
★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

その他 001 ワークショップは技より心
VHS
（3）

26分
　ワークショップ・プログラム実践ビデオ。
（法務省委託により財団法人人権教育啓発推
進センターが制作）

なし
平成11年
(1999年)

その他 002 勇気が出てくる人権学習 VHS 54分
　白井俊一著。参加体験型の人権学習につい
ての解説と実践書。

なし

その他 003 わたしたちの試み　第1部 VHS 53分

　一般公募で集まった16人の高校生がさまざま
な差別や人権の問題について語り合った8日間
のドキュメント作品。高校生たちが本音をぶつ
け合い激論するなか、対立や分裂を経ながら、
自分を見つめ変容していく姿を描いている。

チラシ

その他 004 わたしたちの試み　第2部 VHS 54分

　一般公募で集まった16人の高校生がさまざま
な差別や人権の問題について語り合った9日間
のドキュメント作品。高校生たちが本音をぶつ
け合い激論するなか、対立や分裂を経ながら、
自分を見つめ変容していく姿を描いている。

チラシ

その他 005
鬼の子とゆきうさぎ
（アニメーション）

VHS 22分

　鬼の子と人間の女の子ユキとの不思議な友
情の中から、私たちが忘れているやさしさや、
おもいやりの心、家族のぬくもりが、あたたかい
感動として伝わってくる。中学1年生が書いた愛
の童話。

チラシ
平成7年
(1995年)

その他 006
勇気あるホタルと
飛べないホタル
（アニメーション）

VHS 18分

　羽がちぢんで生まれた為に飛べないホタル。
仲間のホタルたちは彼を励まし支えていた。足
が不自由な妹のためにホタル捕りにやってきた
姉と弟。そんな子どもたちとホタルのお互いを
思いやる心ややさしさが胸に響く作品。

チラシ
平成2年
(1990年)

その他 007
おじいちゃんの花火
（アニメーション）

VHS 25分

　人と人のつながりを大切にし、ひとりひとりの
人権が尊重される社会づくりについて考え、さ
まざまな人権問題について学習を深めるため
の作品。

チラシ
平成10年
(1998年)

その他 008
橋を渡る
～外島保護院・邑久光明園
　入園者の歩み～

VHS 30分

　わが国には、明治40年から平成8年までの長
きに渡って「らい予防法」が存在し、この法律に
よりハンセン病患者は15の国立及び私立の療
養所に隔離収容された。ハンセン病に対する正
しい認識と理解も得られるよう構成されている。

なし
平成5年
(1993年)
※制作

その他 009
こぎつねのおくりもの
(アニメーション)

VHS 30分

　お地蔵さんに化けたらお団子がもらえることを
知ったこぎつねが、いつもお供えしてくれるおば
あさんの大切な写真を破ってしまったことから
始まる、人間とこぎつねのふれあいを描いた感
動的なアニメーション。

チラシ
平成5年
(1993年)

その他 010
未来への約束
（アニメーション）

VHS 24分

　まゆみは、ぜんそくの転地療養のため、海に
近い町へ引っ越してきた。そして、本来は川に
住むかわせみを見つけ、級友のけんたと一緒
に医者からその理由を教えてもらう。これをきっ
かけに酸性雨、オゾン層破壊など、環境問題に
ついて考え始めたまゆみは、将来一緒に自然
公園を作ろうとけんたと約束する。

なし
平成4年
(1992年)

その他 012
日本昔ばなし　鉢かづき姫
（アニメーション）

VHS 34分
　いじめと差別の中で、苦境にもめげず、力強く
生きた日本の民話「鉢かづき姫」の物語。

チラシ

その他 013
四季・遊牧
ツェルゲルの人びと
第一部

VHS 142分

　日本・モンゴル共同のゴビ・プロジェクト調査
隊の日本チーム5名越冬を含む1年間記録映
像。”大地とともに生きる”人間の姿から、私た
ちの生活をふりかえる。

なし
平成4年
(1992年)

その他 014
四季・遊牧
ツェルゲルの人びと
第二部

VHS 165分

　日本・モンゴル共同のゴビ・プロジェクト調査
隊の日本チーム5名越冬を含む2年間記録映
像。”大地とともに生きる”人間の姿から、私た
ちの生活をふりかえる。

なし
平成4年
(1992年)

その他 015
四季・遊牧
ツェルゲルの人びと
第三部

VHS 161分

　日本・モンゴル共同のゴビ・プロジェクト調査
隊の日本チーム5名越冬を含む3年間記録映
像。”大地とともに生きる”人間の姿から、私た
ちの生活をふりかえる。

なし
平成5年
(1993年)

           そ の 他



★は映像等の乱れあり

分野 番号 タイトル 種類
時間
(分)

内容
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           そ の 他

その他 016 「お弁当のお味はいかが？」 VHS 53分

　第4回ヒューマニティ大阪市長賞受賞作品を
劇場収録したもの。阪神大震災の被災地神戸
を舞台に、ボランティアとして活動する主人公
の姿に同和問題、在日外国人問題などを絡め
ながら構成。

なし
平成9年
(1997年)
※制作

その他 017 桂文福のふれあい人権噺 VHS 25分

　真の笑いは平等な心から・・・・・これは、落語
家桂文福さんの講演テーマである。職業差別、
障害者への偏見、古典落語の中にある差別、
外国人への偏見、子どもの人権など、さまざま
な人権問題が語られる。

チラシ
平成14年
(2002年)
※制作

その他 018 手作り靴職人の弟子育成術 VHS 23分
　手作り靴職人による、一見古いようだが実は
新しくて合理的な弟子育成術を通し、「人を育て
ること」の原点を探り、意味を考える。

チラシ
平成15年
(2003年)
※制作

その他 019
それってちがうんじゃない？
ハテナ²

VHS 30分

　箕面市で暮らすさまざまな人々の幸せを求め
る姿やメッセージを『人権とは何か』という問い
かけをテーマに綴った作品。
（箕面市人権啓発推進協議会「わっと」著作）

なし
平成12年
(2000年)
※制作

その他 020 主語で語る人権教育 VHS 30分

　三重県・大山田中学校―生徒数約200名の小
さな中学校の「全校ヒューマン・タイム」の取り
組みを追っている。人権総合学習のモデル
ケースとしての教材ビデオ。

チラシ
平成13年
(2001年)
※制作

その他 021
プレゼント
（アニメーション）

VHS 17分

　小学4年生の綾香は、同級生の美由紀の誕
生日に手作りの写真立てをプレゼントする。そ
れは、美由紀のことを思って作ったプレゼントで
あったが、美由紀の気に入るものではなかっ
た。腹を立てた美由紀はそれから綾香にいじわ
るを始める。美由紀がいじわるをするようになっ
てから、それまで仲の良かった茜や恵まで綾香
を避けるようになり、やがてクラス中が綾香を
仲間はずれにするようになった。ただひとり、ク
ラスで孤立している麻里だけが綾香をかばった
が、ある出来事をきっかけに、綾香は学校を休
んでしまった…

学習の
手引

チラシ

平成15年
(2003年)
※制作

その他 022 風かよう道 VHS 35分

　古い因習にとらわれている主婦とその家族を
通して、六曜、占い、穢れなどが差別意識を形
成する土壌となっていることを提起しながら、今
日的な問題であるコンピューターを悪用した差
別事件も絡めて展開した作品。

チラシ
平成15年
(2003年)

その他 023
風よ雲よ伝えてよ
ＨＩＶ・ＡＩＤＳと共に生きる

VHS 38分

　AIDSの正しい知識、その普及や啓発を通して
根深い差別と闘い、感染者と共に歩むHIVと人
権・情報センターと若者たち。AIDSを発症したこ
とで職場を追われながらも、「今が充実してい
る」と語る感染者“のじやん”。同性愛者である
こと、感染者であることを公表し、当事者の立
場から問題提起する大石俊寛さん。そんな人た
ちの思いや活動を紹介し、HIV/AIDSと共に生
きる社会について考えていく作品。

なし
平成14年
(2002年)
※制作

その他 024 メゾン風の丘
VHS
(2)

53分
　大地を撫でるさわやかな薫風。陽光に愛しま
れる人びとの生活。みんなが幸せに暮らすため
に、私たちはどう生きるべきなのでしょうか。

学習の
手引

チラシ

平成10年
(1998年)
※制作

その他 025
シロの聞法見聞録
「真宗と清め塩」

VHS 18分
　あたりまえにしている「清め塩」　ここらで「シ
ロ」といっしょに考えてみませんか。

なし
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その他 026 未来世紀ニシナリ VHS 68分

　釜ヶ崎、あいりん地区、ドヤ街、部落、在
日、・・・・・
かつて負のイメージで語られることの多かった
西成。
　今、この大阪ディープサウスで「すべて」をつ
なぐ新しい町づくりの取り組みが進んでいる。
2年間に亘り、町づくりに取組む人々を記録し
た、長編ドキュメンタリー映画。

チラシ
平成19年
(2007年)

その他 027
拉致～許されざる行為～
北朝鮮による日本人拉致の
悲劇

DVD
（3）

21分
　北朝鮮による拉致問題の啓発として、政府拉
致問題対策本部が企画。2007年3月制作。

なし
平成19年
(2007年)

その他 028 めぐみ DVD 25分

　昭和52年、当時中学1年生だった横田めぐみ
さんが、学校からの帰宅途中に北朝鮮当局に
より拉致された事件を題材に、残された家族の
苦悩や、懸命な救出活動の模様を描いた25分
のドキュメンタリー・アニメです。2008年3月制
作。

なし
平成20年
(2008年)

その他 029
MOTTAINAIで地球を守ろう
1 地球規模で考える環境

VHS 15分

　いま環境問題は、地球で考えなければならな
い緊急の課題となっています。その象徴とも言
えるのが2005年に発効した京都議定書。その
発効までの経緯を取り上げ、国家間の協力の
重要性を示します。
また、長年、植林問題を通して貧困や紛争の解
決に取り組んできたケニア環境副大臣のワン
ガリ・マータイさんが、「今できることを粘り強く
続けること」を訴えます。

チラシ
平成17年
(2005年)

その他 030
MOTTAINAIで地球を守ろう
2 新しい技術が環境を守る

VHS 15分

　地球温暖化解決のための温室効果ガス削減
の技術や、新エネルギー開発などの最新の状
況を紹介。しかし、技術の発展にも関わらず、
依然として環境問題は解決には至っていませ
ん。それはなぜなのか…その原因を探るうちに
突き当たるのは、豊かさを求め続ける私たち自
身のライフスタイルなのです。

チラシ
平成17年
(2005年)

その他 031

MOTTAINAIで地球を守ろう３
くらしの工夫が地球を守る
～「もったいない」から始めよ
う～

VHS 15分

　環境問題の原因の多くは私たち自身の生活
にあります。リデュース・リユース・リサイクルの
「3R」をすぐに実践するための方法を具体的に
示します。そして、それら全ての基になる考え
方、それこそが「もったいない」精神なのです。
できることから少しづつ、「もったいない」から始
めましょう。

チラシ
平成17年
(2005年)

その他 032
社会福祉施設等における人
権
私たちの声が聴こえますか

VHS 30分

　社会が高齢化する中で、社会福祉施設等の
入所者に対する身体的・心理的虐待等が大き
な社会問題になっています。本作品は女優の
渡辺美佐子による「ひとり芝居」や施設職員の
人権意識を高める必要性・手法等に関する専
門家へのインタビュー、施設で行われた人権啓
発活動の実践紹介等で構成されており、施設
の運営に人権の観点が不可欠であることを理
解してもらえるような構成になっています。

チラシ
平成19年
(2007年)

その他 033

虐待防止シリーズ幼児・児
童虐待
－見えない虐待をしないた
めに－

VHS 25分

　「エゴの押し付け」、「発育への不安と孤立」、
「過干渉としつけへの思い込み」実例3話のオ
ムニバスドラマ。専門家がドラマに沿って、問題
点と虐待を防ぐ方法をわかりやすく紹介。2008
年作品。解説＆チェックシート付。

チラシ
平成20年
(2008年)

その他 034

虐待防止シリーズ配偶者虐
待
－ＤＶを許さない・しないため
に－

VHS 25分

　「やさしいときを信じたくて」、「気づかぬうちに
子どもの虐待へ」実例2話のオムニバスドラマ。
自らもＤＶ被害者である専門家が、ドラマに沿っ
て、問題点と対応法を紹介します。2008年作
品。解説＆チェックシート付。

解説書
チラシ

平成20年
(2008年)
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その他 035
虐待防止シリーズ高齢者虐
待
－尊厳を奪わないために－

VHS 26分

　「介護サービスを受け入れない」、「虐待の自
覚がない」、「要介護状態を受け入れられない」
実例3話のオムニバスドラマ。専門家がドラマに
沿って、介護の問題点と虐待防止の対応法を
わかりやすく紹介します。2008年度作品。解説
＆チェックシート付。

チラシ
平成20年
(2008年)

その他 036
人権ってなあに　11
チャランケ

DVD 40分

　日本の北方先住民族であるアイヌ民族。中
世以降、特に明治以降、和人（日本人）の支配
によって土地、文化、言語、習慣を奪われ現在
に至るまで差別が続いているが、そんな状況
の中でも「多民族多文化共生」をめざして明る
く生き生きと行動している姿を描いています。

なし
平成22年
(2010年)

その他 037
虎ハ眠ラズ
（ドキュメンタリー作品）

DVD 30分

　在日とハンセン病の二重の差別の中を生き
抜いた生き証人の一人、在日朝鮮人ハンセン
病回復者　金泰九（キムテグ）氏が穏やかな語
り口で語りかける作品。その坦々とした口調が
事柄の重大さを却って際立たせます。ハンセン
病は過去のもの、自分の人生とは全く関係な
いものと考えている多数の日本人に、ぜひ見
てほしい作品です。

チラシ
平成23年
(2011年)

その他 038
堺シティレポ
「みんなで支え合う地域社会
へ」

DVD 13分

　少子高齢化が進行し、家族のかたちや地域
のつながりが変化してきている中で、子育てや
介護、日常生活の困りごとを支える「福祉」は、
一部の人のためのものではなく、一人ひとりに
身近な問題として考えなければならなくなって
います。
　その「地域社会」の具体的な取り組みを紹介
し、「地域社会」とはどういうものか、人ごとでな
く自分自身の問題として考えていただく内容に
なっています。

なし
平成23年
(2011年)

その他 039
こころのサインに気づいたら
～悩んでいる人にあなたができるこ
と～

DVD 11分
　身近で悩んでいる人がいたときに私達がど
のように寄り添いサポートしていけばよいかポ
イントを紹介します。

なし
平成23年
(2011年)

その他 040
こころのサインに気づいたら
～悩んでいる人との向き合い方について
～

DVD 172分 なし
平成23年
(2011年)

その他 041
こころのサインに気づいたら
～ゲートキーパー養成研修用
DVD～　（2枚組）

DVD
91分
154分

なし
平成24年
(2012年)

その他 042
こころのサインに気づいたら
～ゲートキーパ養成研修用
DVD～　（被災地対応編）

DVD 152分 なし
平成24年
(2012年)

その他 043
堺シティレポ
「なくそう　女性に対する暴
力」

DVD 13分

子どもや女性に対する暴力や虐待について
の理解促進、意識向上を図るために展開する
オレンジ＆パープルリボンキャンペーンなど市
の取り組みを紹介し、暴力のない、すべての人
が安心して暮らすことのできるまちづくりにつ
いて考える内容です。

なし
平成24年
(2012年)

その他 044
デートDVって何？
～対等な関係を築くために
～

DVD 22分

デートDVに関する3つの事例と人権擁護委
員による事例解説により、今問題になっている
デートDVについての理解を深めていただき、
対等な関係を築くためにはどのようにすればよ
いかを考える内容です。

手引書
平成24年
(2012年)
※制作

　ゲートキーパー（＊１）が自殺の危険性があ
る人をどのように認識し、対応するか、また、
初期の支援や、適切な支援への導入をどのよ
うに行うかということを、メンタルヘルス・ファー
ストエイド（＊２）の5ステップに基づいて学びま
す。
＊１ゲートキーパーとは、悩んでいる人に気づ
き、声をかけ、話を聞いて、必要な支援につな
げ、見守る人のことです。
＊２メンタルヘルスの問題を有する人に対して
適切な初期支援を行うための行動計画で、
オーストラリアのBetty　A　Kitchenerと
Anthony　F　Jormにより開発されました。
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その他 045

こころのサインに気づいたら
～ゲートキーパー養成研修用
DVD～
(講義編・資料編）（2枚組）

DVD 91分 なし
平成24年
（2012年）

その他 046

こころのサインに気づいたら
～ゲートキーパー養成研修用
DVD～
（地域対応編・心得編）

DVD 144分 なし
平成24年
（2012年）

その他 047 虐待シリーズ DVD 46分

　このビデオでは、「児童虐待」「高齢者虐待」
「ドメスティック・バイオレンス（DV）」を取り上
げ、子どもや高齢者、配偶者に対する虐待の
事例をドラマで描くとともに、問題点や第三者と
しての関わり方について専門家のコメントを紹
介します。ドラマを通して、虐待を他人事ではな
く、身近な問題として捉え、虐待の防止・解決に
ついて考えていくことを目的にしています。

なし
平成24年
（2012年）

その他 048
未来への虹
-僕のおじさんは、ハンセン
病-

DVD 36分

　ハンセン病元患者の平沢保治さんをモデル
にして書かれた子ども向けの本「ぼくのおじさ
んは、ハンセン病－平沢保治物語－」をもとに
作成。これから未来を担う子どもたちに、差別
の痛みや苦しみ、帰りたくても帰れないふるさ
とへの想い、人権の大切さを語りかけていま
す。小学校高学年以上向け。

チラシ
平成25年
（2013年）

その他 049

人権アーカイブ・シリーズ
・ハンセン病問題
～過去からの証言、未来へ
の提言～（人権教育・啓発担
当者向け）<56分>
・家族で考えるハンセン病
（一般向け）<20分>

DVD 76分

 ハンセン病問題に焦点を当て、国や地方公共
団体、企業等の人権教育・啓発に携わる職員
等が身に付けておくべき歴史的経緯、当時の
社会情勢、問題の本質等について、関係者の
貴重な証言や解説等を中心にまとめています。
また、一般市民を対象にした啓発映像も併せて
制作し、次世代へ伝承しようとするものです。

証言集
付き＆
活用の
手引付

き

平成27年
（2015年）

その他 050
もういいかい
～ハンセン病と三つの法律
～

DVD 143分

　人間らしく生きたい－そんな素朴な、ごく当た
り前の願いが、ある日突然、国策という名のも
とに奪い去られた人たちがいました。彼らの運
命を決定づけたのは、三つの法律－「癩豫防
ニ関スル件」（１９０７年）、「（旧）癩予防法」（１
９３１年）、「（新）らい予防法」（１９５３年）でし
た。
　この映画は、ハンセン病問題の真実を、多く
の証言に基づいて追っていきます。三つの法
律をもとに展開された絶対隔離政策によって
療養所の中で何が行われ、入所者がどのよう
な生活を送っていたのか、その仕組みと実態
を検証し、１００年にわたるハンセン病問題の
歴史を描いた作品です。

解説書
平成30年
(2018年)

　ゲートキーパー（＊１）が自殺の危険性があ
る人をどのように認識し、対応するか、また、
初期の支援や、適切な支援への導入をどのよ
うに行うかということを、メンタルヘルス・ファー
ストエイド（＊２）の5ステップに基づいて学びま
す。
＊１ゲートキーパーとは、悩んでいる人に気づ
き、声をかけ、話を聞いて、必要な支援につな
げ、見守る人のことです。
＊２メンタルヘルスの問題を有する人に対して
適切な初期支援を行うための行動計画で、
オーストラリアのBetty　A　Kitchenerと
Anthony　F　Jormにより開発されました。



★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

           そ の 他

その他 051
ハンセン病問題を知る
～元患者と家族の思い～

DVD 34分

隔離政策によって偏見や差別に苦しみながら
生きてきた、ハンセン病元患者やその家族の
エピソードをアニメーション化し、国立ハンセン
病資料館学芸員による解説とともに収録して
います。ハンセン病についての正しい知識や
歴史、そして近年の動向など、ハンセン病に関
する理解を深めるとともに、偏見や差別のない
社会の実現について考えるためのDVDです。

活用手
引

令和2年
(2020年)


