
★は映像等の乱れあり

分野 番号 タイトル 種類
時間
(分)

内容
手引等の

有無
入手年度

子ども 101
わたしたちの話を聞いて
－子どもの権利条約ー

VHS
（3）

32分

　世界の人口のおよそ4割が子どもである。その
どの子どもも、平等で生まれながらにさまざまな
権利をもっている。大人に支配される存在では
なく、大人も子どもも一人の人間として、ともに
生きるパートナーなのである。
　子どもの権利条約ビデオ制作委員会　（1993
年作品）

チラシ
平成5年
(1993年)

子ども 102
STOP　CHILD　LABOR
日本の子供たちは何を考えた
か

VHS
（2）

32分
　教員をはじめとする多くの方々から寄せられた
反響にこたえるべく、学校の現場を取材したレ
ポート。

解説書
平成11年
(1999年)

子ども 103 生命のシグナル VHS 30分

　愛する子どもに生命の尊さ、生きることの素晴
らしさを教え育むのは親の努めである。特に、手
を取り合って人生を力強く生き抜く父と母の姿は
無言の指針になる。わが子に注ぐ正しい愛情と
は何か、本当の心のきずなとは何かを考える作
品。

チラシ

子ども 104 いのち輝くとき VHS 30分

　最近、深刻な社会問題となっているのが、親に
よる子どもへの虐待である。特に、地域社会か
ら孤立している核家族の親が現代社会や家庭
生活の中で様々なストレスを抱えこみ、そのは
け口として抵抗できない子どもへの虐待を行っ
ている場合が増えているのではないだろうか。
その親と子どもを救うには、近隣の人々の温か
い心と地域社会の支えが必要である。この作品
に登場する若い夫婦はお年寄りの温かい思い
やりと励ましで立ち直っていく。
生きることの素晴らしさと命の尊さを問う感動の
人権社会教育ドラマ。

チラシ
平成19年
(2007年)

子ども 105 クラスメイト VHS 20分
　クラスのみんなを巻き込んだいじめの構図。そ
の中で、自分の考えにそった行動をとる勇気の
大切さを訴える。

チラシ
平成8年
(1996年)
※制作

子ども 106
忘れられた子どもたち
スカベンジャー
（ごみを拾って生活する人）

VHS 100分

　フィリピンマニラ市の北にある東洋最大のスラ
ムと称せられるゴミ捨て場の街『スモーキーマウ
ンテン』。ここに住む人びとは、再生可能なゴミを
拾い転売して生きる。老若男女に混じり働く多く
の子どもたちの姿を追う。

チラシ
平成7年
(1995年)
※制作

子ども 107
虐待から子どもたちを守るため
に

VHS 53分

　（第1部）5歳の明美が病院に運び込まれた。
医師は児童虐待を疑い児童相談所に通告。児
童福祉司の調査により母親は子育てに不安や
苛立ちを抱えていたという。被虐待児特有の「凍
りついた凝視(目)」をしている明美に「笑顔を取
り戻してあげたい」と関係機関による親子への
支援が始まった。
　（第2部）児童虐待に関する情報や救済に対す
る取組みを関係者のインタビューを交えながら
紹介。

チラシ
平成13年
(2001年)
※制作

子ども 109 さとおや通信 DVD 70分
　里親制度の普及を図るため「さとおや体験談」
を中心に紹介します。

なし

子ども 110 クリームパン DVD 40分

 子どもへの虐待等社会問題になっている事件
を通して、社会や地域の中で孤立している人々
に対する正しい理解を訴えるとともに、「いの
ち」についてあらためて自分の問題として考え
る内容です。

解説書
平成22年
(2010年)

 子 ど も 関 係
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 子 ど も 関 係

子ども 111
ボクとガク
あの夏のものがたり

DVD 42分

　「子どもの人権」と言えば「与えること」「守るこ
と」と思われがちですが、子どもには社会に参
加し意見を表明する権利があります。希望（の
ぞむ）と岳（がく）という二人の子どもと近所に住
むおばあさんとの交流を描きながら、そうした子
どもの人権と地域ではぐくむ人権文化について
考えます。また次世代に語り継ぐべき「戦争と
平和」についても描いています。

解説書
平成22年
(2010年)

子ども 112 マリアのへそ DVD 106分

フィリピン、マニラのストリートチルドレン、マリ
ア。彼女の家族は路上で生活をしている。子ど
もたちは、道路での新聞売り、物乞い、捨てら
れた野菜などを拾って生きている。そんなスト
リートチルドレンの家族の絆を描く。

チラシ
平成22年
(2010年)

子ども 113
現 代 社 会 と 人 権 シ リ ー ズ
児童虐待と子どもの人権

DVD 23分

虐待を受けた経験のある子どもや、虐待を受
けた子どもなどを保護している児童福祉施設な
ど関係者を取材し、虐待の現状とその背景を描
くとともに、よりよい子育てのありかたを探り、子
どもの人権を守るために私たちが何をできるか
を考えるための映像教材です。児童虐待は子
どもの人権を否定するものであり、子どもの成
長する権利を守ることは、保護者をはじめ社会
を担っている私たち全ての大人の責務であると
いうことを伝えていきます。

なし
平成23年
(2011年)

子ども 114
作品１　勇気のお守り
作品２ 自分の胸に手を当て
て（字幕・副音声）

DVD
30分

子どもたちをめぐる、いじめや不登校など
様々な問題の解決に向け、法務省の人権擁護
機関では相談や啓発活動に取り組んでいま
す。いじめの解決と、子どもたちに「一人ひとり
が大切な存在なんだ」と気付いてもらうことを目
的として、転校生へのいじめがテーマとなって
いる「勇気のお守り」と、学校裏サイトへの書き
込みやメールなどを悪用したネットいじめに焦
点をあてた「自分の胸に手を当てて」の2本を収
録しています。

チラシ
手引書

平成23年
(2011年)
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内容
手引等の
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 子 ど も 関 係

子ども 115
いじめと戦おう
　～わたしたちにできること～

DVD 21分

児童がいじめの、当事者、被害者、傍観者の
立場を理解し、考えることができるドラマ形式の
教材です。またクラスの大多数を占めるであろ
う傍観者がいかにして“いじめの構図”を崩せる
かという視点を中心に、いじめの問題全体につ
いて話し合うために活用いただけます。

指導用
手引書

平成24年
(2012年)

子ども 116
堺シティレポ
「いじめストップ　みんなの力
で明るい学校」

DVD 13分

　いじめの未然防止、子どもが自分自身で危機
的状況を切り抜けるための方法や知識を学ぶ
「いじめ・暴力防止プログラム（CAP）」や、早期
発見・解決のためのさまざまな取組、相談窓口
を紹介。いじめをしない、許さないという意識の
醸成を図ります。

なし
平成26年
(2014年)

子ども 117 ありったけの勇気 VHS 27分

　クラス対抗ドッジボール大会の練習中に、運
動が苦手な児童に対して特訓と称して行われ
るいじめ。「いじめるグループ」がなくならないの
なら、「いじめないグループ」を作りたいと思い
ますと試合前の教室で提案した3人の勇気ある
行動に、クラスのみんなが拍手で賛同した。

なし
平成19年
（2007年）

子ども 118
未来を拓く５つの扉
～全国中学生人権作文コンテ
スト入賞作品朗読集～

DVD
（2）

46分

　全国中学生人権作文コンテストでは、次代を
担う中学生が、身の周りで起きた色々な出来事
や自分の体験などから、人権について考えてい
る。このＤＶＤでは、入賞作品の中から５編の作
文を朗読して、アニメーションやイラストで紹介
しており、朗読は濱田龍臣、大和田南那
(AKB48)の２人が行っている。

活用の
手引き

平成26年
（2014年)

子ども 119

わたしたちが伝えたい、大切
なこと
－アニメで見る全国中学生人
権作文コンテスト入賞作品－

DVD
（2）

31分

　このDVDは「全国中学生人権作文コンテスト」
入賞作品に基づいて制作されており、日常生
活の中で「人権」について理解を深めていった
気付きのプロセスを３つのアニメーションで描い
ています。

活用の
手引き

平成29年
(2017年)

子ども 120
この子に家庭の幸せを！
里親制度を考える

DVD 21分

　日本では今、様々な事情から家庭で暮らすこ
とができない子どもが、約36000人になります。
その約86%が、乳児院や養護施設で集団生活
を送っています。
このDVDでは、「養育里親になって乳児院から
子どもを迎え入れるまで」の過程をドラマ形式で
描きます。同時に、里親制度とはどのようなも
のなのか、専門家の解説をまじえ、実際の里親
に体験談を聞き、わかりやすく解説しています。
そして、里親制度が里親となる親のためではな
く、まず「子どもの幸せのための制度である」こ
とを強く訴えかけています。

なし
平成29年
(2017年)
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子ども 121
いじめ回復マニュアル
－大人たちから君たちへ－

DVD 17分

　いじめは学校だけの問題。私たちはどこかで
そう思い込んでいないでしょうか。対策がされな
がら、いじめはなくならない。それは、いじめを
学校の中だけで解決しよう、できると思い込ん
でいるからでは・・・。本作品は、いじめを学校・
家庭・地域・社会全体の課題として見つめ直
し、いじめ体験がある、いじめをよく知る大人た
ちが、児童・生徒・いじめを抱える子どもたち
へ、いじめ回復の道筋を提言するものです。

なし
平成29年
(2017年)

子ども 122
「ホームレス」と出会う子どもた
ち

DVD 30分

　なぜ若者や子どもによる「ホームレス」襲撃が
起きるのか？
 大阪・釜ヶ崎にあるこどもの里が行う「子ども夜
まわり」の活動を軸に、参加する子どもたちの
変化、ホームレス生活を送る鈴木さん（64歳）の
仕事や生活、その思いに迫る。 さらに「ホーム
レス」襲撃問題をとおして、居場所（ホーム）なき
子どもたちの弱者いじめの問題を問い直す。

解説書
平成30年
(2018年)

子ども 123
いじめ―
一歩ふみ出す勇気

DVD 19分

　中学生向けの、いじめ防止教材ドラマです。
本作品は、いじめの傍観者だった主人公が葛
藤し、仲間と一緒にいじめの被害者を救ってい
こうとするストーリーを通して、いじめ解決のた
めに一歩ふみ出すことの大切さを伝えます。ま
た、ドラマに登場するいじめの被害者・加害者・
傍観者それぞれの立場に自分に置き換えて視
聴することで、もし自分がその人物ならどうする
かを考え、話し合い、より良い行動をとる力をつ
けていきます。

指導用
手引書
ワーク
シート

令和元年
(2019年)

子ども 124 夕焼け DVD 35分

主人公・瑠衣は、幼い弟の世話や家事に追わ
れる生活にしんどさを感じつつも、「家族のこと
は家族でするのが当たり前」という思い込みか
ら、気持ちを押し殺して生活しているヤングケア
ラーです。しかし、元ケアラーの灯との交流に
よって、自分の状況や本当の気持ちについて
見つめ直し、将来に向き合うための一歩を踏み
出します。この作品では、お互いを気にかけ、
人と人がつながっていくことが、ケアラーと家族
が抱える問題解決の糸口になる様子を描きま
す。

活用ガ
イド

令和4年
(2022年)

子ども 125
子どもの虐待死をゼロに！！
～4つの事例を検証する～

DVD 24分

過去の児童虐待死事件には、ほとんどの場
合、事前に何らかの兆候があった。その兆候に
気づき適切な支援や保護を行うことができれ
ば、最悪の事態を防げたと考えられる。その対
策について、実際に起きた4つの事件をもとに
具体的な再現ドラマで見ていき、考えてみよう。

なし
令和4年
(2022年)


