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研究紀要 テーマ一覧 

第 1 輯  平成 12 年 3 月発行 

分野 テーマ 執筆者 

同和問題 但馬国養父郡 D 村の歴史と部落問題(上) －明治・大正期の村の政治と

差別－ 

武庫川女子大学大学院研究科教授  安達 五男 

同和問題 姫路白鞣し革の歴史 前 武庫川女子大学教授  上山 勝 

同和問題 文化財としての姫路白鞣し革 (社)日本タンナーズ協会専務理事  出口 公長 

同和問題 加藤弘之と解放令 元 兵庫県八鹿町立青渓中学校教諭  宿南 保 

同和問題 文禄・慶長の役と民族への偏見 日韓教育文化研究会代表  中西 又夫 

障害者 兵庫における障害児教育の先駆者たち －左近允孝之進、松谷富吉、

三田谷啓を中心に－ 

兵庫県南光町立上津中学校長  塚崎 博行 
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第 2 輯 人権確立に尽くした兵庫の人物群像 平成 13 年 3 月発行 

分野 テーマ 執筆者 

同和問題 (人権問題に取りくんだ人物の研究) 

兵庫県水平社の結成と地域改善に生涯をかけた 清水喜市 

兵庫県山崎町社会福祉協議会理事  鎌田 珠子 

同和問題 (同) 

住民の自立をうながした解放運動の先駆者 太田顕太郎 

兵庫県氷上町公民館長  八木 甫瑳子 

同和問題 (同) 

差別の解消に執念を燃やした 大部孫太夫 

兵庫県但馬地区人権・同和教育研究協議会長 

前田 昭一 

同和問題 (同) 

『破戒』の市村代議士のモデル 立川雲平 

兵庫県南淡町文化財保護委員  堀部 るみ子 

女性 

障害者 

(同) 

男女共同参画社会の開拓と障害児教育を活性化した 印部すゑこ 

兵庫県山崎町社会福祉協議会理事  鎌田 珠子 

同和問題 

人権教育 

(人権問題の解決に先駆的な役割を果たした群像) 

兵庫県同和教育協議会の発足を導いた 岡村武雄 

兵庫県揖龍少年育成センター主事  熊見 尚三 

同和問題 (同) 

生涯を兵庫の融和運動に尽くした 内海正名 

(社福)めぐみ会第一仏光保育園長  堀 正昭 

同和問題 (同) 

隣保館活動の先駆者 杉本信雄 

兵庫県宝塚市同和教育協議会会長  大西 善視 

同和問題 (同) 

生活改善と改善教育に挺身した 穀内寅蔵 

兵庫県南淡町文化財保護委員  堀部 るみ子 

女性 (同) 

女性救済と厚生活動に尽くした 城ノブ 

甲南女子大学講師  上山 勝 

ハンセン病患者 (同) 

ハンセン病患者と共に歩んだ 大野悦子 

兵庫県揖龍少年育成センター主事  熊見 尚三 

同和問題 但馬国養父郡 D 村の歴史と部落問題(中) －明治における村の政治・教

育と差別－ 

武庫川女子大学大学院研究科教授  安達 五男 
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第 3 輯  平成 14 年 3 月発行 

分野 テーマ 執筆者 

子ども (教育研究と人権) 

不登校生の人権 －学校臨床の現場から－ 

臨床心理士  目黒 信子 

女性 

外国人 

(同) 

意識調査にみる日韓高校生の相互認識の相違 －「従軍慰安婦」問題を

中心に－ 

奈良県立耳成高等学校教諭  今澤 幸代 

同和問題 (歴史研究と人権) 

播磨国における初期浄土真宗の展開 －播磨国部落寺院を中心として

－ 

兵庫県上郡町立上郡小学校教諭  和田 幸司 

同和問題 (同) 

但馬牛の改良と飼育普及に功績をのこした 岩田孫左衛門 

兵庫県但馬地区人権・同和教育研究協議会長 

前田 昭一 

同和問題 (同) 

但馬国養父郡 D 村の歴史と部落問題(下) －明治・大正期における差別

への抵抗と融和への動き－ 

武庫川女子大学名誉教授  安達 五男 

同和問題 (人物研究と人権) 

融和運動の先駆者 細見春吉 

兵庫県氷上町公民館長  八木 甫瑳子 

女性 (教育研究と人権) 

男女性役割意識に関する調査研究 －中・高校生の意識調査を中心に

－ 

武庫川女子大学大学院教授  小林 剛 

尼崎市立教育総合センターカウンセラー  岡本 茂樹 
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第 4 輯  平成 15 年 3 月発行 

分野 テーマ 執筆者 

同和問題 (歴史研究と人権) 

播州歌舞伎と柳田國男 －高室芝居の起源と歴史－ 

桃山学院大学名誉教授  沖浦 和光 

同和問題 (同) 

丹波国における浄土真宗展開の一考察 

兵庫県上郡町立上郡小学校教諭  和田 幸司 

同和問題 (人物研究と人権) 

香川豊彦没後の四〇余年 －二一世紀を生きる・私的断片ノート－ 

(社)兵庫人権問題研究所事務局長  鳥飼 慶陽 

同和問題 (同) 

荒木新太郎と兵庫県の同和教育 

香寺町教育委員会町史編集室長  大槻 守 

外国人 (研究レポート) 

兵庫県下にある朝鮮人にかかわるもの九選 

兵庫朝鮮関係研究会所属  金 慶海 

女性 (教育研究と人権) 

男女性役割意識に関する調査研究 2 －地域間格差にみられる中・高校

生のジェンダー意識の実態を中心に－ 

尼崎市立教育総合センターカウンセラー  岡本 茂樹 

武庫川女子大学大学院教授  小林 剛 
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第 5 輯  平成 16 年 3 月発行 

分野 テーマ 執筆者 

女性 ジェンダーの形成と女性差別とたたかった母ひでの訴え －近世姫路藩

領の史料分析を中心に－ 

武庫川女子大学名誉教授  安達 五男 

子ども 幸せに生きる権利の侵害としての児童虐待 武庫川女子大学大学院教授  小林 剛 

障害者 障害のある人の社会参加に関する一考察 －公共施設へのアクセスに関

する憲法学的考察－ 

北九州市立大学助教授  植木 淳 

同和問題 丹波国多紀郡における真宗寺院の特質 兵庫県上郡町立山野里小学校教諭  和田 幸司 

いのち 生と死について考える －死生学から見た生命倫理－ 関西学院大学社会学部助教授  藤井 美和 

外国人 播磨国と渡来文化 －芦屋道満伝説をめぐって－ 桃山学院大学名誉教授  沖浦 和光 

 (研究レポート) 

住民主体の啓発活動の新たな手法を求めて －各市町での先駆的な実

践例から－ 

(財)兵庫県人権啓発協会啓発専門委員会 

 (参考資料) 

近畿圏内大学での人権問題関係の研究活動並びに研究紀要等の発行

状況について 

(財)兵庫県人権啓発協会研究部 
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第 6 輯  平成 17 年 3 月発行 

分野 テーマ 執筆者 

女性 兵庫県における働く女性の人権 伊丹市女性交流サロン嘱託職員  小河 洋子 

高齢者 在宅での高齢者虐待の実情と援助の課題 －人権擁護の視点から－ 花園大学教授  古橋 エツ子 

日本福祉大学専任講師  加藤 悦子 

犯罪被害者 日本における犯罪被害者支援の現状 －民間被害者支援団体の活動か

らの報告－ 

ひょうご被害者支援センター事務局長  堀口 節子 

インターネット CMC におけるフレーミングと人権侵害 特定非営利活動法人グローバルプロジェクト推進機構

事務局長  佐藤 等史 

働く人の人権 人権としての労働権 －大正デモクラシー期(1918-22)の賀川豊彦の労働

運動論を中心に－ 

北陸大学助教授  小南 浩一 

県民意識調査 人権に関する県民意識調査報告の分析 －性別・年齢別の分析を中心

に－ 

神戸国際大学教授  山本 克典 
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第 7 輯  平成 18 年 3 月発行 

分野 テーマ 執筆者 

子ども 児童虐待の未然防止 －子育ての楽しさを共有するために－ 兵庫教育大学大学院教授  名須川 知子 

(社福)緑ヶ丘保育園主任保育士  戸田 潔子 

障害者 障害者の社会参加を促進する就労支援施策 兵庫教育大学大学院修士課程在学  中川 芳美 

インターネット 情報化社会における日米プライバシー制度比較 カリフォルニア大学バークレー校大学院法学博士

(S.J.D)課程在学  辻 雄一郎 

いのち 先端的医療技術の臨床応用の際の虚偽情報の提供等と患者の人権侵

害に関する一考察 

岡山大学大学院教授  粟屋 剛 

ハンセン病患者 日本の人権の歴史 ハンセン病隔離政策と学校教育 －新良田教室で

あったこと－ 

兵庫県立山崎高等学校教諭  山田 栄 

 (研究レポート) 

人権啓発の課題と今後の取組 

(財)兵庫県人権啓発協会人権研究専門委員会 

   

第 8 輯  平成 19 年 3 月発行 

分野 テーマ 執筆者 

同和問題 兵庫県姫路地方を中心とする同和問題に係わる戦後の取り組みと差別

意識解消に向けた今後の取り組みについての一考察 

兵庫県立姫路商業高等学校教諭  大垣 輝行 

外国人 在日外国人と共に暮らすための教育方法 －多文化教育としてのアプロ

ーチ－ 

兵庫県立湊川高等学校教員  方 政雄 

環境問題 自然環境の保全と人権 兵庫県立西宮高等学校教諭  石川 照子 

働く人の人権 企業の社会的責任と人権 コーポレートコミュニケーション・アドバイザー 

山本 康雄 
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第 9 輯 学校・家庭のなかの人権 ～虐待・いじめ問題について～ 平成 20 年 3 月発行 

分野 テーマ 執筆者 

子ども いじめを許さない道徳教育の諸課題 －人権を配慮して行動できる子ど

もたちを育てるために－ 

兵庫教育大学大学院学校教育研究科教授 

渡邉 満 

子ども 学校カウンセリングの立場から見た人権教育に関する一考察 －「命の大

切さ」を実感させる教育プログラムの開発・実践から－ 

大阪女子短期大学教授  住本 克彦 

子ども 子どもの虐待の背景 －学校の子どもを通して－ 兵庫教育大学大学院学校教育研究科准教授 

淀澤 勝治 

 (人権シンポジウム) 

「家庭のなかの人権問題 ～虐待・いじめの視点から～」 

 

   

第 10 輯 地域社会と人権 ～暮らしのなかの人権～ 平成 21 年 3 月発行 

分野 テーマ 執筆者 

女性 医療現場における子ども・女性の人権保障 －妊娠・出産期からの子育

て支援の必要性－ 

近大姫路大学教育学部講師  松島 京 

高齢者 高齢者見守りシステムの可能性と必要性 (財)ひょうご震災記念 21 世紀研究機構研究調査本部

共生社会づくり政策研究群主任研究員  村上 寿来 

障害者 旅行を通して見えてきた障害者の外出に関する問題点と課題 神戸学院大学総合リハビリテーション学部リハビリテー

ション学科専任講師  糟谷 佐紀 

人権教育 P.フレイレに学ぶ成人教育の課題としての人権問題学習 －スコットランド

から日本へ－ 

兵庫教育大学大学院学校教育研究科准教授 

安原 一樹 

外国人 新渡日外国人児童生徒への教育保障 －兵庫における支援ネットワーク

形成への課題－ 

兵庫県立大学経済学部国際経済学科教授 

野津 隆志 
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第 11 輯 人権に関する県民意識調査結果の分析 平成 22 年 3 月発行 

分野 テーマ 執筆者 

県民意識調査 人権に関する県民意識調査の分析 －クロス表分析を中心に－ 神戸国際大学経済学部経済経営学科教授 

山本 克典 

障害者 インクルーシヴな社会をどう実現できるか 神戸大学大学院人間発達科学研究科発達支援論講

座准教授  津田 英二 

女性 子育てをめぐる母親の困難の要因と諸条件の地域差 －兵庫県における

事例から－ 

甲南大学文学部社会学科教授  中里 英樹 

県民意識調査 県民の人権意識の現状と今後の啓発活動の課題 －平成 20 年度人権

に関する県民意識調査結果を分析する－ 

(財)兵庫県人権啓発協会企画研究員  福田 誠二 

   

第 12 輯 共生社会実現への方策 平成 23 年 3 月発行 

分野 テーマ 執筆者 

総論 インクルーシブなコミュニティと人権 －イギリス市民性教育の「所属の感

覚」の観点から－ 

甲南女子大学文学部多文化コミュニケーション学科准

教授  野崎 志帆 

高齢者 ひとり暮らし高齢者を包括した地域共生社会にむけての福祉政策の課題 千里金蘭大学現代社会学部現代社会学科教授 

安達 正嗣 

障害者 障がいのある人にとっての「共に生きる社会づくり」について考える －重

度・重複障がいのある人への「合理的配慮」とは－ 

兵庫県宝塚市立養護学校教諭  高橋 眞琴 

外国人 多文化共生を目指した外国人児童生徒の受け入れと課題 －インクルー

シブ教育の視点から－ 

神戸大学国際交流推進本部特命准教授  乾 美紀 
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第 13 輯 共生社会実現への方策(2) 平成 24 年 3 月発行 

分野 テーマ 執筆者 

人権施策 地方分権と人権行政への視点 帝塚山大学法学部教授  中川 幾郎 

障害者 精神障害のある人の人権を擁護する実践の課題 神戸親和女子大学発達教育学部福祉臨床学科助教 

美藤 早苗 

(医法)樹光会大村病院社会福祉部教育企画主任 

渡邉 宣子 

起福クリニック精神保健福祉士  萩野 佳恵 

神戸親和女子大学発達教育学部福祉臨床学科講師 

山口 倫子 

外国人 日本の華僑・華人社会のこれから －兵庫における華僑との共生から学

ぶもの－ 

兵庫県立大学経済学部教授  陳 來幸 

ハンセン病患者 共生社会に向けた実践の課題 －ハンセン病問題を手がかりに－ 明石市立高齢者大学校あかねが丘学園社会教育コー

ディネーター  小林 洋司 

 (資料) 

市町・地域の取組報告 

 

 

第 14 輯 共生社会実現への方策(3) 平成 25 年 3 月発行 

分野 テーマ 執筆者 

同和問題 これからの人権啓発 －人権文化息づくコミュニティづくりの主体を育てる

啓発活動－ 

奈良教育大学名誉教授  中川 喜代子 

女性 組織的公正の観点からみたダイバーシティ・マネージメント －男女共同

参画の新しい視点－ 

兵庫県立大学経営学部組織経営学科教授 

三崎 秀央 

インターネット ネットコミュニケーションをめぐる人権の今日的問題とメディア・リテラシー 関西大学総合情報学部教授  岡田 朋之 

犯罪被害者 犯罪被害者と被害者支援から学ぶ共生社会 武庫川女子大学心理・社会福祉学科教授  本多 修 
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第 15 輯 無縁社会を考える 平成 26 年 3 月発行 

女性 子育ての社会化と子育て支援 神戸親和女子大学発達教育学部児童教育学科教授 

勝木 洋子 

高齢者 共生社会を妨げる要因と新たな手法 －孤立する高齢者の現状と自助共

助を基盤とした新しい地域コミュニティづくり－ 

兵庫県立大学地域ケア開発研究所教授  神崎 初美 

ホームレス 生活困窮者支援の新たな体系と脱ホームレス支援の協働 －新たなセー

フティネットに無縁な人を生まないために－ 

大阪市立大学都市研究プラザ兼文学研究科教授 

水内 俊雄 

地域福祉 脱・孤立の処方箋 －地域福祉のアプローチ－ 桃山学院大学社会学部社会福祉学科教授 

松端 克文 

   

第 16 輯 人権に関する県民意識調査結果の分析 平成 27 年 3 月発行 

分野 テーマ 執筆者 

県民意識調査 人権に関する意識調査結果の経年変化とクロス表からの分析 －絶対人

権感覚の提唱－ 

神戸大学名誉教授  鈴木 正幸 

大阪市立大学大学院文学研究科准教授 

添田 晴雄 

大阪市立大学教職課程履修カルテ担当特任講師 

藤原 靖浩 

インターネット ネット社会の問題と課題 NIT 情報技術推進ネットワーク㈱代表取締役 

篠原 嘉一 

障害者 発達障害の特性を理解する 武庫川女子大学文学部心理・社会福祉学科教授 

石川 道子 

高齢者 人権意識と認知症高齢者の介護 甲南女子大学看護リハビリテーション学部看護学科教

授  臼井 キミカ 
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第 17 輯 社会的包摂と人権課題 平成 28 年 3 月発行 

分野 テーマ 執筆者 

働く人 働く人・働きたい人の人権と社会的包摂 大阪市立大学大学院経済学研究科教授 

福原 宏幸 

子ども 社会的養護の近未来 (社福)神戸少年の町地域小規模児童養護施設野口ホ

ーム嘱託職員  野口 啓示 

女性 女性差別撤廃条約から見た男女共同参画社会の現状と課題 神戸女学院大学文学部総合文化学科教授 

米田 眞澄 

外国人 グローバルなリスクの拡大と外国人の人権 －難民増大と向き合う日本と

アジア－ 

関西学院大学経済学部教授  井口 泰 

   

第 18 輯 社会的包摂と人権課題(2) 平成 29 年 3 月発行 

分野 テーマ 執筆者 

子ども 子どもの貧困と背景を考える －実態調査からみた支援のあり方－ 関西国際大学教育学部教授  道中 隆 

高齢者 高齢者差別と人権侵害 －エイジズムから高齢者虐待まで－ 関西学院大学人間福祉学部学部長・教授 

大和 三重 

障害者 知的障害者の人権 －誰もが等しく大切にされる共生社会を目指して－ 神戸女子大学健康福祉学部社会福祉学科教授 

植戸 貴子 

地域づくり 信頼の醸成による「地域づくり」 －障害者施設と地域住民との合意形成

プロセスに着目して－ 

大阪市立大学大学院生活科学研究科准教授 

野村 恭代 
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第 19 輯 社会的包摂と人権課題(3) 平成 30 年 3 月発行 

分野 テーマ 執筆者 

女性 母子世帯の貧困 神戸学院大学経済学部准教授  田宮 遊子 

外国人 地域で共に暮らす「生活者としての外国人」 桃山学院大学国際センター非常勤講師 

酒井 滋子 

災害と人権 災害と障がいのある人たち －障害者の権利条約 11 条「リスク状況お

よび人道上の緊急事態」に求められる措置の視点から－ 

同志社大学社会学部教授  立木 茂雄 

働く人 働く人の人権とワークライフバランス －ワークとライフの二項対立を超

えて－ 

神戸大学大学院経営学研究科教授  上林 憲雄 

   

第 20 輯 社会的包摂と共生社会の実現 平成 31 年 3 月発行 

分野 テーマ 執筆者 

子ども 子ども虐待防止のための支援活動 －社会的包摂と共生社会の実現を

めざして－ 

東京通信大学人間福祉学部教授  才村 純 

高齢者 高齢者の貧困への支援 －社会的孤立問題を中心に－ 京都橘大学現代ビジネス学部助教  小辻 寿規 

刑を終えて出所

した人 

刑を終えて出所した人々の生活支援 －地方公共団体と地域社会の挑

戦－ 

甲南大学法学部教授  前田 忠弘 

性的マイノリティ LGBT/性的マイノリティと学校教育 ～誰ひとり取り残さない教育のありよう

について～ 

大阪府立大学大学院人間社会システム科学研究科教

授  東 優子 
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第 21 輯 「人権に関する県民意識調査」結果の分析 令和 2 年 3 月発行 

分野 テーマ 執筆者 

県民意識調査 平成 30 年度実施の人権に関する県民意識調査結果の分析 

－クロス表分析を中心に－ 

神戸国際大学教授  山本 克典 

障害者 障害のある人における就労支援の動向 兵庫教育大学大学院特別支援教育専攻教授 

井澤 信三 

女性 女性の労働力参加と行政の課題 立命館大学産業社会学部教授  筒井 淳也 

いのち 遺された者への支援と死者の尊厳 関西学院大学人間福祉学部教授  坂口 幸弘 

 (実践ノート) 

兵庫県教育委員会における多文化共生社会の実現をめざす教育の取組

と今後の展望 

兵庫県立宝塚西高等学校長  樋口 正和 

 


