
★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

障害者 001

よくわかる車イス介護
～あなたも障害者の社会参加を
支える一人に～
上巻

VHS
（2）

36分

　外出介護で必要とされる車いすの操作方法と
身体介護をわかりやすく解説すると共に、障害
者の立場にたって支援する方法を具体的に紹
介している。

学習の
手引

平成12年
(2000年)

障害者 002

よくわかる車イス介護
～あなたも障害者の社会参加を
支える一人に～
下巻

VHS
（2）

38分

　外出介護で必要とされる車いすの操作方法と
身体介護をわかりやすく解説すると共に、障害
者の立場にたって支援する方法を具体的に紹
介している。

学習の
手引

平成12年
(2000年)

障害者 003
盲導犬クイールの一生
（アニメーション）

VHS 25分

　水戸レンさんの家で生まれた5匹の仔犬、その
中にカモメのような形の黒い模様がついた一匹
のオスの仔犬がいた。盲導犬としての道を歩み
始めたその仔犬は、後にクイールと名付けら
れ、心強いパートナーとして生活を支え、人々の
気分を明るくしていく。

チラシ
平成15年
(2003年)

障害者 004
「障害者」それぞれの暮らし　そ
れぞれの自立

VHS 27分

　障害のある人々が健常者と同様に生活し、活
動できるよう、行政による政策・環境面での整備
が進められている中で、実際に地域社会へ出
て、それぞれの暮らしを始めている障害者たち
を取材した作品。

チラシ
平成16年
(2004年)
※制作

障害者 005 壁のないまち VHS 35分

　父親が事故により車椅子生活となった家族の
日常から、障害のある人の問題を自分の問題と
して受け止め、正しい理解を深め、ノーマライ
ゼーションの理念とユニバーサル社会の実現に
向け考える。

学習の
手引

チラシ

平成16年
(2004年)

障害者 006
風の旅人
（アニメーション）

VHS 30分

　ベッド式の車椅子を通りがかりの人々に押して
もらい旅をする…。人々の間を風のように駆け
抜けた、実在の重度身体障害者の感動的な生
きざま。

チラシ
平成15年
(2003年)
※制作

障害者 007
アシスタントドックを知っています
か？

VHS 18分

　アシスタントドッグとは、体に何らかの障害を持
つ人々の生活をサポートするために、働く犬たち
のことである。大切な役割を持ちながら、頭数も
少なく一般の認知も低い現状がある。
アシスタントドッグのことを紹介した作品。

なし
平成13年
(2001年)
※制作

障害者 008
きいちゃん　私、生まれてきてよ
かった！（アニメーション）

VHS 21分

　原作者の実体験をもとに描かれた作品。主人
公・きいちゃんは身体に障害がありながらも、懸
命に一つのことをやり遂げ、それを生涯の仕事
に選ぶ。人が生きていく原点とは何かを改めて
考えさせられる。

チラシ
平成14年
(2002年)
※制作

障害者 009
明日を拓く
～視覚障害を乗り越えて～

VHS 25分

　マイクロエレクトロニクス技術、特に情報電子
機器のめざましい発達とそれ等を上手に使いこ
なす力、さらに仲間どうし励ましあい助けあおう
という考え方の広がりが、視覚障害者の能力発
揮を支えている。プログラマーなど新しい職域で
活躍し、明日をきり拓こう と努力している視覚障
害者の真剣な姿を具体的に紹介する。

チラシ

障害者 010
聞こえてくる心のうた
～聴覚障害者の就業のために
～

VHS 35分

　コミュニケーション問題、とくに聴覚障害者と健
聴者を同等に扱う本音のつきあいの大切さを訴
えると共に、従来の狭い範囲の職種に限らず、
多彩な職種で実際に活躍している聴覚障害者
の職場をドキュメントで紹介。

チラシ

   障 害 者 関 係



★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

   障 害 者 関 係

障害者 011

新たなる旅立ち
～OSAKA FOR ALL～
国連・障害者の10年最終年記念
特別番組

VHS 53分

　身体障害者や知的障害者等の障害を持つ
人々が自立した生活をする姿を紹介し、障害者
が社会で当たり前に生きていくことのできる社会
の実現をめざすことの重要性を訴える。
大阪ふれあいキャンペーン実行委員会

なし
平成4年
(1992年)
※制作

障害者 012 街で生きる障害者と共に VHS 30分

　障害をもつ人に対する偏見や差別をなくし、共
に生きる社会を築くためには、日常生活の中で
健常者と障害者、お互いの違いを認め合うこと
が必要である。様々な活動を続けるグループと
そこに所属する人々を紹介。

チラシ
平成10年
(1998年)
※制作

障害者 013 私も西成の町で生きたい！ VHS 30分

　精神病、誰もがかかる可能性のある病気なの
にも関わらず、社会の偏見の目があるために病
院に行くことすらできずにいる人が多くいる。家
族ですら、その病気を受け入れるということがで
きなくて、崩壊させられている場合もある。何十
年も精神病院に入院している人もいる。みんな
孤立し、誰の支援も得られずひとりぼっちなの
だ。しかし、西成のまちでは少しずつだが、精神
障害を隠さずに生きていくことができるように
なった。「私もこのまちで生きたい！」という精神
障害者の願いに、あなたはどう答えますか…。

なし
平成10年
(1998年)

障害者 014 ありがとうハーナ VHS 45分
　車椅子でハーナが走った。生きる歓びと幸せ
をのせて！！

チラシ

障害者 016 風のひびき VHS 54分

　聴覚に障害のある主人公が、ホームヘルパー
として働きながら、さまざまな現実の壁を体感す
る。そして、悩みながらも、心のバリアフリーを信
じて、前向きに生きていく。

チラシ
平成11年
(1999年)

障害者 017 ステップ VHS 54分

　障害のある女性八重が自分の生き方を見つけ
ていこうと奮闘する中、まわりの人々が八重の
障害について正しく理解していくようになる。障
害者と共生する社会の実現について考えるきっ
かけとなる作品。

なし
平成16年
(2004年)
※制作

障害者 018
桃色のクレヨン
（アニメーション）

VHS 28分

　人権意識とは、わかりやすい言葉でいうと、
「かけがえのない命」の大切さを感じることであ
り、「思いやりの心」を大事にすることだと言え
る。
子どもと大人が一緒に見て楽しめるアニメーショ
ン作品。副音声・字幕入り

チラシ
平成18年
(2006年)

障害者 019 今日もよか天気たい VHS 35分

　視覚障害のある一人の女性“京子”を通して、
周りの人が「人権」の大切さに気づいていくス
トーリー。
　ある日、京子とたまたま同じバスに乗り合わせ
た乗客は、京子の存在や京子のとる行動によっ
て、自分の心の中にある偏見や差別に気づいて
いく。さらに、多くの人から支えられてきた京子
自身もまた人の役に立つことで生き甲斐を見つ
けていく。

学習の
手引

チラシ

平成19年
(2007年)
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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

   障 害 者 関 係

障害者 020

障害のある人とのふれあいと人
権
‐今まで声をかけられなかったあ
なたへ‐

VHS
★

23分

　『本当のバリアフリーは、心のバリアフリーから
始まる』をテーマに、障害者が社会参加するた
めに一人ひとり何ができるかを考えます。障害
者自身が自分の言葉でどう関ってほしいのか伝
えられており、障害のある方の主体性や人権を
尊重する相手の立場にたった対応の重要性を
考える教材となっています。
2008年作品。解説＆チェックシート付。

チラシ
平成20年
(2008年)

障害者 021
堺シティレポ
「誰もが暮らしやすい地域社会
へ」

VHS
DVD

13分

障害のある人が、いきいきと地域社会の中で
暮らす姿を通じて、障害のある人をはじめ、す
べての人がお互いに違いを認め合い、ともに生
きる社会づくりについて考えます。

なし
平成22年
(2010年)
※制作

障害者 022

ドキュメンタリー映画

モップと箒
ほうき

-大阪発の障がい者雇用-

DVD
★

55分

　障がい者雇用の場は広がりつつある。が、働
きたいのに働けない障がい者は、まだ数多く存
在する。エル・チャレンジに関わった知的障がい
者と支援者の姿を一年半に亘り密着取材した本
作品。そこには、固く暗いイメージはなく、人と人
とのつながりの中にぬくもりがあった。人と人と
のつながり・・・つながりの中でこその成長・・・社
会の中で働くことの意味を、今一度問いかけた
い！

なし
平成23年
(2011年)

障害者 023 秋桜の咲く日 DVD 34分

　介護施設に就職した発達障害の青年との出会
いを通して、他の職員や利用者たちが障害への
理解を深めていく物語。青年は対人関係をうまく
築くことができず、周囲の人たちとトラブルを起こ
すが、素直さやまじめな姿勢が次第に受け入れ
られていく。

解説書
平成26年
（2014年）

障害者 024 聲の形 DVD 30分

　原作のマンガの物語を基本に制作された、現
代の子どものリアルな表情を描きつつ「いじめ」
や「障がい」などの難しいテーマを自然に考える
事の出来るドラマ形式の学習教材です。

ＤＶＤ内
に収録
資料あ

り

平成27年
（2015年）

障害者 025
障害のある子 障害のない子
〜ちがいを認めて助け合おう〜

DVD 18分

　この作品は、「合理的配慮」とは何か、小学校
高学年向けにやさしく解説し、一人一人の障害
の特性や症状に合わせた「合理的配慮」の仕
方を具体的に示します。
 　障害の有無に関わらず、誰もが同じように遊
び、学び、生き生さと暮らす権利があることを理
解させ、共に認め合い、助け合っていくことの大
切さを訴えます。

なし
平成28年
（2016年）

障害者 026

障がいのあるお客様との接し方
～外食の場面を中心に～
DISC1：よく分かる障害者差別解
消法
Disc2：障がいのあるお客様との
接し方
～外食の場面を中心に～

DVD

DISC1
24分

DISC2
44分

　障害者差別解消法が施行され、事業者には
「合理的配慮」が求められています。事業者とし
て、「ここをこうすれば」というヒントが、なじみ深
い外食シーンに詰まっています。
　障がいのある人に対し、適切なサービスを提
供するために、どのようなことを心がければよ
いかを、DVDを見ながらいっしょに学んでいきま
しょう。

なし
平成30年
(2018年)



★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

   障 害 者 関 係

障害者 027

障害者は困っています！
～合理的配慮のポイント①～
（肢体不自由、視覚障害、聴覚
障害）

DVD 20分

　障害のある人への差別をなくし、障害のある
人もない人もお互いに人格と個性を尊重しなが
ら共生する社会を目指して、2016年4月から施
行されている「障害者差別解消法」。それに伴
い自治体や公的機関では障害者に対して「合
理的配慮」が義務付けられ、企業や商店などで
は努力義務が課せられるようになりました。
 　このDVDは、様々な障害別に障害者の実態
と日常での困り事を具体的に示しながら、主に
自治体や企業、商店など、障害者と接する機会
が多い人たちはどのように対応していけば良い
か、合理的配慮の観点から描いていきます。
 　「合理的配慮」が私たちの日常に当たり前の
こととして浸透し、自然にお互いを支えあう社会
の実現をめざしています。

なし
平成30年
(2018年)

障害者 028

障害者は困っています！
～合理的配慮のポイント②～
（発達障害、知的障害、精神障
害）

DVD 20分

　障害のある人への差別をなくし、障害のある
人もない人もお互いに人格と個性を尊重しなが
ら共生する社会を目指して、2016年4月から施
行されている「障害者差別解消法」。それに伴
い自治体や公的機関では障害者に対して「合
理的配慮」が義務付けられ、企業や商店などで
は努力義務が課せられるようになりました。
 　このDVDは、様々な障害別に障害者の実態
と日常での困り事を具体的に示しながら、主に
自治体や企業、商店など、障害者と接する機会
が多い人たちはどのように対応していけば良い
か、合理的配慮の観点から描いていきます。
 　「合理的配慮」が私たちの日常に当たり前の
こととして浸透し、自然にお互いを支えあう社会
の実現をめざしています。

なし
平成30年
(2018年)

障害者 029 障害のある人と人権
DVD
(2)

32分

障害のある人もない人も誰もが住みよい社会を
つくるためにはどうしたらよいのでしょうか？こ
のDVDでは、障害のある人が直面する人権問
題や心のバリアフリーの実現に向けた取組など
を紹介し、「障害のある人と人権」について考え
ていきます。

学習の
手引

平成30年
(2018年)

障害者 030
逃げ遅れる人々
東日本大震災と障害者

DVD 74分

　2011年3月11日の東日本大震災、未曾有の大
震災の中、障害を持つ人々に何が起きたの
か？福島県を中心に、被災した障害者とそこに
関わる人々の証言をまとめた。
多くの障害者が非難をあきらめざるを得なかっ
たなかで避難所に入った障害者を待ち構えて
いたのは…。
被災地の障害者を取り巻くさまざまな課題や問
題点が浮かび上がる。

なし
令和元年
(2019年)

障害者 031
知りたいあなたのこと
外見からはわからない障害・病
気を抱える人

DVD 21分

　外見からはわからない障害や病気を抱えなが
ら日常生活を送っている人は多くいます。一見
すると健康そうに見えるので、障害や病気が周
囲に理解されず、辛い思いをすることもあるとい
います。どんな場面で困っているのか、どんな
配慮が求められているのか。外見からはわから
ない障害や病気を抱える人の話を通じて、私た
ちにできる配慮を共に考えていく内容です。
1　電車や駅で困ること　（ＣＩＤＰの方の場合）
2　職場や学校で困ること　(クローン病の方の
場合)
3　脳の病気や障害　(てんかんと発達障害の方
の場合)

なし
令和元年
(2019年)
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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

   障 害 者 関 係

障害者 032
障害ってなに？
問いかける声　問われる社会

DVD 39分

　障害者運動が進めてきた「障害者の権利と自
立」。2016年には差別的取扱いを禁止し、合理
的配慮を義務づけた『障害者差別解消法』が施
行されました。大阪にあるNPO法人「ちゅうぶ」
に集う人たちを中心に、自分らしく生きること
で、社会を変えようとする人たちの姿から、「社
会にある障害」を学び、誰もが生きやすい社会
を作るにはどうすればいいのかを考えるための
作品です。
制作・著作：世界人権宣言大阪連絡会議
　（※1日の視聴者が500人を超える場合、上映
料が必要となるため、要相談。）

ミニ
解説書

令和2年
(2020年)

障害者 033 風の匂い DVD 34分

　本作は、スーパーマーケットで働く青年、歩と
正人が主人公です。歩には知的障害がありま
すが、子どもの頃は共に遊び、共に学ぶ「大切
な友だち」でした。しかし、大人になった二人を
隔てる健常者と障害者という壁。その壁を作っ
ているのは誰なのか。
二人の成長と職場での人間模様を通じて、社
会的な課題でもある『合理的配慮』についても
触れ、見る方々が自分自身の問題として考える
きっかけとなるドラマ教材です。

活用
ガイド

令和3年
(2021年)


