
（参考）

掲載者 テーマ 特集タイトル テーマ 掲載者 テーマ タイトル テーマ

1 11.5 「人権教育のための国連10年京都市行動計画」 人権一般 玄武　淑子（京都市老人クラブ連合会会長） 高齢者

2 11.8 養老　孟司（解剖学者） 人の生死 知ってますか？今年は国際高齢者年です。 高齢者 土屋　浩伸（洛西愛育園園長，人権擁護委員） 子ども

3 11.12
黒柳　徹子（女優・ユニセ
フ親善大使）

難民，子ども ワークショップってなんだろう？ 人権一般
坂本　和彦（京都車いすスポーツ青年ボランティアネットワー
ク副理事長）

障害者

4 12.5 中野　良子（女優） 国際交流 ふれあうこころ感じるこころ（障害者への正しい理解を） 障害者 にしゃんた（多文化共生センター理事） 外国人 人権キーワード（介助犬）

5 12.8 江村　利雄（前高槻市長） 介護 人権ゆかりの地マップ 人権一般 西原　泰子（サークルかたつむり代表） 聴覚障害者 人権キーワード（セクシャルハラスメント）

6 12.12 石川　ひとみ（歌手） 闘病
最近子どもたちの笑顔，見ましたか？（子どもの権利と児童虐
待防止法施行）

子ども 朴　実（東九条マダン実行委員長）
在日韓国・朝鮮

人
人権キーワード（エイズーHIV）

7 13.5 やなせたかし（漫画家） 戦争 ボランティアってなんだろう？（2001年はボランティア国際年） 人権一般 莇（あざみ）　祥子（京都配食ボランティアグループ連絡会） 高齢者 人権キーワード（ドメスティック・バイオレンス）

8 13.8 忍足　亜希子（女優） 聴覚障害者 人権ゆかりの地マップⅡ[洛北編] 人権一般 谷口　明広（自立生活支援センター「きらリンク｣事務局長） 障害者 人権キーワード（交通バリアフリー法）

9 13.12 太田　順一（写真家） ハンセン病 ｢全国水平社創立宣言｣を知ってますか？ 同和問題 卯野　由美子（京都小さな生命を守る母親の会） 胎児と妊婦 人権キーワード（外国籍市民）

10 14.5 東　ちづる（女優） 骨髄移植 京都市人権問題に関する意識調査について 人権一般 ハレジャ基金（大谷中，高） ホームレス 人権キーワード（ハンセン病）

11 14.8 河野　義行
報道被害，犯罪
被害者

人権ゆかりの地マップⅢ 人権一般
森田　美千代（全国障害者シンクロナイズドスイミング連絡
会会長）

障害者 人権キーワード（人権擁護委員）

12 14.12 安藤　大将（競艇選手） 性同一性障害 世界人権宣言 人権一般 阿部（ミュージアム・アクセス・ビュー） 視覚障害者 人権キーワード（統合失調症）

13 15.5 森津　純子（ホスピス医）
ホスピス（終末
医療）

憲法てな～に？ 人権一般 平安女学院高等学校（李佳美，劉晃衣，善山愛子）
在日韓国・朝鮮

人
市役所探訪（文化市民局人権文化推進課）

14 15.8 平山　郁夫（日本画家） 平和 人権ゆかりの地マップⅣ[洛西編] 人権一般 鈴木　賢一郎（京都西院ボクシングジム会長）
子ども（中学，
高校生）

市役所探訪（総務局国際化推進室）

15 15.12
平松　愛理（シンガーソン
グライター）

闘病，震災ボラ
ンティア

高齢者の人権を考える 高齢者 李良剛（京都韓国学園野球部主将）
在日韓国・朝鮮

人
市役所探訪（保健福祉局障害企画課）

16 16.5
石川　大輔・ミカ（バリアフ
リー推進コンサルタント）

バリアフリー 新しい人権学習のかたち（和い輪い人権学習会） 人権一般 西村　ゆり（光の音符） ハンセン病

17 16.8 ジェフ・バーグランド
異文化・障害者

等
人権ゆかりの地マップⅤ[洛東編] 人権一般 古森　義和（第三錦林小学校校長） 識字 市役所探訪（産業観光局経済企画課）

18 16.12
橋田　幸子（ヨガ・英会話
教師）

戦争 見たことはあるけれど…（シンボルマーク，標識） 人権一般 丸山　多香子（フリースクール「しゅわっち」代表） 聴覚障害者 市役所探訪（文化市民局男女共同参画推進課）

19 17.5 香山　リカ（精神科医） 精神医療 「人権”ほっと”写真」入選作品の紹介 人権一般
高嶋　愛理（NPO法人「多文化共生センター・きょうと」医療
通訳チーフコーディネーター／看護師）

外国人
共に考える人権①（気付くことから始めよう）
血液型

人権一般

20 17.8
渡辺千賀子（ソプラノ歌
手）

同和問題 すべての人権を大切に～京都市人権文化推進計画　策定～ 人権一般 中川　祥史（立命館大学体育会ヨット部主将） 障害者
共に考える人権②（気付くことから始めよう）
男性の育児休業

女性

21 17.12 新垣　勉（テノール歌手） 障害者 ユニバーサルデザインってなんだろう？
ユニバーサル
デザイン

香田　晴子（日本自立生活センター（JCIL)アクセス・ツアー・
コーディネーター）

障害者
共に考える人権③（気付くことから始めよう）
個人情報

プライバシーの
侵害

22 18.5 坂本　龍一（音楽家）
戦争，人種問題

等
「５月は憲法月間です。」～同和問題について考えてみません
か？～

同和問題 河合　隆（障害者デイサービス事業所「西陣工房」所長） 障害者
共に考える人権④（気付くことから始めよう）
外国人

外国人・外国籍
市民

23 18.8
張本　勲（元プロ野球選
手)

外国人・外国籍
市民

あなたの勇気を待っている子どもがいます
～児童虐待は子どもの人権侵害～

子ども 髙木　壽一（京都市国際交流会館館長） 高齢者
4コマまんが　ご存知ですか？
「性同一性障害」

性同一性障害

24 18.11
有森　祐子
（国連金人口基金親善大
使）

感染症患者等 ドメスッテック・バイオレンス（DV）をなくそう！！ 女性
4コマまんが　ご存知ですか？
　「高齢者が活躍！見守り隊」

高齢者

25 19.2 島田　洋七（漫才師） 高齢者
インターネット利用者のモラルとマナー
～インターネットによる人権侵害をなくすために～

インターネットに
よる人権侵害

木村　祐子（財団法人 ソーシャルサービス協会ワークセン
ター事務局長）
池下　嘉彦（京都市自立支援センター十條施設長）

ホームレス
4コマまんが　ご存知ですか？
「ひとり親家庭」

母子家庭

26 19.5 横田滋・早紀江 夫妻
北朝鮮拉致被害

者
知っていますか？「こころのバリアフリー宣言」 障害者

宮井　久美子（社団法人京都犯罪被害者支援センター 事務
局長）

犯罪被害者
4コマまんが　今日から始めよう！
　「ユニバーサルデザイン」

障害者

27 19.8 住田　裕子（弁護士） 女性 四字熟語人権マンガ入選作品の紹介 人権一般 片山　雅巳（認知症あんしんサポートリーダー） 高齢者

28 19.11 乙武　洋匤（小学校教諭） 障害者 許しません！セクシュァル・ハラスメント 女性
4コマまんが　ご存知ですか？
「えせ同和行為」

同和問題

情報誌・過去のテーマ一覧（旧：あい・ゆーＫＹＯＴＯ，現：きょう☆ＣＯＬＯＲ）

その他
vol. 発行月

ヒューマンボイス⇒輝きピープル 活動紹介等特集

※平成26年12月に，人権総合情報誌「きょう☆ＣＯＬＯＲ」として創刊。
（市民向け人権情報誌「あい・ゆーＫＹＯＴＯ」と企業向け人権情報誌「ベーシック」を統合。）



（参考）

掲載者 テーマ 特集タイトル テーマ 掲載者 テーマ タイトル テーマ

情報誌・過去のテーマ一覧（旧：あい・ゆーＫＹＯＴＯ，現：きょう☆ＣＯＬＯＲ）

その他
vol. 発行月

ヒューマンボイス⇒輝きピープル 活動紹介等特集

29 20.2 中村　ゆり（女優）
外国人・外国籍

市民
「子どもを共に育む京都市民憲章」は，制定1周年を迎えまし
た！

子ども エイズ等予防啓発ボランティアグループ「紅紐」 感染症患者等
4コマまんが
「インターネット利用者のマナー」

インターネットに
よる人権侵害

30 20.5
千原ジュニア（お笑い芸
人）

子ども 知ろう！学ぼう！広めよう！「世界人宣言」 人権一般
三木幸彦（京都「おやじの会」連絡会副会長）
岡村充泰（「OK企業」表彰企業（株）ウエダ本社代表取締役
社長）

女性，子ども，
父子家庭

４コマまんが
「アイヌの人々」について考えてみよう！

アイヌの人々

31 20.8 茂山　千作（狂言師） 高齢者 発達障害の人たちに正しい理解と支援を 障害者
岩城　順子（京都府犯罪被害者支援コーディネーター・社会
福祉士）

犯罪被害者

32 20.12 向井　亜紀（タレント） 女性 一緒に考えましょう　子どもの携帯電話利用 子ども
４コマまんが
知っていますか？エイズの正しい知識

感染症患者等

33 21.2 椿姫　彩菜（モデル） 性同一性障害 ツラッティ千本は開館１５周年を迎えます！ 同和問題
諏訪　元久（障害者就労支店センター喫茶「ほっとはあと」
サービス管理責任者・社会福祉士）

障害者
４コマまんが
 刑を終えて出所した人にどんなイメージを
持っていますか？

刑を終えて出所
した人

34 21.5 宇梶　剛士（俳優）
子ども・アイヌの

人々
同和行政終結後の行政の在り方について総点検委員会が最終
報告

同和問題
訓覇　浩（「ハンセン病市民学会」「ハンセン病療養所の将来
構想をすすめる会・関西実行委員会」共同代表）

感染症患者等
４コマまんが
　「子どもを共に育む京都市民憲章」作文・
エッセー　市長賞「娘から学ぶこと」奥田　留

子ども

35 21.8
奥野史子（元シンクロナイ
ズドスイミング選手）

子ども 「第２期京都市ホームレス自立支援実施計画」を策定しました ホームレス
マンガで考えてみよう
「インターネットって便利！簡単！」…危険性
は認識できていますか？

インターネット

36
21.12

（ベーシック合
併号）

森光子（女優） 高齢者 子どもの権利条約が国連採択20周年を迎えました 子ども
マンガで考えてみよう
多文化が息づくまちを目指して

外国人・外国籍
市民

37 22.2 今井絵理子（歌手）
障害者・子ども・
母子家庭

みやこユニバーサルデザイン賞
子ども部門受賞作品を紹介します～すべての人に優しい動物
園～

人権一般 高見国生（㈳「認知症の人と家族の会」代表理事） 高齢者
マンガで考えてみよう
トラフィッキングってご存知ですか？

人身取引

38 22.5　(ベーシッ
ク合併号）

京谷和幸（車椅子バスケッ
トボール選手）

障害者
多文化が息づくまち・京都　　　　　　　　　　　　　　外国籍市民が
暮らしやすく，活躍できるまちづくりを進めます

外国人・外国籍
市民

加藤武士（特定非営利活動法人　京都DARC　施設長） 薬物依存症者
マンガで考えてみよう
公正な選考採用

人権一般

39 22.8 坂東眞理子（大学学長） 女性 京都市未来こどもプランを策定しました。 子ども
吉田久美子（社会福祉法人「てりていかんぱにぃ」理事，カ
フェ「ジョイント・ほっと」管理者）

障害者

40
22.12

（ベーシック合
併号）

日野原重明（医者） 高齢者 （財）世界人権問題研究センターの移転及び事業紹介 人権一般 エイズ予防啓発（感染症患者の人権） 感染症患者等

41 23.2
ピーター・フランクル（数学
者）

外国人・外国籍
市民

障害者制度が大きく変わろうとしています！ 障害者
平田眞貴子（社会福祉法人　京都いのちの電話　事務局長
常務理事）

人権一般
マンガで考えてみよう
犯罪被害者の人権

犯罪被害者

42
23.5

（ベーシック合
併号）

水谷　修（児童福祉運動
家）

子ども 京都市国際文化市民交流促進サポート事業を実施しています
外国人・外国籍

市民

ユニバーサルデザイン啓発
人にやさしい　誰もが利用しやすい
お店を増やそう！！

人権一般

43 23.8 はるな　愛（タレント） 性同一性障害 「京都市犯罪被害者等支援条例」を施行しました。 犯罪被害者 藤野正弘（京都災害ボランティア支援センター　センター長） 人権一般

44
23.12

(ベーシック合併
号）

尾木　直樹（教育評論家） 子ども きょうと男女共同参画推進プラン 女性 気づきの旅ものがたり 人権一般

45 24.2
川嶋　あい（シンガーソン
グライター）

子ども・
人権一般

ホームレスの方の自立に向けて ホームレス
小泉二郎（ＮＰＯ法人希少難病患者支援事務局（ＳＯＲD）代
表理事）

人権一般

46 24.5
ダニエル・カール（タレン
ト・山形弁研究家）

外国人・外国籍
市民

第5期京都市民長寿すこやかプラン 高齢者 気づきの旅ものがたり 人権一般

47 24.8
三浦　雄一郎(プロスキー
ヤー，登山家）

高齢者 第二児童福祉センターを開設しました！ 子ども 幸重忠孝（ＮＰＯ法人山科醍醐こどものひろば理事長） 子ども

48
24.12

(ベーシック合併
号）

楽しんご（タレント・整体
師）

子ども・
人権一般

障害のある方の社会参加の促進に向けて 障害者
龍尾和幸（社会福祉法人平安養育院青少年自立援助ホー
ムセルフサポートセンター東樹ホーム長）

子ども

49
25.5

(ベーシック合併
号）

紺野美沙子（俳優）
子ども・

人権一般
悩みを抱える人を孤立させない社会を目指して 人権一般 人権擁護委員を御存じですか？ 　人権一般

50 25.8 奥山佳恵（俳優） 障害者
「命」をつなぐ救急活動と応急手当の普及啓発～安心・安全の
まち京都を目指して～

人権一般
誰もが快適な京都観光を（京都ユニバーサ
ルツーリズム・コンシェルジュの紹介記事）

　人権一般

51
25.12

(ベーシック合併
号）

つるの剛士（俳優・ミュー
ジシャン）

子ども 世界人権宣言採択65周年に寄せて 人権一般
ご存知ですか？HIV・エイズのこと（HIV感染
者，エイズ患者に関する啓発記事）

感染症患者等

52
26.5

(ベーシック合併
号）

白鵬　翔
（力士・第69代横綱）

外国人・外国籍
市民

①京都市国際化推進プランの改訂
②事前登録型本人通知制度の導入
③人権に関する市民意識調査の結果概要

①外国人・外国
籍市民

②③人権全般

1 26.12(きょう☆Ｃ
ＯＬＯＲ創刊号）

澤　穂希
（サッカー選手）

女性・外国人・
震災

　京都市人権文化推進計画（案）に関する意見募集
新企画　見て知って人権～京の学生が行く～
「ツラッティ千本」

2 27.5(きょう☆Ｃ
ＯＬＯＲVol.2）

渡部　陽一
（戦場カメラマン）

子ども・
人権一般

　人権擁護委員の活動紹介，インターネットと人権
見て知って人権～京の学生が行く～
「kokoka 京都市国際交流会館」

3 27.12(きょう☆Ｃ
ＯＬＯＲvol.3）

東　ちづる
（女優）

障害者 ＬＧＢＴ等のセクシュアルマイノリティ（性的少数者）
見て知って人権～京の学生が行く～
ウイングス京都 京都市男女共同参画センター

4 28.5(きょう☆Ｃ
ＯＬＯＲVol.4）

佐藤　かよ
（ファッションモデル・タレン
ト）

性的少数者
障害者差別解消法が施行されました！
「障害を理由とする差別」？「合理的配慮」？

見て知って人権～京の学生が行く～
京都市長寿すこやかセンター，京都市成年後見支援セン
ター

※平成26年12月に，人権総合情報誌「きょう☆ＣＯＬＯＲ」として創刊。
（市民向け人権情報誌「あい・ゆーＫＹＯＴＯ」と企業向け人権情報誌「ベーシック」を統合。）



（参考）

掲載者 テーマ 特集タイトル テーマ 掲載者 テーマ タイトル テーマ

情報誌・過去のテーマ一覧（旧：あい・ゆーＫＹＯＴＯ，現：きょう☆ＣＯＬＯＲ）

その他
vol. 発行月

ヒューマンボイス⇒輝きピープル 活動紹介等特集

5 28.12(きょう☆Ｃ
ＯＬＯＲVol.5）

金村　義明
（タレント・元プロ野球選
手）

外国人・外国籍
市民

みやこユニバーサルデザイン
～すべての人が暮らしやすく～

見て知って人権～京の学生が行く～
京都市障害者スポーツセンター

6 29.5(きょう☆Ｃ
ＯＬＯＲVol.6）

一ノ瀬　メイ
（水泳選手）

障害者
・部落差別解消推進法が施行されました！
・事前登録型本人通知制度について

見て知って人権～京の学生が行く～
京都市子育て支援総合センター「こどもみらい館」

7 29.12(きょう☆Ｃ
ＯＬＯＲVol.7）

河瀨　直美
（映画監督）

ワーク・ライフ・
バランス

・子どもの居場所づくり支援の取組
・「京都市手話言語がつなぐ心豊かな共生社会を目指す条例」
について

見て知って人権～京の学生が行く～
京都市人権資料展示施設「柳原銀行記念資料館」

8 30.5(きょう☆Ｃ
ＯＬＯＲVol.8）

はなわ
（お笑い芸人）

子ども
・女性の活躍推進に関する取組
・子どもが安心して過ごせるための居場所づくり
・LGBT等の性的少数者について

見て知って人権～京の学生が行く～
京都市教育相談総合センター「こどもパトナ」

9 30.12(きょう☆Ｃ
ＯＬＯＲVol.9）

小島慶子
（タレント・エッセイスト）

セクシュアル
ハラスメント

・部落差別解消推進法を御存じですか？
・世界人権宣言70周年を迎えて
・４０周年を迎える世界文化自由都市宣言

見て知って人権～京の学生が行く～
京都市こころの健康増進センター

10 1.5(きょう☆ＣＯ
ＬＯＲVol.10）

内藤大助
（元WBC世界フライ級王
者・タレント）

いじめ
・世界を変えるための１７の目標～SDGsによる人権の実現～
・「人権に関する市民意識調査」結果概要
・LGBT等の政敵少数者に関する取組

見て知って人権～京の学生が行く～
京都市中央青少年活動センター

11 1.12(きょう☆Ｃ
ＯＬＯＲVol.11）

風見しんご
（俳優・タレント）

犯罪被害者

・犯罪被害者を温かく支える地域社会をつくるために
・京都市人権文化推進計画の改訂（案）への御意見を募集
・ＤＶは重大な人権侵害です。
・「京都市版」ヘルプカードを作成！

見て知って人権～京の学生が行く～
京都犯罪被害者支援センター

12 2.5(きょう☆ＣＯ
ＬＯＲVol.10）

眞鍋かおり
（タレント）

子ども
・「京都市人権文化推進計画」を改訂
・やり直すことができる社会の実現
・京都市外国籍市民総合相談窓口

見て知って人権～京の親子が行く～
保健福祉センター子どもはぐくみ室（山科区）

※平成26年12月に，人権総合情報誌「きょう☆ＣＯＬＯＲ」として創刊。
（市民向け人権情報誌「あい・ゆーＫＹＯＴＯ」と企業向け人権情報誌「ベーシック」を統合。）



情報誌・過去のテーマ一覧（旧：ベーシック，現：きょう☆ＣＯＬＯＲ） 

◎特集テーマ一覧（発行順）                  

  ２８号：女性問題                   ４６号：世界人権宣言 

⑭  ２９号：障害者問題               ⑳   ４７号：情報モラルと人権（前編）  

３０号：同和問題(石元氏講演録)            ４８号：〃   （後編） 

   ３１号：同上                        ４９号：外国人･外国籍市民(プラン策定) 

⑮  ３２号：高度情報化社会と人権(臼見氏講演録)   ○21   ５０号：障害者(雇用) 

   ３３号：同上                        ５１号(合併号)：こども 

３４号：女性問題(京都市男女共同参画推進条例)       ５２号(合併号):外国人･外国籍市民(多文化共生) 

⑯  ３５号：ＣＳＲと人権               ○22    ５３号：ワーク･ライフ･バランス 

   ３６号：ＣＳＲと人権（実践編）            ５４号(合併号):世界人権問題研究センター 

   ３７号：環境問題と人権                             ５５号(合併号):国際文化市民交流促進サポート事業 

⑰  ３８号：パワーハラスメント問題          ○23    ５６号：ＣＳＲと人権 

   ３９号：情報化社会と人権               ５７号(合併号):市第4次男女共同参画プラン 

   ４０号：憲法月間―企業と人権―              ５８号(合併号): 市第５期長寿すこやかプラン 

⑱    ４１号：ユニバーサルデザイン                  ○24    ５９号：ひとり親家庭支援等 

   ４２号：障害者問題                                   ６０号(合併号)：障害者（雇用） 

      ４３号：女性問題                   ６１号(合併号)：自殺対策 
⑲    ４４号：高齢社会                ○25   ６２号：総合労働相談コーナー 

４５号：エイズ問題                                   ６３号(合併号)：世界人権宣言 
○26  ６４号：国際化推進プランの改訂等 

                                                                                                    

◎企業インタビュー 掲載企業一覧（発行順） 

28 京都銀行                                  55  ㈱ファーマフーズ 
29 田辺製薬                             ○23    56 齊藤酒造㈱ ，伏見区人権啓発推進協議会 
30 京都地方個人タクシー協会                  57 中沼アートスクリーン㈱ 

  31 日本新薬                                  58 ㈱聖護院八ッ橋総本店 
⑮ 32 ジェイアール西日本伊勢丹             ○24    59 生田産機工業株式会社，株式会社千總 
  33 京都信用金庫                              60 鐘通株式会社 

 34 ヤサカバス                                61  京都中央信用金庫 
⑯ 35 京都ホテル              ○25    62 大和学園，㈲グラン・ブルー 
  36 京セラ(CSR 取組紹介:オムロン,滋賀銀行）   63  京都リビング新聞社 
  37 ニチコン               ○26    64 京都府警察 
⑰ 38 アークレイ                 （きょう☆ｃｏｌｏｒ）1 ＪＲ西日本京都支社 
  39 大阪ガス京滋リビング営業部                2 ㈱ティー・エス・ケー 
  40 光華女子学園                  3 ㈱藤井大丸 
⑱ 41 大日本スクリーン製造                      4 ㈱京繊 
  42 （財）関西電気保安協会 京都支部           5 ホテルグランヴィア京都 
  43 西日本電信電話㈱ 京都支店                  6 ㈱minitts（佰食屋） 
⑲ 44  オムロン パーソネル㈱           7 ㈱PHP 研究所 

 45  ㈱王将フードサービス            8 ㈱オックス・クリエーション 
46 ㈱ワコール ウィングブランド事業本部        9 オムロン㈱ 

⑳ 47 京都バス㈱  10 Ｄａｒｉ Ｋ㈱ 
  48 任天堂㈱      11 ㈱ローバー都市建築事務所 
  49 ㈱堀場製作所         12 ＮＩＳＳＨＡ㈱ 
○21 50 京都中小企業家同友会，河市水産㈱    
  51  ㈱イシダ 
  52  福田金属箔粉工業㈱ 
○22   53  ㈱一保堂茶舗 
  54  京都理化学器械㈱ 

    

※平成 26 年 12 月に，人権総合情報誌「きょ

う☆ＣＯＬＯＲ」として創刊。 
（市民向け人権情報誌「あい・ゆーＫＹＯＴＯ」と

企業向け人権情報誌「ベーシック」を統合。） 

○27   

○28  

○29  

○30  

㉛ 

① 


