

クショップ「わいわいたいむ」

（香川県教育委員会事務局生涯

学習・文化財課）

「家庭教育推進専門員」がファシリテーターとして、保

護者同士が楽しく子育てについて学べる参加型の学習会

を提供します。「子どもの「泣き」への対応」「子ども

が話したくなる聞き方」「子育て・子育ち川柳にチャレ

ンジ！～親・子の思いを味わおう～」「親の振る舞いに

ついて考えてみましょう」など、約３０のプログラムか

ら選択可能。

「かがわの家庭教育」HPの各種講

座「わいわいたいむ」の項目参照。

「親同士の学びを取り入れたワーク

ショップ実施団体申請書」を提出。

https://www.pref.kagawa.lg.jp/ke

nkyoui/shogaigakushu/katei/jujits

u/kateikyouiku/kfvn.html

講師派遣・出前講座事業等


