
タイトル 分野 番号 種類
時間
(分)

内容
手引等

の
有無

入手年度

か
外国人と人権
違いを認め、共に生きる

外国人 016
DVD
（2）

３３分

　外国人に関する人権問題をドラマや解説で明ら
かにし、多様性を認め、人権尊重の社会をつくり
あげるために何ができるかを考えながら、外国人
に対する偏見や差別をなくしていくことを啓発する
内容です。

学習の
手引

平成28年
（2016年）

か
外国人労働者問題から多民
族共生を考える

企業 038 VHS 32分

　企業と労働者の双方から描いたドキュメンタ
リー。アジアから多くの研修生や留学生が、日本
で働いている。高学歴なのに３Kといわれる職場
で働く日本生まれのベトナム人、苦労して日本の
大学を出たのに日本企業に失望して10人に8人
は帰国する中国人留学生、時代は変わってきた
けど、面接では、未だに「弁当にキムチ？」とか言
われる嘆く在日コリアンなど様々な外交人労働者
の様子が描かれている。

なし
平成19年
（2007年）

か かげろうの街
同和
問題

021 VHS 54分

　差別意識におかされたものの見方や考え方は、
視界をゆがめるかげろうのように、真実を見えにく
くさせているといえる。この作品では、部落差別の
構造の一断面を示し、その中で人はもはや“部外
者”としては生きて行けないのだということを訴え
ている。
　私たちの街にかかる「かげろう」を、力をあわせ
て払拭していこうと、強く呼びかけている作品。

解説書
昭和58年
(1983年）

か 風かよう道 その他 022 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)

か
風と大地と梨の木と
第1章「故郷はひとつ」

同和
問題

036 VHS 45分

　故郷で梨づくりを始めて6年目の信彦一家。そこ
へ、大学での親友高岡が帰郷してきた。彼は同和
地区出身で、信彦の母ツネは世間体を思うあま
り、高岡との度を過ぎる付き合いは、この村では
できないと厳しく諭す。

なし
平成9年
(1997年)

か
風と大地と梨の木と　第4章
「WE　ARE　ONE」

外国人 005 VHS 51分
　中学2年生の淳と同級生で韓国籍の清水、2人
の友情とボクシング選手・徳村との交流を通して
「外国人の人権」「子どもの人権」を考える。

チラシ

か
風の旅人
（アニメーション）

障害者 006 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

か 風の中のスクラム
同和
問題

062 VHS 53分

　チームワークが求められる高校ラグビー部を舞
台に繰り広げられるこのドラマは、“無意識の差別
観”がどれだけ人を傷つけこころを踏みつけるも
のかを、多感な青春群像に重ね合わせて描いて
いる。傷つき悩みながらも、謙虚に自省し自分を
鍛え直しながら立ち上がっていく高校ラガーマン
の姿。あってはならない差別落書き事件を正面か
らとらえながら、フレッシュな映像タッチで描いた
作品。

チラシ
平成8年
(1996年)

五十音順リスト ★は映像等の乱れあり



タイトル 分野 番号 種類
時間
(分)

内容
手引等

の
有無

入手年度

五十音順リスト ★は映像等の乱れあり

か 風の匂い 障害者 033 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)

か 風のひびき 障害者 016 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)

か
風よ雲よ伝えてよ
HIV・AIDSと共に生きる

その他 023 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

か
家族の条件
～優子の青春物語～

同和
問題

020
VHS
（2）

83分

　祖父保太郎はかつて息子夫婦に対して差別す
る立場にあった。しかし、孫の優子の結婚話がも
ちあがった時に結婚差別を受け、差別が加害者
をも不幸にするという事にきづく。家族とは何なの
か、家族の絆とは何か、深く問いかけている作
品。
大阪府同和問題映像啓発推進協議会

解説書
平成6年
(1994年)

か 桂文福のふれあい人権噺 その他 017 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

か
かたりつぐ
ヒロシマ・ナガサキ　1945

平和 037 DVD 70分

　私たちがこの作品を制作するにあたっての思い
はただ一つです。「世の中から核兵器を無くして
ほしい。同じ過ちは二度と繰り返さないでほしい」
戦後70年以上が過ぎて、被爆者の高齢化が著し
く、今「かたりつぐ」ことが私たちの使命だと思って
います。
　これから世の中が平和で幸せであることを願
い、この作品を通じて皆様に今一度『核兵器の恐
ろしさ』を知っていただきたいと思います。

なし
平成29年
(2017年)

か
家庭の中の人権
生まれ来る子へ

人権
全般

047
DVD
（3）

25分

　人は皆、幸せになるために生きています。その
一方で誰かを傷つけ、排除し、幸せになる権利を
侵害しています。このドラマでは、「家庭の中の人
権」に目を向け、祖父母と孫夫婦の会話を通し
て、私たちの身の回りにある人権問題をクローズ
アップしました。家庭の中で、人権の尊さについて
語りあい、伝えていくことは、すべての『いのち』を
大切にすることでもあります。気づくこと、そして、
行動することの大切さを描きます。

解説書
平成25年
(2013年)



タイトル 分野 番号 種類
時間
(分)

内容
手引等

の
有無

入手年度

五十音順リスト ★は映像等の乱れあり

か 家庭の中の人権　カラフル
人権
全般

052 DVD 31分

　「"人権″の問題は、"人間゛の問題」。一人ひと
りが生きていく日々の中に存在します。このビデ
オでは、どこにでもある家族の物語を通して、家
庭の中にある人権問題を取り上げます。子どもの
就職、結婚、他人の噂、そしてLGBT…誰もが多
様性を認めるカラフルな人生を送るために話し合
うことのできるドラマ教材です。

なし
平成26年
（2014年）

か 壁のないまち 障害者 005 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)

か
考えよう！ハラスメントvol.2
LGBTを知ろう

人権
全般

067 DVD 20分

　LGBTを含むセクシュアル・マイノリティ（性的少
数者）の人たちは、3～10％存在するといわれて
います。
　同性のカップルに対して「パートナーシップ証明
書」を発行したり「LGBT支援宣言」を行う自治体も
でてきました。就業規則や福利厚生を改正する企
業も増えています。
　文部科学省はLGBTの子どもたちへの配慮を求
めるパンフレットを全国の教育機関に配布、２０１
７年度からは高校の教科書にも盛り込まれまし
た。
　2017年1月には、男女雇用機会均等法のセクハ
ラ指針が改正され、LGBTの人たちへのセクハラ
防止が事業主の義務となりました。
　LGBTをめぐる社会の動きは今、大きく変わりつ
つあります。まず私たちが多様な性のあり方を正
しく理解し、認め合っていく社会にすることが大切
です。

解説書
平成30年
(2018年)

か
かんからさんしん
(アニメーション)

平和 009 VHS 78分

　太平洋戦争末期、米軍の猛攻撃により全滅寸
前の沖縄。しかし、そこには「生きる」ことをあきら
めない人々がいた…。
忘れてはいけない沖縄の歴史をアニメーションで
わかりやすく表現し、現代の人に「生きる」ことの
大切さを訴える作品。

なし
平成元年
(1989年)

か がんばるしきじ
人権
全般

030 VHS 24分
　文字の読み書きを学べなかった和泉市の市民が
地域の「識字学級」で文字と出あい、習得する喜び
を映像で紹介。

(解説
書ﾋﾞﾃﾞ
ｵ内)

平成13年
(2001年)

き
きいちゃん　私、生まれてきて
よかった！（アニメーション）

障害者 008 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



タイトル 分野 番号 種類
時間
(分)

内容
手引等

の
有無

入手年度

五十音順リスト ★は映像等の乱れあり

き
企業活動に人権的視点を①
～CSRで会社が変わる・社会
が変わる～

企業 048 DVD 103分

このビデオは、経済産業省中小企業庁の委託事
業として、CSR(企業の社会的責任)や人権課題に
関する企業の取組を啓発推進することを目的に、
平成14年度から平成25年度に各地で開催した
「『企業の社会的責任と人権』セミナー」において、
CSRと人権課題に積極的に取り組まれている企
業に発表いただいた実践事例の中から、企業に
とって関心の高いテーマに関する事例を分かりや
すくまとめたものです。各事例では、協力いただ
いた企業の経営者や従業員などにおける実際の
取組の様子や地域の人々の声などを紹介してい
ます。また、専門家による各事例の取組のポイン
トやCSRと人権課題に関する解説も収録していま
す。
1　障がい者雇用
2　高齢者雇用
3　ワーク・ライフ・バランス
4　継続的な震災復興支援
5　人権に関する社会貢献

解説書
令和元年
(2019年)

き
企業活動に人権的視点を②
～会社や地域の課題を解決す
るために～

企業 049 DVD 96分

　経済活動のグローバル化や技術革新などによ
り、企業が社会に与える影響は、ますます大きく
なっています。これに伴い、地球環境への関心が
広がり、国際的な人権意識の高まりなど、企業が
果たすべき社会的責任・CSRが問われる時代に
なってきました。
企業は、顧客、取引先、株主、地域社会、従業員
など、実に様々な人々と関わりながら活動をして
います。多くの人から支えられている企業である
からこそ、これらの人びとに誠実に対応していく必
要があります。このビデオでは、どのように取り組
むことが企業内外の人のためになり、地域や環境
のためにもなるのか、先進的な５つの取組事例を
紹介しています。
1　ユニバーサルデザイン
2　ワーク・ライフ・バランス
3　外国人雇用
4　LGBTへの対応
5　地域社会への貢献（SDGｓ）

解説書
平成30年
(2018年)

き
企業と人権
職場からつくる人権尊重社会

企業 044 DVD ４０分

　近年、長時間労働による過労死、セクハラやパ
ワハラなどのハラスメント、さらには様々な差別に
関わる問題などが社会の注目を集めています。こ
うした「人権問題」への対応は、時として企業の価
値に大きく関わります。そのため、人権尊重の考
え方を積極的に企業方針に取り入れたり、職場内
で人権に関する研修を行う企業も増えてきていま
す。
　このDVDは、企業向けに実施する研修会等で活
用しやすいように、ドラマや取材、解説も交えて構
成しています。

活用の
手引き

平成29年
(2017年)

き
企業と同和問題
‐就職の機会を奪ってはいま
せんか‐

同和
問題

050
VHS
（2）

29分

　就職差別を撤廃するために取り組んできた企業
の人事担当者や、差別を虐げられてきた被差別
部落出身者の生の声を通じ、就職差別問題につ
いて考える手がかりを提供している。　　大阪府

なし

き
企業に求められる人権意識と
は？

企業 020 DVD 24分
　企業の社会的責任として求められる人権意識と
は何かを、若い社員の目を通して描き出している
ドラマです。

チラシ
平成22年
(2010年)



タイトル 分野 番号 種類
時間
(分)

内容
手引等

の
有無

入手年度

五十音順リスト ★は映像等の乱れあり

き
聞こえてくる心のうた
～聴覚障害者の就業のため
に～

障害者 010 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

き 喜寿の舞
同和
問題

001 VHS 54分

　貧困と差別によって、愛する人、愛する子どもか
ら余儀なく引き離され、悲しみながらもたくましく生
活し、地域を支えてきた一人の女性。さらに、共に
地域を支えてきた青年たちの活動を描くことに
よって、今日の人権・ 同和問題を考える手がかり
を提供しようとした作品。 大阪府教育委員会
（1993年作品）

解説書
平成5年
(1993年)
※制作

き

気づいて一歩ふみだす
ための人権シリーズ①
そんなの気にしない
－同和問題－

同和
問題

125 DVD 17分

　二人の友だち同士が主人公の作品です。タイト
ルの「そんなの気にしない」は、親友に自分が同
和地区出身だということを告白したときに返ってき
た言葉。告白したほうは、相手にもっと知って欲し
かった。告白されたほうは相手が、そのままの相
手で何も変わらないことを伝えたかった。
　しかし、その一言がきっかけで二人はすれ違っ
ていきます。私たちが普段なにげなく使う言葉や
態度のなかには、相手を傷つけるものがあるかも
しれない。そして、壁を乗り越えるのもまた、相手
を信じる力だということを伝える作品です。

なし
平成28年
（2016年）

き

気づいて一歩ふみだす
ための人権シリーズ②
ウエルカム！
－外国人の人権－

外国人 015 DVD 17分

　日本で暮らし働く外国人が増えています。外国
人と働くには、多様性を尊重し、その文化を受け
入れると同時に、私たちに日本の文化や習慣も
尊重してもらうことが必要です。この作品は、企業
の広報担当者を主人公に、異文化の壁をむしろ
扉としてとらえ、開いていくことを描いた教材で
す。

なし
平成28年
（2016年）

き

気付いて一歩ふみだす
ための人権シリーズ⑥
わからないから、確かめ合う
－コミュニケーション－

企業 047 DVD 29分

　昨今、長時間労働による過労死、セクハラやパ
ワハラなどのハラスメント、不当な差別など、企業
が関わる様々な「人権問題」がメディア等で大きく
取り上げられます。こうした人権問題への対応
は、時として、企業の価値に大きく関わります。そ
のため、企業の社会的責任（CSR）や社会的責任
投資（SRI）に対する関心の高まりと相まって、人
権尊重の考え方を積極的に企業方針に採り入れ
たり、職場内で人権に関する研修を行う企業も増
えてきています。
　今作「わからないから、確かめ合う」では、ハラ
スメントや差別的取扱いなど、多くの日本企業が
直面する可能性が高いテーマを中心に取り上げ、
それらに共通する解決策として、「コミュニケーショ
ン」を提示しています。
　だれもが暮らしやすい社会絵を目指して、一歩
ふみだしましょう。

解説書
平成31年
(2019年)

き 君に心のパス
同和
問題

007 VHS 55分

　尊敬する先輩大竹がラグビー部の監督を努め
ている京都の城西高校に、教育実習生として門を
くぐった国友了。被差別部落出身の西原や在日
三世である安原の姿を通して、自分にできること
から動きだそうと決心する。差別問題を高校生た
ちがさわやかに描く。
　京都市・京都市教育委員会

チラシ
平成5年
(1993年)



タイトル 分野 番号 種類
時間
(分)

内容
手引等

の
有無

入手年度

五十音順リスト ★は映像等の乱れあり

き
虐待から子どもたちを守るた
めに

子ども 107 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

き 虐待シリーズ その他 047 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）

き
虐待防止シリーズ高齢者虐待
－尊厳を奪わないために－

その他 035 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)

き
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－

その他 034 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)

き

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－

その他 033 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)

き 今日もよか天気たい 障害者 019 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)

き 虚構
同和
問題

025 VHS 56分

　豪雨の日、川に転落した女性（良子）を助けた2
人の青年昌平と晴彦。晴彦ひとりが助けてくれた
と思いそれがきっかけで交際をはじめる良子と晴
彦。しかし、晴彦は本当の事が言えず、嘘をつき
通すことになる。やがて婚約し披露宴に同和地区
出身の昌平を呼ぶかどうかで食い違いが生じる。
そんな3人の姿を通して、人間としての心理や人と
してどう生きるかについて問題提起を行い、同和
問題を考える手がかりを提供している。徳島県・
徳島県同和対策推進会

チラシ
平成7年
(1995年)



タイトル 分野 番号 種類
時間
(分)

内容
手引等

の
有無

入手年度

五十音順リスト ★は映像等の乱れあり

く 久美のねがい
同和
問題

005
VHS
（2）

30分

　一人娘の久美に同和地区出身の恋人がいると
知って、日頃、差別意識を持っていないつもりだっ
た父親は激怒する。それをとりなそうとする母親。
そうしたドラマを通して、自分でも気付かない隠さ
れた差別意識をどのように拭い去っていくかを訴
える。大阪府　（1989年作品）

なし
昭和63年
(1988年)

く 雲が晴れた日
人権
全般

012 VHS 53分

　祖母の介護の問題をきっかけに、高齢者、女性、
障害者、外国人、同和問題などさまざな差別の問
題に直面していく家族の姿を描いた作品。人権は
身近な問題であるとともに、人を思いやり、助け合
うことが互いの人権を尊重しあう基本であることを
訴えている。 　栃木県

チラシ
平成11年
(1999年)
※制作

く
くもりのち晴れ
(アニメーション)

人権
全般

022 VHS 40分

　小学校時代からのいじめによって言葉を奪わ
れ、独りぼっちになっていた中学1年生の幸子が、
文化祭でいじめの劇の主役にさせられる。劇の練
習を通して、いじめがクラス全員と関わりのある問
題であることに気づき、みんなの心が一つになっ
て、クラスを変えていくという作品。

チラシ
平成8年
(1996年)
※制作

く
くらしの中の人権問題　家庭
編

人権
全般

041 DVD 22分

　親として当然と、子どもの携帯を見る親と、勝手
に見ないでと怒る子ども。果たして子どものプライ
バシーを優先するべきか。座談会では、子どもの
しつけと虐待の境界線について話し合います。家
庭での男女の役割分担は、差別につながらない
のか考えます。ドキュメンタリーではDV被害者
が、どのような人権侵害にあったかを語ります。ま
た、家庭の中でも孤立する高齢者の孤独とコミュ
ニケーションの大切さを伝えます。

チラシ
平成23年
(2011年)

く
くらしの中の人権問題　地域
編

人権
全般

042
DVD
（3）

20分

　目の不自由な方が、点字ブロックの大切さや、
周りの人々にどのようなサポートをして欲しいかを
語ります。外国人差別では、日本でどのような理
不尽な差別を受けてきたかを語ります。失業によ
り住むところを失った人や、社会参加に困難を伴
う人に対し、私たちができることはなんでしょうか。

チラシ
平成23年
(2011年)

く クラスメイト 子ども 105 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

く クリームパン 子ども 110 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)



タイトル 分野 番号 種類
時間
(分)

内容
手引等

の
有無

入手年度

五十音順リスト ★は映像等の乱れあり

く
黒い雨にうたれて
（アニメーション）

平和 020 VHS 90分

　被爆直後の広島に、放射能をたっぷり含んだ黒
い雨が降り注いだ。その死の灰の影響は二世、
三世にまで及び、今日なお死の影を生き証人たち
の背後に投げかけている。
平和の願いをこめて描いた愛と感動の作品。（ア
ニメーション）

なし
昭和59年
(1984年)

く
クロがいた夏
（アニメーション）

平和 024 VHS 80分

　「はだしのゲン」で知られる中沢啓治さんが、被
爆当時飼っていた子猫との体験をもとに製作した
作品。戦争という時代のなかで子猫の生命を守る
ために力を合わせる子どもたちと家族、その生命
を一瞬にして奪い去った「ゲンバク」を対比させ、
生命の重さと「三度許すまじ原爆を」と呼びかけ
る。生命と平和の大切さを訴えた感動作品。

なし
平成2年
(1990年)
※制作

け
ケータイ・ネットここが心配
犯罪から子どもをまもる

個人
情報

110 DVD 23分

　パソコンや携帯電話、スマートフォンなどの普及
が進み、多くの子どもたちもインターネットを利用
するようになりました。その一方、電子メールや
チャットなど、文字によるコミュニケーションがうま
くいかずに、様々なトラブルや、深刻な問題が発
生しています。インターネットはコミュニケーション
の道具です。インターネット上で起きている問題の
多くは、人と人との関係性のあり方、コミュニケー
ションのあり方の問題といえます。
　本作品では、"コミュニケーションの道具としての
インターネット"という切り口で、インターネットを上
手に安全に使う方法を学んでいけるよう、「保護
者・指導者」の立場から「インターネットをによるコ
ミュニケーションとはどのようなものなのか」「より
良いコミュニケーションのためには、どのようなこ
とに注意したら良いのか」を考え、理解を深めさせ
る内容となっています。

なし
平成30年
(2018年)

け
現代社会と人権シリーズ
児童虐待と子どもの人権

子ども 113 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)

こ 公正な採用って？ 企業 013 VHS 29分

　公正採用選考人権啓発推進員に任命された川
崎紀子は、先輩社員の投げかける設問に戸惑い
ながらも、役割を全うしようと研究を始める。「職業
安定行政機関との連携」「公正な採用選考システ
ムの確立」「経営問題と人権問題の展望」等、整
理しながら学んでいく。

なし
平成11年
(1999年)

こ 聲の形 障害者 024 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）

こ
こぎつねのおくりもの
(アニメーション)

その他 009 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)



タイトル 分野 番号 種類
時間
(分)

内容
手引等

の
有無

入手年度

五十音順リスト ★は映像等の乱れあり

こ
国際人権を知っていますか
～国連と市民のとりくみ～
「国際人権シリーズ1」

国際
人権

101
VHS
（2）

24分

　最新の国連取材や貴重な映像を通して、私たち
の権利や自由について説明しながら、国連の人
権活動と市民の取り組みを、わかりやすくまとめ
ている。また、「人権教育のための国連10年」の
推進も訴えている。　ヒューライツ大阪

学習の
手引
1本の

み

平成9年
(1997年)
※制作

こ
国際人権を知っていますか
～国連と市民のとりくみ～

国際
人権

102 VHS 25分

　最新の国連取材や貴重な映像を通して、私たち
の権利や自由について説明しながら、国連の人
権活動と市民の取り組みを、わかりやすくまとめ
ている。また、「人権教育のための国連11年」の
推進も訴えている。　ヒューライツ大阪

なし
平成15年
(2003年)
※制作

こ ここから歩き始める
人権
全般

053 DVD 34分

　認知症の親を持つ主人公とその家族の中で繰
り広げられる介護をめぐる葛藤ときずなの紡ぎな
おしを描くことで、高齢者が人間として誇りを持っ
て生きていく上で大切なことについて、家族や地
域の視点を通して考えるきっかけとなるドラマ教
材です。

学習の
手引
（兵庫
県人権
啓発協
会の
HP）

平成27年
（2015年）

こ こころ
同和
問題

019
VHS
（2）

30分
　国の同和対策審議会答申を受け、心理的差別
の解消にスポットをあて制作したものです。堺市
人権啓発局

チラシ

こ こころに咲く花
人権
全般

002 VHS 35分

　いじめ構造の中で多数を占める傍観者、観衆た
ちが一歩を踏み出して、勇気を持って声を発すれ
ば、必ずいじめの解決につながるということを訴え
た作品。　平成19年度制作ビデオ。

学習の
手引

チラシ

平成19年
(2007年)

こ
心のケアと人権
職場編

企業 025 DVD 22分

　配置転換後にストレスと仕事の過重により欠勤
がちとなり、病院でうつ病と診断された主人公の
中堅サラリーマン。これに対し周囲は「さぼり」や、
「仕事のできない言い訳」などの陰口を叩く。今後
の対処について悩んだ上司は人事労務担当の課
長と面談し、何でも話し合え、お互いに支えあう職
場環境作りをめざす。

なし
平成23年
(2011年)

こ
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～

その他 039 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)



タイトル 分野 番号 種類
時間
(分)

内容
手引等

の
有無

入手年度

五十音順リスト ★は映像等の乱れあり

こ
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～

その他 040 DVD 172分 なし
平成23年
(2011年)

こ
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）

その他 041 DVD
91分
154分

なし
平成24年
(2012年)

こ
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）

その他 042 DVD 152分 なし
平成24年
(2012年)

こ

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）

その他 045 DVD 91分 なし
平成24年
（2012年）

こ

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）

その他 046 DVD 144分 なし
平成24年
（2012年）

こ 心ひらくとき
同和
問題

047 VHS 55分

　主人公の女性が新聞記者という仕事を続けてい
く中でさまざまな悩みを抱えながら、結婚差別の
取材を進めていく。そして改めて日常生活の中に
かくれている差別や偏見に気付くとともに自分自
身の心の在り方や生き方について考えはじめる。
　法務省人権擁護局・（財）人権教育啓発推進セ
ンター

チラシ
平成11年
(1999年)
※制作

こ
こころを育てる映像教材集　第
2巻
同級生は外国人

外国人 017 DVD 12分

本教材は、直人をはじめとする学級の児童とブラ
ジル生まれの転校生ニコラスが、お互いの立場
や文化の違いを理解し合い、友達関係を深めて
いくお話である。相手の背景を理解できず、つい
つい自分本位に物事を考えてしまいがちな人間
的弱さについて理解することができる。ニコラスの
文化的背景を理解できたことで、文化の違いを活
動に生かせば、お互いの充実した生活へつなが
ることに気づかせてくれる内容である。

学習指
導案

ワーク
シート

令和元年
(2019年)

こ 秋桜の咲く日 障害者 023 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）

こ
言葉で輝く　＜第一巻＞
みんなに伝えたい
～識字は生きる力～

人権
全般

024

VHS
（2）
DVD
（2）

34分

　同和地区での識字をテーマに、識字学校を取
材。『言葉』や『読み書き』が人権を根底から支える
問題であり、今なお『読み書き』に苦しむ人々の実
情を伝えることで、「識字とは、差別とは何か？」を
訴えている。

チラシ
平成16年
(2004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。



タイトル 分野 番号 種類
時間
(分)

内容
手引等

の
有無

入手年度

五十音順リスト ★は映像等の乱れあり

こ
言葉で輝く　＜第二巻＞
二つの言葉のはざまで
～国際化の中の識字～

人権
全般

025
VHS
（2）

32分

　今日の識字問題のひとつ「学ぶ人々の多様化」
を取り上げ、外国から日本に移り住み、言葉や文
化の壁に阻まれ、本来の自分をいかしきれない人
やその家族の問題など、多文化共生社会に向け
ての取り組みについて、とよなか国際交流セン
ターの人々を通して考える。

チラシ
平成16年
(2004年)
※制作

こ
言葉で輝く　＜第三巻＞
最初の第一歩のために
～私たちができること～

人権
全般

026
VHS
（2）

33分

　大阪市の「地域識字・日本語交流教室」では「学
ぶ人」「教える人」の区別なく生涯学習・相互学習
として「地域の人々」の参加を積極的にすすめてい
る。地域に生きる私たちに何ができるのかを考え
るビデオ。

チラシ
平成16年
(2004年)
※制作

こ 言葉と差別
同和
問題

087 VHS 18分

　時には、言葉はつぶてと化して人の心を叩き、
時には鋭い刃物となって命までも奪う。「何気な
く」発言したというが、人はその心の底に潜む差別
の目に気づかない。言葉が持っている背景を探
り、意味を問いなおし、“差別を許さない”という認
識を、自分のものとする。

なし

こ 言葉と差別2
同和
問題

088 VHS 23分

　言葉は生き物である。「使ってはいけない」と押
しこめたり「別の用語を当てればそれでよい」と
“置き換え”に走るだけでは、「言葉」と「差別」のつ
ながりをおさえることはできない。この生き物のも
つ歴史やその行動の意味をきびしく問いただし
て、人権との接点を明らかにしていく。

なし

こ 琴美の決意
同和
問題

085 VHS 37分

　被差別部落出身の若い母親、琴美さん。彼女の
両親は、家族の猛反対の中で結婚した。
「差別をなくすには、差別を受けた側が訴えていく
しかない。」琴美さんは、わが子のためにもと、勇
気をもって自分の思いを語っている。ドキュメンタ
リー作品。

解説書
チラシ

平成14年
(2002年)

こ
子どもの虐待死をゼロに！！
～4つの事例を検証する～

子ども 125 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)

こ
この子に家庭の幸せを！
里親制度を考える

子ども 120 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36,000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)

こ
この街で暮らしたい
－外国人の人権を考える－

外国人 011 VHS 32分

　近年、様々な国からやってきた外国人が我々の
町で暮らすようになった。しかし、言葉や宗教、文
化や価値観などの違いから、様々な人権問題が
生まれている。今後、ますます国際化が進む中
で、日本人と外国人がお互いに違いを認めあっ
て、共に生きていくことができる社会を築いていく
ことが求められている。この作品では、入居拒否
の例をもとに外国人の人権について考えていく。
（平成14年度製作・字幕入り）

なし
平成14年
(2002年)
※制作



タイトル 分野 番号 種類
時間
(分)

内容
手引等

の
有無

入手年度

五十音順リスト ★は映像等の乱れあり

こ
「この街に青い空を」
【1】しごと

人権
全般

014 VHS 30分

　近世被差別部落成立の歴史や舳松水平社など
解放運動の歴史の解説からはじまり、堺にある同
和地区の明治・大正・昭和初期頃の主なしごとを
中心に、当時の厳しい生活をお年寄りの語りや写
真などによって紹介。

なし
平成4年
(1992年)
※制作

こ
「この街に青い空を」
【2】まなぶ

人権
全般

015 VHS 28分

　堺市立大仙西小学校では、日ごろの部落解放学
習の成果を発表するために、年1回授業実践報告
会を開催している。その報告会に向けて、全学年
でそれぞれにテーマをきめて系統的に行っている
部落解放学習をドキュメントで追った作品。

なし
平成4年
(1992年)
※制作

こ
「この街に青い空を」
【３】なかま

人権
全般

016 VHS 41分

　中学校の道徳授業で、「部落差別をなくすため
に」というテーマで発表することになった。いよいよ
発表を明日にひかえ、しぶしぶ集まるが、その発
表を同和地区出身者の岡村さんにおしつけようと
する。ところが、日ごろから部落差別に対するみん
なの考えを知りたいと思っていた岡村さんのとった
行動とは、そして、それに対するみんなの反応
は・・・

なし
平成4年
(1992年)
※制作

こ
「この街に青い空を」
【４】識字

人権
全般

017 VHS 30分

　堺市立解放会館（現人権ふれあいセンター）では
文字の読み書きを学習する識字学級が開かれて
いる。その識字学級に通う受講生によって、なぜ、
今、文字を学習しなければならないのか。どのよう
なきっかけで識字学級に通おうと思ったのか。そし
て、文字の読み書きができるようになってどう人生
観が変わったかなどが語られている。

なし
平成4年
(1992年)
※制作

こ コロナと生きる5つのヒント
人権
全般

078 DVD 7分

新型コロナウイルス感染症に対して、不安を感じる
日々の中では、思い込みから人を傷つけてしまう
ことがあります。みんなが不安なときこそ、一人ひ
とりにできることを5つのヒントから考えてもらえる
アニメーションです。
優しい心、思いやりの気持ちについて考えてみま
せんか？
～あらすじ～
「Part1　不安になる情報がいっぱい・・・」
「Part2　もし自分なら、どう思う？何ができる？」
「Part3　こんなふうにしてはどうかな？」

なし
令和2年
(2020年)

こ 根雪とける頃
同和
問題

093 VHS 47分

　息子の結婚をめぐる人間模様を通して、自立す
ることの大切さやどの人も一人の人間として尊重
されなければならないことに気付いていく様子を
描いている。物事の本質を見極め、偏見や世間
体などにとらわれない自立した生き方を身につ
け、周囲の人々に積極的に働きかけていくこと
が、差別のない明るい社会の創造につながること
を提起している。

学習の
手引
チラシ

平成6年
(1994年)

こ こんど逢うとき
同和
問題

027 VHS 55分

　日系3世の留学生が、祖父母の故郷を訪れ、根
強く残っている差別の実態にショックを受けながら
も差別に反対する思いを漆塗りの重箱に表現す
る。そんな姿を通して同和問題をはじめとするい
ろいろな人権問題について考えていく手がかりを
提供している。
　和歌山県同和委員会

解説書
平成8年
(1996年)
※制作
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手引等

の
有無

入手年度

五十音順リスト ★は映像等の乱れあり

こ こんばんはⅡ
人権
全般

069 DVD 37分

　基礎的な学びをしていないために、日常生活の
何をするにも不自由であるだけでなく、自分はだ
めな人間だと思い込んでいた人が、夜間中学に
出会う。人間として胸を張って生き抜くために必要
な学びを、ここでつかもうと懸命に努力する人達
の記録であり、学ぶこと、生きることをあらためて
問うものでもあります。

なし
平成30年
(2018年)


