
1996年度（平成８年度）
テーマ 講師 開催場所 報告書

国際シンポジウム
「女性の人権とは」

金平輝子（前東京都副知事・アジア女性
基金理事）、名取はにわ（総理府大臣官
房男女共同参画室長）、サビットリィ・
グナセケラ（コロンボ大学）、ラシム・
アルワリア（国際赤十字・赤新月社連
盟）、サルマ・ソバーン（バングラディ
シュ人権と法律扶助センター ASK）、山
下泰子（文京女子大学）、ミーラ・コサ
ンビイ（SNDT女子大学女性学研究セン
ター）、キエン・セレイ・ファル（カン
ボジア女性開発協会）、オーロラ・デ・
ディオス（国際女性差別撤廃委員会委
員）、イムラナ・ジャラール（太平洋地
域人権教育専門家）、林陽子（弁護士）、
竹村泰子（参議院議員、党内戦後50年問
題特別委員会副委員長）

東京都
和文・
英文

1998年度（平成10年度）
テーマ 講師 開催場所 報告書

シンポジウム
「女性に対する暴力・性的虐待当事者の
立場にたったサポートとは ～カナダの
実践と日本の現状～」

マギー・ジ－グラー（カナダ  ジャステ
ィス・インスティテュート、クリニカル・
カウンセラー）

東京都
大阪府

和文

セミナー
「人権と女性」

ハリマ・E・ワルザジ（国連人権小委員
会 奴隷制作業部会委員長）

東京都 和文

1999年度（平成11年度）
テーマ 講師 開催場所 報告書

DVセミナー
「ドメスティック・バイオレンスは許さ
ない」

後藤裕（山形市立病院）、樋口由美子（弁
護士）、前田照子（民間シェルター）、吉
田正子（山形県警察本部少年課）

山形県 なし

DVセミナー
「夫・恋人からの女性への暴力をなくそ
う」

前田照子（民間シェルター）、野田美穂
子（弁護士）、桜井恵子（葛飾区女性相談
員）、有馬真喜子（アジア女性基金理事）

東京都 なし

DVセミナー
「一人で苦しまないで ～家庭内の暴力も
犯罪です～」

武田紀（高知ボランティアビューロー）、
木本裕（高知地方法務局）、前田照子（民
間シェルター）、友田尋子（大阪市立大
学看護短期大学部助教授）

高知県 なし

国際会議、シンポジウム
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テーマ 講師 開催場所 報告書

DVセミナー
「女性への暴力のない社会をめざして」

前田照子（民間シェルター）、十亀光子
（三重県女性相談所）、猪野亜朗（三重県
こころの医療センター医長）、有馬真喜
子（アジア女性基金理事）

三重県 なし

DVセミナー
「女性への暴力のない社会をめざして」

樋口由美子（弁護士）、前田照子（民間シ
ェルター）、梶山寿子（ジャーナリスト）

東京都 なし

シンポジウム
「女性と性とHIV」

林るり（ぷれいす東京、ウィメンズプロ
ジェクトでホームページを担当）、北山
照子（厚生省エイズ対策指針検討委員会
委員。医療関係専門職への講演、啓発
活動も行う）

東京都 なし

シンポジウム
「知っておきたい児童買春・児童ポルノ
問題～守ろう!子どもの人権」

ビティット・ムンターボーン（タイ・チュ
ラロンコン大学教授、元国連人権委員会
子どもの人権特別報告者）、飯盛豊（サイ
バー・エンジェルス日本代表）、ビデオ
メッセージ マリ・クリスティーヌ（アジ
アの女性と子どもネットワーク代表）

福岡県 和文

2000年度（平成12年度）
テーマ 講師 開催場所 報告書

DVセミナー
「ドメスティック・バイオレンス～家庭
内における女性と子どもへの影響～」 

吉永 陽子（精神科医）、村田 恵子（ウィメ
ンズネット旭川代表）、高本 美明（北海
道立女性相談援助センター・判定課長）、
松田 瑞穂（アジア女性基金業務部長）

北海道 なし

DVセミナー
「ドメスティック・バイオレンス～家庭
内における女性と子どもへの影響～」

後藤裕（精神科医）、友田 尋子（大阪市立
大学看護短期大学部助教授）、佐々木 宏
司（宮城県婦人相談所長）、南雲 聡樹（映
像プロデューサー）

宮城県 なし

DVセミナー
「ドメスティック・バイオレンス～家庭
内における女性と子どもへの影響～」

秋山 宇代（浦和児童相談所・児童福祉
司）、高倉 富美子（埼玉県婦人相談センタ
ー・専門調査員）、小宮 純一（埼玉新聞
記者）、松田 瑞穂（アジア女性基金部長）

埼玉県 なし

DVセミナー
「ドメスティック・バイオレンス～家庭
内における女性と子どもへの影響～」

吉廣 紀代子（ノンフィクションライタ
ー）、大石 英二（静岡県東部児童相談所
専門監）、関野 真理子（ことぶき研究所・
所長、セラピスト）

静岡県 なし

DVセミナー
「ドメスティック・バイオレンス～家庭
内における女性と子どもへの影響～」

信田 さよ子（原宿カウンセリングセンタ
ー・所長、臨床心理士）、吉廣 紀代子（ノ
ンフィクションライター）、米田 弘枝（東
京都女性相談センター・臨床心理士）、
倭文 真智子（東京都足立児童相談所・臨
床心理士）、松田 瑞穂（アジア女性基金・
業務部長）

東京都 なし
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テーマ 講師 開催場所 報告書

DVセミナー
「ドメスティック・バイオレンス～家庭
内における女性と子どもへの影響～」

吉廣 紀代子（ノンフィクションライタ
ー）、山口 恵美子（社団法人家庭問題情
報センター・事務局長）、佐々木 祐生（ま
こと保育園・園長）、松田 瑞穂（アジア
女性基金業務部長）

千葉県 なし

公開フォーラム・専門家会議
「ドメスティック・バイオレンスを根絶
するためには」

アベガ・ビショップ （国際女性開発機
関）、マ・グオ・アン（北京大学）、シャ
ミマ・アリ（フィジー女性緊急避難セン
ター）、シャムシア・アチマッド（APEC
の女性リーダーネットワーク）、プルニ
アンティ（女性に対する暴力根絶協会）、
アイビー・ジョシア（女性緊急避難セン
ター）、ロゼル・リー・リベラ（フィリピ
ン大学）、カミナ・グナラトゥナ（スリラ
ンカ公開大学）、ビラダ・ソムソワ（チェ
ンマイ大学女性学研究所）、有馬 真喜子
（アジア女性基金理事、横浜女性協会理
事長、UNFEM国内委員会副委員長）、江
橋崇（法政大学教授）、石川 結花（財団法
人 アジア・太平洋人権情報センター）、
入澤 啓子（英国ブリストル大学研究生）、
大谷 美紀子（弁護士）、大西 祥世（法政大
学院生）、中村 文子（大阪大学大学院生）、
橋本 ヒロ子（十文字学園女子大学教授、
アジア女性基金運営審議委員）、林 陽子
（弁護士、アジア女性基金運営審議委員）、
前田 照子（礼拝会日本管区管区長、シェ
ルター「ミカエラ寮」前寮長）、房野 桂（国
際婦人年連絡会国際部担当、前かながわ
女性会議代表）

東京都
和文・
英文

2001年度（平成13年度）
テーマ 講師 開催場所 報告書

DVセミナー
「DV～家庭内における女性と子どもへの
影響～」

後藤裕（精神科医）、徳永雅子（子どもの
虐待センター評議員）、岩政靖子（山口
県男女共同参画相談センター所長）、磯
野恭子（フリージャーナリスト）

山口県 なし

DVセミナー
「DV～家庭内における女性と子どもへの
影響～」

藤森和美（聖マリアンナ医学研究所カウ
ンセリング部部長）、三井嘉雄（弁護士）、
山口恵美子（家庭問題情報センター理
事）、田辺正勝（大分合同新聞取締役）

大分県 なし

DVセミナー
「DV～家庭内における女性と子どもへの
影響～」

内藤和美（パース看護短期大学教授）、
岩井利光（県立女性保護施設「千種寮」
寮長）、田中良（「人間と性」教育支援セ
ンター所長）

岐阜県 なし
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テーマ 講師 開催場所 報告書
DVセミナー
「ジェンダーとDV～女性への暴力と女性
問題解決のために～」

米山奈奈子（東海大学講師）、伊勢悦子（徳
島県女性保護対策協議会会長）、宮崎房
子（徳島県男女共同参画プラザ所長）

徳島県 なし

DVセミナー
「ドメスティック・バイオレンス～夫や
恋人からの暴力～」

内藤和美（群馬パース看護短期大学教授）、
富岡恵美子（弁護士）、木村弓子（武蔵野女
子大学心理臨床センターカウンセラー）

群馬県 なし

DVセミナー
「DV～家庭内における女性と子どもへの
影響～」

長谷川博一（臨床心理士・東海女子大学
教授）池田桂子（弁護士）、安藤明夫（中
日新聞生活部記者）、橋本ヒロ子（十文
字女子大学）

愛知県 なし

DVセミナー
「DV～家庭内における女性と子どもへの
影響～」

山本伸夫（北海道新聞論説委員）、長谷
川博一（臨床心理士・東海女子大学教
授）、田村毅（学芸大学）、菊地秀子（婦
人相談員）

北海道 なし

DVセミナー
「DV～家庭内における女性と子どもへの
影響～」

山口恵美子（家庭問題情報センター理
事）、松本周子（県婦人相談員協議会会
長）、山本好郎（県弁護士会両性の平等
委員会）児島達美、（長崎純心大学教授）

熊本県 なし

DVセミナー
「DV その理解と実際的対処のために」

親家和仁（内閣府男女共同参画局推進課
暴力対策担当課長補佐）、山口恵美子（家
庭問題情報センター理事）、三上久美子
（青森市男女共同参画プラザ館長）、前
田照子（ミカエラ寮前施設長）

青森県 なし

DVセミナー
「DVとどう向き合うか」

土井真知（内閣府男女共同参画局推進課
暴力対策専門官）、山口恵美子（家庭問題
情報センター理事）、高橋啓子（滋賀県）

滋賀県 なし

シンポジウム
「子供の人権、大人の課題」

ロン・オグレディ（国際エクパット名誉
議長）、サンパシット・クンプラバント 
（タイ子どもの権利保護センター代表）、
メルセディタス・グチャレス（フィリピ
ン司法省事務次官・弁護士）、江橋崇（法
政大学法学部教授）

神奈川県 なし

公開フォーラム・国際専門家会議
「ジェンダーとHIV/AIDS」

カンボジア、ベトナム、ラオス、タイ、
フィリピン、インド、UNDP、WHO、
ジョイセフ、SWASH

東京都
和文・
英文

2002年度（平成14年度）
テーマ 講師 開催場所 報告書

DVセミナー
「家庭内で暴力はなぜ起きるのか　～ド
メスティック・バイオレンスと子ども
虐待の心理～」

西澤哲（大阪大学人間学部助教授）、内藤
和美（群馬パース看護短期大学教授）、北
克巳（和歌山市男女共生推進室職員）、片
岡玉恵（ウィメンズネット和歌山代表）

和歌山県 なし

DVセミナー
「家庭内で暴力はなぜ起きるのか　～ド
メスティック・バイオレンスと子ども
虐待の心理～」

徳永雅子（徳永家族問題相談室長）、村
長靖（いばらき子どもの虐待防止ネット
ワーク「あい」運営委員）、マリー・フ
レデリクセン・奥井（英会話講師）、三
富和代（ジャーナリスト）

茨城県 なし
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テーマ 講師 開催場所 報告書

DVセミナー
「ドメスティック・バイオレンス　～家
庭内における女性と子どもへの影響～」

友田尋子（大阪市立大学看護短期大学部
助教授）、奥藤久男（新居浜警察署生活
安全課長）、川畑真理子（とよなか男女
共同参画推進センター相談担当主任）、
ショバ・アイヤール（マレーシアWAOソ
ーシャルワーカー）、プレマ・デバラジ
ェ（マレーシアWCCコンサルタント・ト
レーナー）

愛媛県 なし

DVセミナー
「虐待・暴力の及ぼす影響　～女性と子
どもの心のケアに携わって～」

与那覇・てい子・トウシー（米国ニュー
ジャージー州精神保健センターケース
マネージャー・性犯罪被害者対象セラ
ピスト）

北海道 なし

DVセミナー
「DVの心理を理解し、その支援に挑む　
～支援者が乗り越えなくてはならない
心の壁～」

長谷川博一（東海女子大学助教授・臨床
心理士・大学付属心理教育相談室長）

徳島県 なし

2003年度（平成15年度）
テーマ 講師 開催場所 報告書

DVセミナー
「ドメスティック・バイオレンス　～離
婚を悩んでいる人が、あなたの身近に
いるかもしれない～」

川畑真理子（とよなか男女共同参画推進
センター事業課相談担当主任）

東京都 なし

DVセミナー
「ドメスティック・バイオレンス　～保
護命令ってなに?～」

横山幸子（弁護士）、兜森和夫（白百合ホ
ーム施設長）、山下博子（秋田DVを考え
る会会長）、藤原由美子（女性相談所所
長）、工藤徹（秋田県警察本部生活安全
部安全企画課課長補佐）

秋田県 なし

DVセミナー
「ドメスティック・バイオレンス　～離
婚を悩んでいる人が、あなたの身近に
いるかもしれない～」

山口恵美子（社団法人家庭問題情報セン
ター理事）

東京都 なし

DVセミナー
「ドメスティック・バイオレンス　～保
健医療現場における早期発見と他機関
への連携～」

田村毅（東京学芸大学教授・精神科医）、
川合静子（財団法人えひめ女性財団職員・
愛媛県女性総合センター相談担当主任）、
谷本圭吾（味酒心療内科、精神保健福祉
士）、渡邊千尋（アジア女性基金）

愛媛県 なし

DVセミナー
「ドメスティック・バイオレンス　暴力
を二度と繰り返さないために　～いま、
そして未来に向けて～」

山口のり子（DV行動変革プログラムファ
シリテーター）、横山幸子（弁護士）・早
崎肇（栃木中央児童相談所 臨床心理士）
江田優子

栃木県 なし

DVセミナー
「密室のなかの暴力」

安藤由紀（フェミニストカウンセラー、
PEACE暴力防止トレーニングセンター
理事）、後藤 晶子（国立肥前療養所精神
科医師 家族精神医学研究室室長）

佐賀県 なし
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テーマ 講師 開催場所 報告書
DVセミナー
「愛という名の支配　～家族関係とDV～ 
DVからみる夫婦、子どものかかわり」

竹下小夜子（さよウィメンズ・メンタル
クリニック院長・精神科医）

北海道 なし

大学生に向けたシンポジウム
「ジェンダーと暴力」

金香百合（HEALホリスティック教育実
践研究所所長）、野坂祐子（武蔵野大学
心理臨床センター、臨床心理士）、兵藤
智佳（ぷれいす東京スタッフ、早稲田大
学客員研究員）

東京都 和文

海外講師によるセミナー
「なぜ傷つけてしまうのか　～暴力未然
防止教育の可能性～」

アニータ・ロバーツ（「SafeTeen」代表）、
原健一（メンズサポートふくおか）

福岡県 なし

海外講師によるセミナー
「暴力なんてふるわない!　暴力なんてふ
るわれない!」

アニータ・ロバーツ（「SafeTeen」代表）、
味沢道明（メンズサポートルーム）

静岡県 なし

2004年度（平成16年度）
テーマ 講師 開催場所 報告書

シンポジウム
「岐路に立つDV支援̶NPO・行政・企
業のパートナーシップ」～過去10年を
振り返り、今後への提言を行う～

坂東眞理子（昭和女子大学女性文化研究
所長）、田上時子（NPO法人 女性と子ど
ものエンパワメント関西理事長）、櫃本
真聿（愛媛大学医療福祉支援センター副
センター長）、平井伸治（鳥取県副知事）、
神本美恵子（参議院議員）、鮎川葉子（シ
ーズ=市民活動を支える制度をつくる会
スタッフ）、櫃本真聿（愛媛大学医療福
祉支援センター副センター長）、片山善
博（鳥取県知事）

大阪府
東京都

和文

シンポジウム
「高校生の性暴力被害実態調査」

兵藤智佳（早稲田大学客員研究員）、野
坂祐子（大阪教育大学学校危機メンタル
サポートセンター・講師）、安藤由紀
（PEACE暴力防止トレーニングセンタ
ー）、柏崎正雄（NPO法人動くゲイとレ
ズビアンの会）、星井道代（高等学校養
護教諭）
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シンポジウム
「女性に対する暴力　～暴力を未然に防
ぐために～」
Let's All Think About How To Stop 
Violence! 

ユリア・アントネラ・モトック（国連人
権促進保護小委員会委員・ブカレスト
大学国際法教授）、番敦子（弁護士）明珍
美紀（毎日新聞社会部記者）、横田洋三
（中央大学法科大学院教授）、有馬真喜
子（アジア女性基金理事）、金城理枝
（THPメディカルクリニック・サイコセ
ラピスト）、瀧田信之（湘南DVサポート
センター・代表）、千葉まさのり（メン
ズサポートルーム大阪・臨床心理士）、
吉永陽子（長谷川病院・精神科医）
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国際会議、シンポジウムなど


