
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

ま マイ・プロジェクト 企業 003 VHS 60分

　職場内でのいじめ、セクシュアルハラスメント、
公正な採用選考、個人情報の取り扱いをめぐり、
色々な人権問題にぶつかっていく中で解決に向
け歩みはじめていく・・・。企業の同和問題、男女
共同参画問題やインターネットを悪用した人権侵
害に対する取り組みや人権問題に一人ひとりが
どう対処すべきかも考えることで人権を尊重する
行動につながることをねらいとしている。

チラシ
平成10年
(1998年)
※制作

ま 街が輝くとき
同和
問題

045 VHS 38分

　一人の女性キャスターが、結婚、身元調査等に
ついて、住民や中・高校生の生の声を聞くことによ
り、厳しい差別の実態を追求するとともに、教育・
啓発のあり方を問い直すドキュメンタリー作品。
加古川市

解説書
平成2年
(1990年)

ま 街で生きる障害者と共に 障害者 012 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22年
(2010年)

ま
まっ赤になったにわとり
(アニメーション)

同和
問題

058 VHS 44分

　旱ばつに苦しみ、差別にしいたげられたドン底
の生活の中でも、助け合い励ましあってきた村人
たちが、非道な権力者に戦いをいどんだ。まっ赤
になって怒るにわとりが、村人を助け、権力者は
ついに降参する。　大阪同和問題映像啓発推進
協議会

学習用
の手引
書有り

平成19年
(2007年)

ま マリアのへそ 子ども 112 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25年
（2013年）

み
見過ごしていませんか
性的少数者（LGBT)へのセク
シュアルハラスメント

企業 045 DVD ２９分

性について考えるとき、単純に「男性/女性」だけ
でなく、様々な切り口があります。男性だと思う
人、女性だと思う人、中性だと思う人、性別は決め
たくないという人など様々なあり方があります。性
的マイノリティといっても、決してひとくくりにはでき
ません。本当に様々な「人生」があり、その問題や
ニーズも様々です。性的マイノリティの問題は、テ
レビの中の話でも外国の話でもありません。誰も
がどこかで関わりがある、家族の話、親戚の話、
友人の話、同僚の話なのです。このDVDでは、職
場における性的少数者に対するセクシュアルハラ
スメントについて考えます。

なし
平成29年
(2017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

み ミナの笑顔
人権
全般

064 DVD 20分

　アジアの農村に住む女性「ミナ」。彼女は、字の
読み書きができないために、病気の夫に間違えて
農薬を飲ませてしまいそうになったり、薬の値段を
ごまかされたり苦労の連続です。さて、結末は？
非識字者が置かれている状況や識字教育の重要
性を、わかりやすくユーモアあふれるストーリーの
アニメーションとして制作。

ガイド
ブック

平成30年
(2018年)

み 未来世紀ニシナリ その他 026 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4年
(1992年)

み
未来への虹
-僕のおじさんは、ハンセン病
-

その他 048 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26年
（2014年)

み
未来への約束
（アニメーション）

その他 010 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)

み
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～

子ども 118
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20年
(2008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

み
みんなの情報モラルⅠ
アニメーションで学ぶ！
ネット社会のルールとマナー

個人
情報

112 DVD 43分

スマホ・ネットとのつきあい方を学ぶ映像教材。
・夢中になりすぎて
スマホを利用する際のルールやマナーを再確認し、
周囲の人を思いやり、配慮することの大切さに気づ
く。
・ホントの友だち
SNSを介したやりとりは、誤解や勘違いが起きやす
いことを理解し、直接会って話をすることの大切さが
分かる。
・かくれた情報
詐欺サイトがあることを知り、安易に個人情報を教え
たり、写真を送ったりしてはいけないことが分かる。
・送った写真
仲間内のSNSであっても、投稿した内容が外部へ流
出する可能性があることを知る。
・乗っ取られたアカウント
IDとパスワードの管理方法やSNSに投稿する際の留
意点が分かる。
・甘い言葉のかげに
ネット上の情報をうのみにしたり、安易に個人情報を
登録したりする危険性が分かる。

なし
令和2年
(2020年)

み
みんなの情報モラルⅢ
アニメーションで学ぶ！
SNSに潜むリスク

個人
情報

113 DVD 21分

・やさしさの裏に
好きなアーティストのライブチケットが入手でき
ず、悔しい思いをしていたサクラに、SNSで知り
合った大学生のハナがチケットを譲ってくれること
になる。
サクラはチケットを受け取るためにハナと会う約束
をするが、待ち合わせ場所に隠れていたの
は・・・。
・失ったもの
ショウタは、友だちと遊ぶためにウソをついて大学
での約束をキャンセルしたり、バイト先でもルール
を守らず、不適切な行動をとったりする。さらに、
メッセージアプリで、友だちに不適切な行動を自
慢するかのような書き込みをするが、送った相手
は・・・。
・広まるうわさ
ハルカはカナエと遊ぶ約束をしていたが、カナエ
の部活練習が入ったため、遊べなくなってしまう。
そんな中、ハルカは、カナエから聞いた情報をつ
い友だちに話してしまう。しかし、その情報は尾ひ
れがついて、事実とは違う情報となって広まって
いく。

なし
令和3年

度
(2021年)

みんなの情報モラルⅥ
アニメーションで学ぶ！
情報発信の影響とその責任

個人
情報

114 DVD 20分

・軽はずみな投稿
ワタルはだれにも教えていないアカウントを使っ
て、姉がレストランで目撃したアイドルについて自
分がその場にいたかのように表現したうえに誇張
した内容を無責任に投稿してしまう。やがてその
投稿はさらにエスカレートした内容となって・・・。
・勝手な思いこみ
自分は上手にSNSを使いこなせてると思っている
メイは、なりすましアカウントの被害にあっている
という投稿を見て、悪い人を懲らしめたいという思
いからSNSの運営者に通報をしてしまう。しかし、
友達から嘘の投稿もあると聞かされ・・・。
・つながる情報
個人情報をのせていないSNSに風景写真を投稿
していたアユミは、あるとき、隣の家が海外旅行
中のため預かっているというコメントとともに犬の
写真を投稿する。しかし、見ている人から写真に
は居場所が分かる情報があると指摘され・・・。

なし
令和3年

度
(2021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

み
みんな地球市民
～差別～人権の歴史と現代

人権
全般

010 VHS 31分

　「差別」をテ－マにしたある高校での人権教育の
取り組みの中で、生徒たちが差別・被差別の関係
をこえて平等と共生の新たな関係をどのようにし
て作り上げていくのか、また成長した生徒たちが
社会の中で、どのような生き方を追及しているの
かをドキュメントで紹介する。部落解放研究所
（1996年作品）

なし
平成8年
(1996年)
※制作

み
みんな地球市民
～自己実現～
人権の歴史と現代

人権
全般

011
VHS
（2）

35分

　“働く”ということを共通点として、働くことの大切
さ、これからの人権とは何か、「自己実現」とは何
かを考えるきっかけになればと、“地場産業（靴づ
くり）で働く人びと”“障害者の自立支援の取り組
み”をドキュメントで紹介。　部落解放研究所
（1997年作品）

なし
平成9年
(1997年)
※制作

み
みんな地球市民
～自由～人権の歴史と現代

人権
全般

009 VHS 31分

　1789年のフランス革命以降今日にわたる世界と
日本の人権確立の歴史を、7つのテ－マに分割
し、それぞれ解説し、分かりやすく紹介している。
部落解放研究所　（1995年作品）

なし

平成7年
(1995年)
※制作

み

みんなで考えるLGBTｓ
①いろいろな性
～好きになる性～

人権
全般

074 DVD 23分

異性を好きになるか、同性・両性を好きになるか、
あるいは誰にも恋愛感情を抱かないといった性的
指向は、嗜好や志向とは異なる「指向」であり、本
人が選択できるものではないと考えられていま
す。本巻は、同性愛者(ゲイ、レズビアン)である生
徒たちのドラマを見ながら、好きになる性の多様
性について考える映像教材です。

なし
令和2年
(2020年)

み

みんなで考えるLGBTｓ
②いろいろな性
～心の性・表現する性～

人権
全般

075 DVD 19分

体の性と心の性が異なるトランスジェンダー、男
性でも女性でもないと自認するXジェンダー、自身
の性自認に揺れ動くクエスチョニング・・・、心の
性、表現する性は実は多種多様です。近年は学
校などにおける多目的トイレの設置や男女共用制
服の整備など、徐々に教育現場でも取組まれてき
ています。自分が何者であるかという戸惑いや揺
らぎを経験する生徒たちの物語を見て、心の性や
表現する性について考えます。

なし
令和2年
(2020年)

み

みんなで考えるLGBTｓ
③性的指向と性自認（解説
編）

人権
全般

076 DVD 22分

統計によると、人口の8％前後がLGBTsであると
推定されています。これは30人のクラスでいえば
約1～2人の生徒が該当するということになりま
す。しかし、学齢期の早い段階での教育を待ち望
まれていながら、教員自身の正確な知識や理解
が追いついていないという現状があります。本巻
では、性の多様性を解説し、LGBTsを取り巻く社
会の動きなども紹介し、その理解を深めます。

なし
令和2年
(2020年)



タイトル 分野 番号 種類
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(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

む ムッちゃんの詩
同和
問題

057
VHS
（2）

102分
　昭和20年、主人公である睦子は父・母・弟を大
空襲で失い孤児となり、戦争の悲惨さを短い生涯
を通じて訴えている。

チラシ
平成10年
(1998年)
※制作

め めぐみ その他 028 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6年
(1994年)

め メゾン風の丘 その他 024
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22年
(2010年)

め
芽吹き
（アニメーション）

同和
問題

023 VHS 41分

　息子の結婚問題から家族を失った老婆が、顔に
痣のある小学生や同和地区の高校生たちと出会
い、苦難を乗り越える若者の心にふれ、その生き
ざまから多くのことを学ぶ。枯れたと思っていた欅
の切り株が芽吹きをみせ、若芽に差別のない明る
い未来への希望を見る。

チラシ
平成15年
(2003年)

め メンタルヘルスと人権 企業 021 DVD 30分

　メンタルヘルス（心の健康）ケアの重要性を気づ
かせてくれる内容です。活き活きと働ける職場づく
りを実現するためのセルフケアと職場のラインケ
ア、また、家族の関わり方を考えます。

なし
平成14年
(2002年)
※制作

も
盲導犬クイールの一生
（アニメーション）

障害者 003 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17年
(2005年)

も
もういいかい
～ハンセン病と三つの法律～

その他 050 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」（１９３１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)



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

も もう一人の私
個人
情報

101 VHS 27分

　私たちの暮らしの中の身近なプライバシー問題
を、ドラマと解説部の2部構成で提起している。人
権研修・ワークショップでの活用に最適なビデオ
教材。

学習の
手引

チラシ

平成17年
(2005年)

も
MOTTAINAIで地球を守ろう
1 地球規模で考える環境

その他 029 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)

も
MOTTAINAIで地球を守ろう
2 新しい技術が環境を守る

その他 030 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18年
(2006年)

も

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
～

その他 031 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23年
(2011年)

も
桃色のクレヨン
（アニメーション）

障害者 018 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2年
(1990年)

も 桃香の自由帳
人権
全般

040 DVD 36分

　私たち一人ひとりが地域社会を担う一員として、
助け合い、支えあって生きる共生社会を創造して
いくために制作された作品。どの地域でも起こりう
る出来事に光を当て、日常の何気ない言動を振り
返ることで、現代を生きる私たちが見失いつつあ
る、「人と人とが寄り添い、共に生きる温かな世界
とは何か」について語りかけます。

パンフ
レット
（ワー
クシー
ト付）

平成23年
(2011年)


