
　　　　　　　　　　　　　　　

令和３年度

人権学習ビデオ一覧

    長浜市・長浜市人権尊重都市推進会議
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・・・・・そ の 他 Ｐ 3 ２ ～ 3 ４

Ｐ ２ ３ ～ ３１

し ょ う が い 者

同 和 問 題

Ｐ １５ ～ １６

職 場

Ｐ ２ ２ ～ ２ ２患 者

目　　次

Ｐ １７ ～ １９

人 権 全 般

外 国 人

女 性 ・ 男 女 共 同 参 画

Ｐ １ ～ ６

子 ど も Ｐ ７ ～ ９

Ｐ ２０ ～ 2 １

Ｐ １２ ～ １４高 齢 者

Ｐ １０ ～ １１

Ｐ - 1/7 ～ 7/7

★人権・・・・・人権施策推進課 （℡ ６５－６５６０）

★商工・・・・・商工振興課 （℡ ６５－８７６６）

★びわ・・・・・びわまちづくりセンター （℡ ７２－４３００）

★虎姫・・・・・虎姫コミュニティセンター （℡ ７３－３６５５）

★湖北・・・・・湖北まちづくりセンター （℡ ７８－１２８７）

★木之本・・・・木之本総合センター （℡ ８２－３４９７）

★余呉・・・・・余呉図書室（余呉文化ホール内） （℡ ８６－８１０７）

★西浅井・・・・西浅井まちづくりセンター （℡ ８９－１１２５）

借用申し込みは下記保管場所へお願いします。複数本保管している場合、
「字幕」「ＤＶＤ」の表示があるものでも、保管場所によっては「字幕なし」

（令和３年４月発行）



テーマ・ビデオ解説№ 時間 購入年度 保管

あ
アサーティブな対応で防ぐグレーゾーン
のパワーハラスメント

(DVD) 職場 23分 2018 商工

アサーティブな対応で防ぐグレーゾーン
のセクシャルハラスメント

(DVD) 職場 23分 2018 商工

あした咲く　（字幕） (DVD)
女性・男女共同参画
その他

36分 2017 人権

明日への道しるべ
～まちづくりにかける元気な女性たち～

(DVD) 女性・男女共同参画 60分 2008
人権

木之本

あなたが  あなたらしく 生きるために
性的マイノリティと人権

(DVD) その他 30分 2014 人権

あなたに伝えたいこと (DVD) 同和問題 36分 2014 人権

あの空の向こうに (DVD) 人権全般 38分 2013 人権

ありったけの勇気 (DVD) 子ども 27分 2010 人権

い いじめ　心の声に気づく力 (DVD) 子ども 19分 2019 人権

いのちを学ぶ　生きること死ぬこと    （ＶＨＳ） 人権全般 22分 2009 人権

imagination
想う　つながる　一歩ふみだす（字幕）

(DVD)
子ども
同和問題
しょうがい者

34分 2015 人権

今そこにいる人と、
しっかりと出会う　（字幕）

(DVD) 同和問題 24分 2020 人権

今、地域社会と職場の人権は！ (DVD)

女性・男女共同参画
高齢者
同和問題
職場

36分 2011 商工

いわたくんちのおばあちゃん
～ぼく、戦争せんけえね～　（アニメ）

(DVD) 人権全般 20分 2009 人権

インターネットと人権
　加害者にも被害者にもならないために

(DVD) 人権全般 22分 2010
商工
人権

え
えっ！これも人権？
～４コマ劇場より～（字幕）

(DVD) 人権全般 30分 2008 人権

永遠の記憶
～認知症を知る～

(DVD) 高齢者 30分 2018 人権

ＬＧＢＴを知ろう (DVD) その他 20分 2018 商工

お 老いを生きる (DVD) 高齢者 35分 2007 人権

Ｏｈ！ＭｙＤＡＤＤＹ！！ (DVD) 女性・男女共同参画 ３５分 2020 人権

か 外国人と人権　違いを認め、共に生きる (DVD) 外国人 33分 2016 人権

介護離職を乗り越える
～ある企業の取り組みに学ぶ～

(DVD) 職場 25分 2020 商工

風の匂い （DVD) しょうがい者 34分 2016 人権

題名一覧（５０音順）

題　　　　　名
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テーマ・ビデオ解説№ 時間 購入年度 保管

題名一覧（５０音順）

題　　　　　名

か
家庭の中の人権
生まれ来る子へ　　（字幕）

（DVD)
人権全般
男女共同参画
高齢者

25分 2017 人権

家庭の中の人権
カラフル　　　　（字幕）

(DVD)
人権全般
その他

31分 2015 人権

カンパニュラの夢　　　（字幕） (DVD)
高齢者
その他

36分 2020 人権

き
傷つけられる思春期
～子どもとの会話を取り戻すために～
　　　　　　　　　　　　　　　　（字幕）

(DVD) 子ども 25分 2007 人権

企業と人権　職場からつくる人権尊重社会 (DVD) 職場 40分 2017 人権

岸本誠の目からウロコのＬＧＢＴ
基礎講座

(DVD) その他 32分 2018 人権

企業活動に人権的視点を
～ＣＳＲで会社が変わる・社会が変わる～

(DVD) 職場 103分 2019
商工
人権

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～

(DVD) 職場 96分 2019
商工
人権

気づいて一歩ふみだすための人権シリーズ⑤
お互いの本当が伝わる時-障害者-

(DVD)
しょうがい
職場

24分 2018 商工

く クリームパン（字幕） (DVD)
人権全般
子ども

36分 2011 人権

け
ケーススタディーで学ぶシリーズ
　その人権問題　わたしならどうする？地域編

(DVD) 職場 36分 2017 商工

「元気な職場をつくるメンタルヘルス」
　第1巻　管理職によるメンタルヘルス

(DVD) 職場 20分 2017 商工

「元気な職場をつくるメンタルヘルス」
　第２巻　ストレス一日決算主義のセルフケア

(DVD) 職場 20分 2017 商工

元気な職場をつくるメンタルヘルス5
１．自分の健康は自分で守る！

(DVD) 職場 25分 2015 商工

元気な職場をつくるメンタルヘルス5
２．自分でできるストレスコントロール

(DVD) 職場 25分 2015 商工

元気な職場をつくるメンタルヘルス第３巻
こうすればできる！職場復帰

(DVD) 職場 21分 2016 商工

こ
　　　　（キム テグ）

こんにちは 金泰九さん
(DVD) 患者 25分 2016 人権

「言葉がわからない」体験ゲーム
何がおこった？（震災編）
（パソコンでのみ使用可能）

(CD-R) 外国人
20～50

分
2011 人権

公正採用選考のこころ (DVD) 職場 25分 2009 商工

声を聞かせて（アニメ） (DVD)
子ども
同和問題

40分 2009 虎姫

ここから　歩き始める（字幕） (DVD) 高齢者 34分 2015 人権

心のバリアフリ－をめざして (DVD) しょうがい者 35分 2018 人権

こころに咲く花 (DVD)
子ども
職場

35分 2008
商工
虎姫

心のケアと人権　～職場編～ (DVD) 職場 22分 2012 商工

ＮＥＷ
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テーマ・ビデオ解説№ 時間 購入年度 保管

題名一覧（５０音順）

題　　　　　名

こ 秋桜の咲く日 (DVD) しょうがい者 34分 2014 人権

コタンの口笛 (DVD)
人権全般
子ども

65分 2009 虎姫

さ
プログラム４
「最新対処法アンガーマネジメント」
　セクハラ・パワハラ処方箋

(DVD) 職場 23分 2020 商工

裁判員
～選ばれ、そして見えてきたもの～

(DVD) 人権全般 69分 2007
人権
虎姫

裁判員制度
～もしあなたが選ばれたら～

(DVD) 人権全般 60分 2006
人権
虎姫

西浅井

裁判員プロジェクトはじめます！ (DVD) 人権全般 25分 2008
虎姫

西浅井

サラーマット
～あなたの言葉で～

(DVD)
外国人
その他（インターネット）

36分 2019 人権

し
自他尊重のコミュニケーションと
　職場の人権1
　ハラスメントの視点から

（DVD） 職場 23分 2017 商工

自他尊重のコミュニケーションと
　職場の人権2

(DVD) 職場 23分 2014 商工

自分らしい明日のために (DVD) 高齢者 30分 2006 余呉

自閉症の子供たちバリアフリーを目指して (DVD)
しょうがい者
患者

30分 2006 余呉

親愛なるあなたへ (DVD) 人権全般 37分 2018 人権

障害のある人と人権 (DVD) しょうがい者 32分 2018 人権

情報モラルを身につけよう！小学生のスマホの安
全な使い方教室1巻・2巻

(DVD)
子ども
その他

21分
18分

2018 人権

しょうがい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） しょうがい者 23分 2008 商工

小学生のための人権①
思いこみに気づく

(DVD)
人権全般
子ども
しょうがい者

14分 2012 人権

職場の人権
～相手の気持ちを考える～

(DVD) 職場 27分 2014 商工

職場の日常から考える
～パワーハラスメント～

(DVD) 職場 28分 2012 商工

「職場のハラスメント再点検　あなたの理解で大
丈夫ですか？」
第1巻　パワーハラスメント編「そんなつもりで
はなかった」では済まされない。

(DVD) 職場 27分 2019 商工

「職場のハラスメント再点検　あなたの理解で大
丈夫ですか？」
第2巻　セクシャルハラスメント編「決めるのは
あなたではない」

(DVD) 職場 25分 2019 商工

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) しょうがい者 21分 2019 人権

新・人権入門 (DVD)
職場
人権全般

26分 2016 商工

ＮＥＷ
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テーマ・ビデオ解説№ 時間 購入年度 保管

題名一覧（５０音順）

題　　　　　名

し 親愛なる、あなたへ（字幕） （ＶＨＳ） 人権全般 37分 2008
人権
湖北

人権問題と向き合うために（字幕） (DVD) 人権全般 25分 2020 人権

人権のヒント　職場編
気づきのためのエピソード集

(DVD) 職場 22分 2013 商工

人権のヒント　地域編
～「思い込み」から「思いやり」へ～

(DVD) 人権全般 25分 2010 人権

人権アーカイブシリーズ　(字幕）
１．ハンセン病問題～過去からの証言、未来への
提言～
２．家族で考えるハンセン病

(DVD) 患者
56分
20分

2015 人権

人権アーカイブシリーズ　(字幕・２枚組）
１．同和問題～過去からの証言、未来への提言～
２．同和問題　未来に向けて

(DVD) 同和問題
61分
19分

2014 人権

人権を行動する
～その時あなたはどうしますか？～

（ＶＨＳ） 職場 25分 2008 商工

す
ズッコケ3人組の
いじめをなくす作戦

(DVD) 子ども 15分 2020 人権

すべての人々の幸せを願って
～国際的視点から考える人権～

(DVD) 人権全般 35分 2015 人権

せ
セクシュアルハラスメント
～しない　させない　許さない～

（ＶＨＳ） 職場 24分 2008 商工

「セクシャルハラスメント」 (DVD) 職場 23分 2020 商工

選考基準
～公正な採用のために～

（ＶＨＳ） 職場 24分 2009 商工

そ
その人権問題わたしならどうする？
　会社編

(DVD)
職場
人権全般

45分 2016 商工

それぞれの立場　それぞれのきもち
～職場のダイバーシティと人権～

(DVD) 職場 28分 2012 商工

そんなの気にしない　－同和問題ー
　　（字幕）

(DVD) 同和問題 17分 2017 人権

た
多様性を尊重した職場のコミュニケーションと人
権Ⅱ

(DVD) 職場 25分 2015 商工

誰もがその人らしく　－LGBTー
　（字幕）

(DVD)
職場
その他（LGBT）

20分 2017 人権

男女共同参画時代のセクシャル・ハラスメント
１．セクシャル・ハラスメントの対策事例

(DVD) 職場 22分 2011 商工

男女共同参画時代のセクシャル・ハラスメント
２．セクシャル・ハラスメントの対策事例

(DVD) 職場 20分 2011 商工

探梅　春、遠からじ
（アニメ・字幕）

(DVD)
人権全般
高齢者

40分 2011 人権

ち
チャレンジ・ストーリー
～まちづくりにかける元気な女性たち～

(DVD) 女性・男女共同参画 39分 2006
人権
びわ
虎姫

１．ちょっと待って、ケータイ
　～被害者にも加害者にもならないために～
２．ケータイに潜む危険
　～子どもの携帯電話を考える～

(DVD) 子ども 各30分 2008 余呉

ＮＥＷ
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テーマ・ビデオ解説№ 時間 購入年度 保管

題名一覧（５０音順）

題　　　　　名

つ 紡ぎだす未来 （ＶＨＳ）
人権全般
同和問題
外国人

35分 2010 商工

と どんぐり森へ (DVD) 子ども 15分 2010 人権

同和問題と人権
～あなたはどう考えますか～
　　　　　　　　　　　　（アニメ・字幕）

(DVD) 同和問題 28分 2009 人権

な
なくそう！職場に潜む心の病
　～人権尊重の基本に傾聴がある～

(DVD) 職場 24分 2017 商工

なぜ企業に人権啓発が必要なのか (DVD) 職場 22分 2015 商工

名前・・・それは燃える命（字幕） （ＶＨＳ）
人権全般
外国人

18分 2010 人権

悩まずアタック！
　脱・いじめのスパイラル

(DVD) 子ども 33分 2014 人権

に 虹のきずな（アニメ） (DVD)
人権全般
子ども
外国人

31分 2012 人権

日常の人権Ⅰ～気づきから行動へ～ (DVD)

人権全般
女性・男女共同参画
子ども
高齢者

23分 2009 人権

日常の人権Ⅱ～気づきから行動へ～ (DVD)

人権全般
しょうがい者
同和問題
外国人

23分 2009 人権

二本の傘
（認知症の人と、そのサポートをする人たちの為
に）

(DVD) 高齢者 20分 2015 余呉

認知症と向き合う (DVD) 高齢者 30分 2016 人権

は 配偶者からの暴力の根絶をめざして (DVD) 女性・男女共同参画 35分 2008
人権

木之本

はじめて認知症の人に接するあなたへ (DVD) 高齢者 19分 2018 人権

働きやすい職場をめざして
～こころの健康と人権～

(DVD) 職場 26分 2009 商工

話せてよかった（字幕） (DVD) 人権全般 27分 2020 人権

パパは女子高生だった！ (DVD) その他（LGBT） 28分 2019 人権

「ハラスメントのない職場づくり」
　第３巻　工場・作業現場編」

(DVD) 職場 25分 2019 商工

「パワハラを学ぶ」
～基礎から防止対策まで～

(DVD) 職場 25分 2020 商工

ハンセン病問題を知る
　～元患者と家族の思い～（字幕）

(DVD) 患者 35分 2020 人権

ひ ヒーロー (DVD) 人権全般 34分 2013 人権

光射す空へ（アニメ） (DVD)
患者
同和問題
その他（LGBT）

32分 2016 人権

ＮＥＷ

ＮＥＷ

ＮＥＷ
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テーマ・ビデオ解説№ 時間 購入年度 保管

題名一覧（５０音順）

題　　　　　名

ひ 人と人とのよりよい関係をつくるために 女性・男女共同参画 42分 2010 人権

響け大地に、人の心に（字幕） (DVD) 外国人 41分 2007

人権
湖北
余呉

西浅井

ふ フェアな会社で働きたい (DVD) 職場 25分 2015 商工

防ごう高齢者虐待　日常の介護から考える
（字幕）

(DVD) 高齢者 28分 2015 人権

防ごうパワーハラスメント（字幕） (VHS） 職場 20分 2010 商工

ふたりがよりよい関係をつくるために
～デートＤＶってなに？～

(DVD) 女性・男女共同参画 23分 2014 人権

「部落の心を伝えたい」ビデオシリーズ
第32巻 ネット差別を許すな‼ -川口泰司-

(DVD) 同和問題 28分 2019 商工

部落の心を伝えたい
つなぐ×なくす　（字幕）

(DVD) 同和問題 25分 2020 人権

プレゼント（アニメ）
(DVD)
(VHS)

子ども 17分 2005
人権
余呉

ほ ぼくらの裁判員物語（アニメ） (DVD) 人権全般 22分 2008 虎姫

ほんとの空 (DVD)
人権全般
外国人

36分 2012 人権

Ｖｏｉｃｅ　人権の教室 (DVD) その他 38分 2018 人権

ま
マザーズハンド
～お母さんの仕事～

(DVD) 女性・男女共同参画 19分 2013 人権

「マタニティハラスメント」
～女性が安心して働ける職場環境に～

(DVD) 職場 25分 2020 商工

マタハラのない職場づくりのために
マタハラ防止の基礎知識

(DVD) 職場 30分 2018 商工

学びをとおして確かな解決とゆたかな自分を (DVD) 同和問題 59分 2008 人権

み
見てわかる改正均等法の
セクハラ対策
セクハラ対策と管理職の役割

(DVD) 職場 21分 2011 商工

見て分かるパワーハラスメント対策
１ 気づこう！パワーハラスメント

(DVD) 職場 22分 2010 商工

見て分かるパワーハラスメント対策
２ 管理職がパワハラ加害者にならないために

(DVD) 職場 25分 2010 商工

見上げた青い空 (DVD) 子ども 34分 2008 人権

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

(DVD) 職場 29分 2020 商工

未来への虹
－ぼくのおじさんは、ハンセン病－

(VHS)
(DVD)

患者 30分 2006 人権

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) 人権全般 46分 2015 人権

ＮＥＷ

ＮＥＷ

ＮＥＷ
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テーマ・ビデオ解説№ 時間 購入年度 保管

題名一覧（５０音順）

題　　　　　名

む むしむし村の仲間たち(アニメ） （DVD) 子ども 13分 2017 人権

め めぐみ
～拉致という、自由を奪う行為を忘れないでくだ
さい～　（アニメ）

(DVD)
人権全般
その他

25分 2007

人権
虎姫
湖北
余呉

西浅井

メンタルヘルス
セルフケア＆ラインケア

(DVD) 職場 21分 2018 商工

め メンタルヘルスと人権 (DVD) 職場 30分 2009
商工
虎姫

も 桃色のクレヨン（アニメ：字幕）
(VHS)
(DVD)

子ども
しょうがい者

28分 2007 人権

もしかして私リケジョかも？ (DVD) 子ども 22分 2018 人権

桃香の自由帳（字幕） (DVD)
人権全般
子ども

36分 2011 人権

や 「やさしく」の意味 (DVD) 高齢者 33分 2019 人権

ゆ 夢のつづき（アニメ） (DVD)
女性・男女共同参画
高齢者

40分 2009 人権

夢へのパスポート (DVD) 女性・男女共同参画 87分 2008
人権

木之本

わ
ワーク・ライフ・バランスを知っていますか？
～働くオトコたちの声～

(DVD)
女性・男女共同参画
職場

27分 2008
人権

木之本

私が私らしくあるために
～職場のコミュニケーションと人権～

(DVD) 職場 26分 2009 商工

わたしたちが伝えたい、大切なこと (DVD) 人権全般 31分 2017 人権

私の中の差別意識
部落差別問題から考える

(DVD) 職場　同和問題 24分 2011 人権

わっかカフェへようこそ
～ココロまじわるヨリドコロ～

(DVD)
その他（インターネット）
高齢者
外国人

35分 2016 人権

「字幕」「ＤＶＤ」の表示のあるものでも、保管場所に

よっては「字幕なし」「ビデオ」の場合があります。
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【テーマ：人権全般】

題　　　　名 保管

人権
虎姫

西浅井

60分

2006

人権
虎姫
湖北
余呉

西浅井

25分

2007

虎姫

69分

2007

人権

30分

2008

虎姫
西浅井

25分

2008

人権
湖北

37分

2008

裁判員制度
～もしもあなたが
　　　　　選ばれたら～

　　　　　　　　 　(DVD)

自分に裁判所の法廷なんて一生縁がないだろうと思っていた・・・・。それ
は一通の封筒から始まりました。「あなたは裁判員候補に選ばれました」
と。靖雄は仕方なく裁判所を訪れると、数十人の裁判員候補生が集合してい
ました。皆、裁判員に選ばれることに消極的です。靖雄も仕事の多忙さを理
由に拒否しようと考えていましたが、6人の裁判員の一人に選ばれてしまい
ました。

山口六平太は自動車メーカー・大日自動車の総務部総務課所属。社内のトラ
ブルから社長の相談相手まで何でもこなす頼りになる男なのです。平凡・好
人物の今西課長、悪口・陰口を得意とする有馬係長、有馬にいじめられっぱ
なしの村木、有馬の天敵である桃子、京子、真弓の女性課員達。そんな総務
課の面々と共に社会の潤滑油として六平太は今日も奮闘します。

弘務は、仕事一筋で生きてきて、まもまく定年退職を迎えようとしていま
す。妻陽子は、積極的に地域のボランティアをしていますが、弘務は地域の
ことにまったく関心がありません。弘務の退職を目前に、陽子が急死。やが
て退職を迎えた弘務は、陽子がいなくなった今後の生活を考えて、途方にく
れます。都市化や核家族化が進行し、地域社会における人々の結びつきが弱
まっています。近隣同士であっても互いに無関心、無理解でいることによ
り、様々な人権問題が起きています。
このドラマでは、一人の人間の気づきと再生を中心に描いています。一人一
人の「気づき」こそが、互いに支えあう力が低下した地域の「再生」につな
がります。無関心・無理解という冷たい壁をやぶって、温かい見守りと相互
支援を進めることの大切さを語りかけます。

裁判員プロジェクト
                 はじめます！

　　　　　　　 　（DVD）

親愛なる、あなたへ
                          （字幕）
　　　　　　　　（ＶＨＳ）

ビデオ解説

概　　　　　　　　要

日常生活のふとした出来事を例に、人権の大切さへの気づきを促します。
・「子どものためだから」といって、大人が勝手に判断して物事を決めてし
    まったり、子どものわがままを見過ごしていませんか？
・「ユニバーサルデザイン」という言葉を知っていますか？
・「外国人」というだけで何か偏見や先入観を持ったりしていませんか？
・高齢者に「もう年なんだから…」という言い方や扱い方をしたことはあり
   ませんか？
・固定的な性別役割分担でなく、男性も女性も納得できる生き方を選択して
   いますか？
「子どもの巻」「暮らしの巻」「会社の巻」の３部構成で、４コマ漫画と実
写で人権問題をわかりやすく提起し、理解を深める内容になっています。

めぐみ
～拉致という、自由を奪う
行為を忘れないでください～

　　　　 （アニメ・DVD）

このDVDビデオは、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ドキュメンタリー・アニ
メです。拉致という国家的陰謀に巻き込まれた普通の家族。それから３０
年・・・。娘を取り戻したいという強い思いが、人を、国を、世界を動かし
ていきます。アメリカ人ジャーナリストが描いた、ニュースでは届かない家
族の愛の物語。

裁判員
～選ばれ、そして見えてきた
もの～

　　　　　　　　　(DVD)

空調システムの会社に勤める営業マンの主人公のもとに、裁判所から、裁判
員候補者に選ばれたという内容の手紙が届く。当初は、参加に消極的だった
主人公も、徐々に参加してもよいと思うようになっていく。そして、裁判員
に選ばれた主人公たちは、現住建造物等放火事件の裁判をすることになる。
この作品では、裁判員裁判をよりリアルに感じることができる上、 選任手
続などについて、詳しく描かれているので、裁判員に選ばれるまでの経緯が
よく分かる作りとなっています。

えっ！これも人権？
～４コマ劇場より～

　　　　　　(字幕・DVD)

購入年の古い順に掲載しています。

「字幕」「ＤＶＤ」の表示があるものでも、保管場所によっては
「字幕なし」「ビデオ」の場合があります！
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【テーマ：人権全般】

題　　　　名 保管

ビデオ解説

概　　　　　　　　要

購入年の古い順に掲載しています。

虎姫

22分

2008

人権

22分

2009

人権

20分

2009

人権

23分

2009

人権

23分

2009

敬慈高校に通う別所翔太。彼は同じクラスの栗原茜に片思い中。告白する機
会をうかがう別所。そんなある日、ふとしたきっかけで、別所は栗原が裁判
官に憧れ、「裁判員制度」に興味があることを知る。
「裁判員制度」とは、国民のみなさんに裁判員として刑事裁判に参加しても
らい、被告人が有罪かどうか、有罪の場合どのような刑にするのかを裁判官
と一緒に決めてもらう制度。栗原と親しくなるためのきっかけづくりにと
「裁判員制度」について、幼なじみの進藤進とともに調べはじめる別所。図
書管理の涼子先生から、『模擬裁判－裁判員制度はこうなる－』という教材
ＤＶＤを借り、見てみることに。そしてひょんなことからＤＶＤを一緒にみ
ることになった別所と栗原。それまで遠かった別所と栗原の距離は近づいて
いく・・・。どうなる？別所の恋の行方は？

運動会で友達のいわたくんと競争して負けた寛太は、少しふくれ気味。みん
なで記念写真を撮ろうということになり、お母さんがシャッターを押そうと
すると、いわたくんちのおばあちゃんは「いやーよ」と断ります。なぜ？
昭和２０年。おばあちゃん（ちづこさん）は、まだ女学生。疎開する前の記
念に写真屋を呼んで、家族６人で記念撮影をしました。その数日後、広島の
町に原爆が落とされました。町中が火の海になり、ちづこさんは家族と二度
と会えなくなってしまいます。しばらくして写真屋と再開したちづこさん
は、家族と最後に撮った写真を受けとります。それ以来、ちづこさんは家族
とは写真を撮らなくなってしまいました。寛太は、友達のおばあちゃんの話
を聞くうちに、原爆のことや戦争のことを自分の問題として捉え、平和への
決意をしていきます。

いわたくんちのおばあちゃん
～ぼく、戦争せんけんね～

　　　　（アニメ・ＤＶＤ）

日常の人権　Ⅱ
～気づきから人権～

　　　　　　　　　(DVD)

日常の人権　Ⅰ
～気づきから人権～

　　　　　　　　　(DVD)

日常生活の中でいつの間にか身についてしまった差別や偏見。今一度それを
見直してみませんか。人が人として大切にされる権利、人権を考えることな
くよりよい社会を作ることはできません。人権感覚に疎い人の言葉や態度が
差別を生みます。そして人権を侵害されて苦しんでいる人の心の痛みを分か
ろうとしないことで、新たな人権侵害が起こります。まず身近な問題から人
権について考える作品です。この作品は「女性の人権」「子どもの人権」
「高齢者の人権」についてドラマとドキュメンタリーにより構成されていま
す。まず、ドラマパートでテーマごとに、日常にある偏見について気づきを
促します。そして、どのような考え方や行動が、偏見をなくし、ともに生き
るよりよい社会へ変えていけるかを考えていくきっかけになる作品です。

日常生活の中でいつの間にか身についてしまった差別や偏見。今一度それを
見直してみませんか。人が人として大切にされる権利、人権を考えることな
くよりよい社会を作ることはできません。人権感覚に疎い人の言葉や態度が
差別を生みます。そして人権を侵害されて苦しんでいる人の心の痛みを分か
ろうとしないことで、新たな人権侵害が起こります。まず身近な問題から人
権について考える作品です。この作品は「外国人の人権」「しょうがい者の
人権」「部落差別」「インターネットでの人権侵害」についてドラマとド
キュメンタリーにより構成されています。まず、ドラマパートでテーマごと
に、日常にある偏見について気づきを促します。そして、どのような考え方
や行動が、偏見をなくし、ともに生きるよりよい社会へ変えていけるかを考
えていくきっかけになる作品です。

いのちを学ぶ
生きること死ぬこと
（ＶＨＳ）

絵里ちゃんは、３歳のときに小脳ガンを発症し、放射線治療をうけながら成
長していきました。しかし、１３歳のときに再発し、１７歳で腰に転移。そ
の後、余命半年と宣告され、ホスピスに入院します。そんなとき、シンガー
ソングライターの大野靖之さんから「命唄」というＣＤをプレゼントされ、
大ファンになり、１９歳で亡くなるまで、彼の歌に支えられていました
・・・この他に、自宅出産を見守るある家族の様子も
取り上げ、生と死の現場にいる実際の人々を取材すること
で、命を支える家族や周囲の人々の真摯な姿から、かけが
えのない命の尊さを訴えています。

ぼくらの裁判員物語

　　（アニメ・DVD）
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【テーマ：人権全般】

題　　　　名 保管

ビデオ解説

概　　　　　　　　要

購入年の古い順に掲載しています。

虎姫

65分

2009

商工

35分

2010

商工

22分

2010

人権

25分

2010

人権

１８分

2010

人権

36分

2011

クリームパン

       （字幕副音声・DVD）

子どもや若者たちの間で、あまりにも軽く使われる「死にたい」や「殺す
ぞ」といった言葉。それは、彼らが「いのち」の大切さに気づいていないこ
との表れではないでしょうか。
このドラマでは、派遣切りで失業し、自宅のアパートで自暴自棄な生活を
送っていた主人公と、そのアパートで起こった子どもへの虐待事件を通し
て、人によって生かされ、つながっていく「いのち」の尊さと、家庭の果た
す役割や地域社会の関わり方について考えます。

人権のヒント　地域編
～「思い込み」から
　　　「思いやり」へ～

            　　　　　(DVD)

名前…それは燃える命
　　　　　　　　　(字幕)
　　　　　　　（ＶＨＳ）

桜が舞い散る新学期。４年３組の新しい担任になったのは、姜明子(ｶﾝﾐｮﾝ
ｼﾞｬ)先生でした。名前のことでケンカになったよりかと平吉に、姜先生は宿
題を出します。「自分の名前のことを調べて、みんなの前で発表して下さ
い。」両親の深い愛情に気づいたよりか、ブラジル移民の祖父を誇りに思う
平吉。そして姜先生にも、自分の名前への深い思いがありました。
ビデオの最後には、ゴダイゴの『ビューティフルネーム』が流れます。その
歌詞をぜひ最後まで鑑賞してください。

紡ぎだす未来
　　　　　　　　　(字幕)

コタンの口笛

　　　　　　　　　(DVD)

畑中ユタカは、アイヌの血を引く少年で、札幌の近くのコタンという地域に
姉と父と三人で暮らしています。父は、酒を飲んで暮らす毎日で、ユタカと
姉は、アイヌであることを理由に同級生たちからいじめを受け苦しみます。
同じ人間でありながら、アイヌというだけでなぜ傷つけられるのか、二人の
姉弟のけなげな成長と、それをとりまく人々の人間愛の物語を、すわらじ劇
団のみなさんがお芝居として演じられたものです。

街の喫茶店“カフェ・ヒューマンライツ”のママのところに、今日も様々な
思いを抱いた人たちが集まってきます。
■結婚したら女は家庭に入るのが常識？
■しょうがいのある人は、何が何でも介護されるべき存在？
■同和問題や外国人差別など、根拠のない思い込みと決めつけはありませ
   んか？
■自分を通すために強く主張して相手を傷つけたり、言い出せなくて自分
   が傷ついてしまったりしたことはありませんか？
人々の交流の中から、日常のいろんな場面での「人権のヒント」を考え、そ
れぞれの違いを思いやる心の大切さを理解していく内容です。

インターネットと人権

　　　　　　　　　(DVD)

いまや生活に欠かせなくなっている便利な道具としてのインターネット。し
かしインターネットによる人権侵犯は増加の一途を辿っていて、法整備が追
いつかない状況です。インターネットで攻撃されるのは、マイノリティ・在
日コリアン・しょうがい者・同和地区の人ばかりではなく、このビデオでは
分娩死など、いくつかの事例を挙げてその非道性を描き、そのような人権侵
害を心理学者が次のように分析しています。匿名は人間の悪い部分が出てし
まうこと。プライベート気分で軽くやれてしまうこと。自分の心の深層の不
安を自分より弱いものへの攻撃でまぎらわせる、そうしたささやかな優越感
を持とうとするのは、劣等感の裏返しであり、社会矛盾を映し出しているこ
となど、現代社会の一断面を映す鏡となっていると指摘しています。解決法
として、困難ではあるが自分は自分で守る努力をすること、相手を思いやる
こと、当事者に出会って事実関係を確かめることが、偏見を持たなくなるこ
とにつながると示しています。

現代社会にいまだひそむ差別。ここでは、在日コリアンとして悩み過ごして
きた男と、父から部落出身者であると打ち明けられ衝撃を受ける若者を中心
に話が展開していく。男は在日2世として二つの名前を持たざるをえない現
実を背負って生きてきた。若者は賃貸物件を扱う会社勤務の中で入居差別の
現場に出会う。秘密がばれて差別されるのではないかとビクビクする部落出
身者。告白することを周りが受け入れてくれるだろうかという不安。二人は
やがて互いを理解し、信頼しあうようになる。そして、知らないことは見え
ていないこと、気づくことによって差別が解消に向かうことを若者は肌で理
解するようになる。この作品の特徴は、３０分過ぎにビデオが停止し、意見
交換を促す場面となり、最後に登場人物が心情を述べる場面になること。
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【テーマ：人権全般】

題　　　　名 保管

ビデオ解説

概　　　　　　　　要

購入年の古い順に掲載しています。

人権

40分

2011

人権

36分

2011

人権

１４分

2012

人権

3１分

2012

人権

36分

2012

人権

34分

2013

虹のきずな

　（アニメ・字幕副音声・
　　DVD）

小学校の図書館で読み聞かせのボランティアをしている大学生のひかりは、
いつも独りぼっちでいる男の子、ワン・タオロンと出会う。中国からやって
きたタオロンは、下手な日本語を笑われるのが嫌で、同級生になかなか話し
かけられずにいたが、そんな態度が誤解を生み、いじめられるようになって
いた。
そんなある日、ひかりは絵本を読んで泣いているタオロンに気づく・・・。
このアニメでは、タオロンをいじめる子どもたちの様子や絵本のお話を通し
て、差別に対する「傍観者」あるいは「無関心」という立場に焦点を当て、
様々な問題を自分の問題として考えること、人と人とがしっかりとコミュニ
ケーションをとること、自立した考えや行動をとることの大切さを学びま
す。

桃香の自由帳

　　（字幕副音声・DVD）

核家族化や都市化が進む中、地域の人々が互いにふれあい、支え合うことが
少なくなっています。そのため、同じ地域に暮らしていても、名前さえ知ら
なかったり相手のことを誤解して排除してしまったりするなど、気づかない
うちに「人とのつながり」を自ら断ってしまうことがあります。
このドラマでは、小学２年生の入江桃香を主人公として、一人暮らしで気難
しいと疎まれている秀次郎や、クラスメートの堂本志穂・その母恵里との関
係を軸に描いています。噂話や見た目だけで判断する先入観の愚かさ、子ど
もの純粋な心、人と人との助け合いの大切さなどについて改めて感じられる
物語です。

　

小学生のための人権①
思いこみに気づく

　　（字幕副音声・DVD）

この作品は、ホームレスの人や身体にしょうがいのある人
の暮らしの様子などを通して、わたしたちが日常生活の中
で抱いている様々な思い込みについて考えるとともに、違
いを受け入れることの大切さについて学びます。
小学生高学年を対象に作られたものですが、大人を対象に
した学習会でも十分にご利用いただけます。

探梅　春、遠からじ

　　（アニメ・字幕副音声・
　　　　　　　　　DVD）

人権課題の多くは、人を排除する意識から生まれ、人が孤立することで深刻
化していきます。しかし、「困ったときはお互いさま」。その気持ちが人を
温かく結び付け、助け合う社会へと導きます。
この物語は、内向的な性格の主人公・石田亜紀が、東京から、夫の故郷であ
る北九州市へ引っ越したことを契機に展開します。
最初は、東京とは違う近所付き合いに戸惑う亜紀。近隣には、福祉協力員の
世話好きな女性・照井邦子や、孤立した一人暮らしの男性・波岡康弘などが
暮らしています。こういった人々をめぐるできごとから、亜紀はいつしか自
分も福祉協力員となり、次第に地域の中に溶け込んでいきます。そして、か
たくなな波岡の心へと働きかけていきます。

ほんとの空

　（字幕副音声・DVD）

私たちは、自分や家族の生活を守るために、誤解や偏見に気づかず、他者を
排除したり、傷つけたりしてしまうことがあります。
この物語の主人公・弓枝もそんな一人。いつも空や雲のことを考えていて友
だちのいない息子の輝が、原発事故により福島から避難してきた少年・龍太
と意気投合し、自宅に招いて夕食をともにします。そのお礼にと龍太の母親
からもらった福島産の草木染を、最初は喜んでいた弓枝でしたが、見えない
放射能の恐ろしさから捨ててしまいます。その事実を知った輝が家を飛び出
した時、初めて自分の犯した過ちに気づいた弓枝。この事件をきっかけに始
まったタイ人夫婦との交流などを通じて、自分の偏見に気づき、お互いを認
め合うことによって、人と人とのつながりや絆を深めていく大切さについて
学びます。

ヒーロー

　　（字幕副音声・DVD）

近年、家族や地域、職場などのつながりの希薄化によって、社会から孤立し
ている人が増えてきており、孤独死などが大きな社会問題になっています。
こうした「無縁社会」と呼ばれる状況で私たちは何ができるのでしょうか。
この作品の主人公である行男は、働き盛りのサラリーマン。
これまで地域社会と縁を持たなかった行男が、あることをきっかけに地域と
関わるようになり、今まで意識しなかった近所の高齢者や家族と出会ってい
きます。そうした体験の中で、自分自身の家族とも絆を深めていきます。
この作品では「無縁社会」の中で、地域で起こる身近な人権課題に対し、傍
観者としてではなく主体的に行動することで、新たな地域のつながりを結ん
でいく大切さについて学びます。

4



【テーマ：人権全般】

題　　　　名 保管

ビデオ解説

概　　　　　　　　要

購入年の古い順に掲載しています。

人権

38分

2013

人権

31分

2015

商工

25分

2016

商工

45分

2016

人権

25分

2017

人権

37分

2018

人権

25分

2020

家庭の中の人権
カラフル

　　　　　（字幕・DVD）

このDVDでは、両親と人生の巣立ちを迎えた子どもたちの会話を通じて、
家庭の中にある人権課題を取り上げています。
【収録テーマ】
・他人の噂　—誰もが知らず知らずのうちに…
・子どもの就職　—名刺に格付け？
・子どもの結婚　—親の理想と価値観
・LGBT　—"普通"という思いこみ
・多様性を認めるカラフルな社会へ

あの空の向こうに

　　（字幕副音声・DVD）

私たちが普段何気なく使っているケータイやスマホ、インターネットがある
日突然「凶器」に変わってしまう。インターネットなどによる人権侵害は、
いつ、誰の身に起きても不思議ではない深刻な問題です。誰もが被害者に、
そして加害者にもなり得るのです。
このドラマは決してインターネットなどを敵視するものではありません。文
明の利器を凶器に変えるのも、傷ついた心を癒すのも「人」なのです。本当
の意味での心のつながりとはどういうことか改めて見つめ直し、お互いに
「思い」を交わし、心を寄り添うようなコミュニケーションを図ることの大
切さと家庭の果たす役割について気づかせてくれます。（2009年制作）

家庭の中の人権

生まれ来る子へ

　　　（字幕・DVD）

このドラマは「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ています。
・おなかに赤ちゃんがいます
・イクメンは変ですか
・よかれと思って
・親の介護をするのは誰
・愛情とは支配すること？
・生まれ来る子へ
家庭の中で、人権の尊さについて語り合い、気づくこと、そして行動するこ
との大切さを描きます。

弘務は、仕事一筋で生きてきて、まもまく定年退職を迎えようとしていま
す。妻陽子は、積極的に地域のボランティアをしていますが、弘務は地域の
ことにまったく関心がありません。弘務の退職を目前に、陽子が急死。やが
て退職を迎えた弘務は、陽子がいなくなった今後の生活を考えて、途方にく
れます。都市化や核家族化が進行し、地域社会における人々の結びつきが弱
まっています。近隣同士であっても互いに無関心、無理解でいることによ
り、様々な人権問題が起きています。
　このドラマでは、一人の人間の気づきと再生を中心に描いています。一人
一人の「気づき」が、互いに支えあう地域の「再生」につながります。無関
心・無理解という冷たい壁をやぶって、温かい見守りと相互支援を進めるこ
との大切さを語りかけます。

新・人権入門

　　　　　　　　（DVD）

企業の人事担当者から取材した実際の出来事を16のショートドラマとして
構成し、わかりやすく解説しています。視聴者が今見たドラマには一体どん
な人権問題が含まれているのでしょうか？もしくはいないのでしょうか？自
分がそのシーンに遭遇したら・・・？視聴者とドラマ出演者が学び、悩み、
考えることができる教材です。

その人権問題わたしなら
どうする？会社編

　　　　　　　　(DVD)

様々な人権問題を通して、もしも登場人物の立場になったら、自分はどう行
動するのかを考える視聴者参加型の教材です。
・部長がセクハラ、部下が被害者
・部下を注意したらセクハラと言われて
・鬱の社員を守るか、関わらないか迷う課長
・部下がADHD、チームから外してとの要望が
・ＨＩＶ　陽性の部下の人権を守るために

人権問題と向き合うために
 
         （字幕・ＤＶＤ)

マイノリティをテーマ・題材に人間に寄り添う映像制作を続ける田中幸夫監
督のドキュメンタリー映画とビデオ作品を再構成した作品です。
部落差別をはじめ、外国人、認知症、ＬＧＢＴなど、あらゆる人権課題に対
する向き合い方を、大人にもこどもにも分かりやすく提示する教材です。

親愛なる、あなたへ
 
　　　（字幕・ＤＶＤ)

ＮＥＷ
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【テーマ：人権全般】

題　　　　名 保管

ビデオ解説

概　　　　　　　　要

購入年の古い順に掲載しています。

人権

27分

2020

話せてよかった
 
         （字幕・ＤＶＤ)

人がそれぞれに持っている価値観の違いを認めて、相手を大切に思うこと
は、「人権」の基本的な考え方です。そして「人権」は日常の何気ない人と
人との関係性の中にもあります。普段そのことを当たり前のように理解して
いるつもりでも、夫婦や親子のような近く親しい関係性においては、相手
を、そして自分自身を、一人の人間として尊重する意識がおろそかになって
しまうことがあります。
この作品では、日常の中の思い込みによって生じる問題を描き、相互理解の
ためのコミュニケーションによって、その問題と向き合うことを提案しま
す。家庭の人間関係は、私たちの人権意識を育む基盤です。そこからふりか
えることで、組織や社会における意識も見つめ直すことができるのではない
でしょうか。自分の中にある思い込みに気付き、自分も相手も尊重する人間
関係を築くために、職場や家庭内で「人権」について話し合うきっかけとし
てお役立てください。

ＮＥＷ

借用申し込みは各保管場所へ

お願いします。
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題　　　　名 保管 概　　　　　　　　要

人権
余呉

17分

2005

人権

25分

2007

人権

28分

2007

商工
虎姫

35分

2008

人権

34分

2008

余呉

各30
分

2008

虎姫

40分

2009

こころに咲く花
　　　　　　　　  (DVD)

携帯電話は、もはや単なる『電話機』ではありません。メールやインター
ネットなど様々な機能を持つようになり、大人も含めて「ケータイがないと
不安」な『携帯依存症』をつくり出しています。ケータイを子どもが持つと
いうことはどういう環境に子どもたちを置くことを意味するのか。私たちは
この現実にどう向き合っていけばよいのか、一緒に考えてみませんか。この
映画では、インターネット上の差別的な書き込みなど、今なお差別意識が
残っている『同和問題』についても取り上げています。

声を聞かせて
　　  　（アニメ・DVD）

いやがらせメール、プロフ（プロフィール）、掲示板。匿名性が高いネット
時代の“いじめ”は、ウィルスのように次々と感染していき、陰湿な仕打ち
もまるでゲーム感覚です。そして、誰が次のターゲットになるか分からない
疑心暗鬼から、クラス全員がいじめる側に加わろうとする一方、ターゲット
にされた子どもは２４時間３６５日いじめにさらされてしまう残酷さもネッ
ト時代の“いじめ”の特徴です。“いじめ”によって子どもが自殺するの
は、決してその子どもが弱いからではなく、現代のいじめがそれほど残酷だ
からです。
このＤＶＤは、巧妙且つ残酷ないじめの現実、そして、いじめられる側もい
じめる側も苦しんでいる“いじめ”の本質を直視し、あらためて“いじめ”
について考えるきっかけになることを企図して作成されました。ご覧になっ
た方一人ひとりに、人ごとではなく自らの問題としての「気付き」があるこ
とを願っています。

1.ちょっと待って、ケータイ
～被害者にも加害者にもならな
いために～

２.ケータイに潜む危険
～子どもの携帯電話を考える～

　　　　　（DVD2枚組）

携帯電話は、急な連絡の際の手段として有用な反面、長時間利用により学習
時間や睡眠時間が減少して生活リズムが乱れたり、インターネット上氾濫し
ている有害な情報により、さまざまなトラブルや事件に巻き込まれたりして
います。このDVDを通して携帯電話等を介してインターネット上に氾濫し
ている有害情報が、どのようなものかを、子どもの目線からと保護者の目線
からの二つの視点から鑑賞できます。
事例①メールの落とし穴　②ケータイに忍び寄る罠
　　③プロフの危険な誘惑　④学校裏サイトの闇

見上げた青い空
　　　　　　　 　(DVD)

ビデオ解説

プレゼント
　　　　（アニメ）

　　人権：ビデオ・DVD
　　余呉：ビデオのみ

小学校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
ゼントしますが、美由紀の気に入るものではありませんでした。腹をたてた
美由紀は、それから綾香にいじわるを始めるのでした。仲の良かった友だち
まで綾香を避け、やがてクラス中が綾香を仲間はずれにするようになりまし
た。クラスで孤立している麻里だけが綾香をかばってくれましたが、ある出
来事をきっかけに、綾香は学校を休んでしまいました。この作品は、子ども
たちにいじめについて考えてもらい、自分の人権、他の人の人権の大切さを
伝えています。

桃色のクレヨン
　（アニメ・字幕）

　人権：ビデオ・DVD

傷つけられる思春期
～子どもとの会話を
　　　　取り戻すために～
　　　　 （字幕・DVD）

「８年ぶりに、いとこの雪ちゃんが外国から帰ってくるねん！」と喜ぶ美奈
子（小学生）。自分より１歳年上の素敵なお姉さんとの再会を、美奈子は友
だちに自慢します。ところが美奈子の前に現れた雪ちゃんは知的しょうがい
のため想像していたより幼く見えました。美奈子はそのことを
隠すため友だちに嘘をつき仲間はずれにされてしまいま
すが、雪ちゃんのやさしさに触れ、様々なことに気付か
されていきます。

【テーマ：子ども】

２００８年６月に発生した「秋葉原無差別殺傷事件」は、あらためて、親・
周囲の大人たちと思春期の子どもとの関わり方に大きな警鐘を鳴らしまし
た。ここ数年、思春期問題を背景とする事件が連続して起きています。この
作品は、「成績優秀な子どもが不登校になり、両親に暴力をふるうように
なったケース」と「朝帰り・外泊を繰り返していた子どもが、非行行動をや
めるようになったケース」の、実際の２つの事例をもとに、思春期の子ども
と向き合うために何が求められているかを提言しています。

職場でのいじめに心を痛める主人公。一方、息子がいじめにあっていること
には気づきません。力ずくで相手を上回れば問題が解決するのではなく、相
手を思いやる一人ひとりの豊かな心が重要であることに気づいた主人公は、
いじめの解決に向けて行動を起こします。
現在いじめは、学校や家庭、子どもの世界にとどまらず、地域や職場など大
人の世界でも起こっており、その根は同じであることを訴えています。いじ
めが起こったとき、傍観者ではなく勇気を持って一歩を踏み出せば解決につ
ながることを、情感豊かに描いています。

購入年の古い順に掲載しています。

7



題　　　　名 保管 概　　　　　　　　要

ビデオ解説

【テーマ：子ども】 購入年の古い順に掲載しています。

人権

23分

2009

虎姫

65分

2009

人権

27分

2010

人権

36分

2011

人権

36分

2011

人権

１４分

2012

クリームパン

       （字幕副音声・DVD）

子どもや若者たちの間で、あまりにも軽く使われる「死にたい」や「殺す
ぞ」といった言葉。それは、彼らが「いのち」の大切さに気づいていないこ
との表れではないでしょうか。
このドラマでは、派遣切りで失業し、自宅のアパートで自暴自棄な生活を
送っていた主人公と、そのアパートで起こった子どもへの虐待事件を通し
て、人によって生かされ、つながっていく「いのち」の尊さと、家庭の果た
す役割や地域社会の関わり方について考えます。

小学５年生のクラスメート、直子、真由美、美紀、千恵子たち。ある日、人
に負けるのが大嫌いな千恵子は、ドッジボールの練習で、運動が苦手な美紀
に負かされます。その日の帰り、千恵子は美紀の靴を隠し、翌日には美紀に
いじめさながらのドッジボールの特訓をします。心配そうに様子を見ている
直子たち。たまりかねた真由美が助けに入り、やがて千恵子たちのいじめは
真由美に向けられますが、親友の直子を巻き込まないよう、距離を置いて一
人無言を貫く真由美。直子は自分の勇気のなさに悩みますが・・・。相手の
気持ちを考えることやいじめに立ち向かう勇気の大切さを伝えています。

ありったけの勇気
　　　　　　　 　　(DVD)

日常の人権　Ⅰ
～気づきから人権～
　　　　　　　　　(DVD)

日常生活の中でいつの間にか身についてしまった差別や偏見。今一度それを
見直してみませんか。人が人として大切にされる権利、人権を考えることな
くよりよい社会を作ることはできません。人権感覚に疎い人の言葉や態度が
差別を生みます。そして人権を侵害されて苦しんでいる人の心の痛みを分か
ろうとしないことで、新たな人権侵害が起こります。まず身近な問題から人
権について考える作品です。この作品は「女性の人権」「子どもの人権」
「高齢者の人権」についてドラマとドキュメンタリーにより構成されていま
す。まず、ドラマパートでテーマごとに、日常にある偏見について気づきを
促します。そして、どのような考え方や行動が、偏見をなくし、ともに生き
るよりよい社会へ変えていけるかを考えていくきっかけになる作品です。

コタンの口笛
　　　（ＤＶＤ）

畑中ユタカは、アイヌの血を引く少年で、札幌の近くのコタンという地域に
姉と父と三人で暮らしています。父は、酒を飲んで暮らす毎日で、ユタカと
姉は、アイヌであることを理由に同級生たちからいじめを受け苦しみます。
同じ人間でありながら、アイヌというだけでなぜ傷つけられるのか、二人の
姉弟のけなげな成長と、それをとりまく人々の人間愛の物語を、すわらじ劇
団のみなさんがお芝居として演じられたものです。

桃香の自由帳

　　（字幕副音声・DVD）

核家族化や都市化が進む中、地域の人々が互いにふれあい、支え合うことが
少なくなっています。そのため、同じ地域に暮らしていても、名前さえ知ら
なかったり相手のことを誤解して排除してしまったりするなど、気づかない
うちに「人とのつながり」を自ら断ってしまうことがあります。
このドラマでは、小学２年生の入江桃香を主人公として、一人暮らしで気難
しいと疎まれている秀次郎や、クラスメートの堂本志穂・その母恵里との関
係を軸に描いています。噂話や見た目だけで判断する先入観の愚かさ、子ど
もの純粋な心、人と人との助け合いの大切さなどについて改めて感じられる
物語です。

小学生のための人権①
思いこみに気づく

　　（字幕副音声・DVD）

この作品は、ホームレスの人や身体にしょうがいのある人
の暮らしの様子などを通して、わたしたちが日常生活の中
で抱いている様々な思い込みについて考えるとともに、違
いを受け入れることの大切さについて学びます。
小学生高学年を対象に作られたものですが、大人を対象に
した学習会でも十分にご利用いただけます。
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題　　　　名 保管 概　　　　　　　　要

ビデオ解説

【テーマ：子ども】 購入年の古い順に掲載しています。

人権

3１分

2012

人権

33分

2014

人権

34分

2015

人権

13分

2017

人権

２１
分

１８
分

2018

人権

１９
分

2019

人権

１5分

2020

むしむし村の仲間たち

　　　（アニメ・DVD）

外見や能力が異なるむしむし村の仲間たち。それぞれの違いが原因で相手を
傷つけたり、悩んだりします。でも誰でも苦手なこともあれば、得意なこと
もあります。大切なのはお互いの違いを認め、相手の気持ちを思いやるこ
と。そして仲間と助け合っていくこと。
幼児～小学校低学年向けの楽しく学べる作品です。

情報モラルを身につけよ
う！
小学生のスマホの安全な使
い方教室　１巻・２巻
　　　　　（ＤＶＤ）

子どものスマホ所有率は急激に増加しており、使用開始の低年齢化も進行し
ています。しかし、スマホは正しく使用しないと自分や相手を傷つけたり、
危険な目にあうことになります。そのような目に合わないためには情報モラ
ルを身につけることが大切です。相手の気持ちを考え、ルールを守ってスマ
ホやネットを利用することが様々なトラブルからを守ることにつながりま
す。この教材では、事例をドラマで描き安全で正しいスマホの使い方をわか
りやすく解説しています。

小学校の図書館で読み聞かせのボランティアをしている大学生のひかりは、
いつも独りぼっちでいる男の子、ワン・タオロンと出会う。中国からやって
きたタオロンは、下手な日本語を笑われるのが嫌で、同級生になかなか話し
かけられずにいたが、そんな態度が誤解を生み、いじめられるようになって
いた。
そんなある日、ひかりは絵本を読んで泣いているタオロンに気づく・・・。
このアニメでは、タオロンをいじめる子どもたちの様子や絵本のお話を通し
て、差別に対する「傍観者」あるいは「無関心」という立場に焦点を当て、
様々な問題を自分の問題として考えること、人と人とがしっかりとコミュニ
ケーションをとること、自立した考えや行動をとることの大切さを学びま
す。

いじめ　心の声に気づく力
　　　　（ＤＶＤ）

小学校中・高学年向けのいじめ防止教材です。一見、ふざけ合いや遊びに見
える行為も、相手が苦痛を感じていればそれはいじめです。本作品では、子
どもたちがドラマに登場するいじめの被害者・加害者・傍観者の立場に自分
を置き換えて視聴することで、いじめ行為を受けたクラスメイトの本当の気
持ちに気づく力を養い、いじめの傍観者にならず、解決のために何か行動し
ようとする意識を持つことをねらいとしています。
　小学校では平成３０年度から「特別の教科　道徳」が始まり、「考え議論
する道徳」の授業が求められています。いじめ防止のために、子ども達が考
え、議論するための教材としても、本作品を活用いただければと思います。

ズッコケ3人組の
いじめをなくす作戦
　　　　（ＤＶＤ）

いじめに関わる深刻な事件が後を絶ちません。
そこで、文部科学省はいじめ防止に向けて、いじめ問題を「考え、議論する
道徳」として取り扱うようになりました。
この作品では、ズッコケ三人組のクラスの中でいじめが起こり、その問題を
三人組のメンバーが、どう考え、どのように話し合って解決へと導いていく
のか、そのストーリーを展開しながら、視聴する子供たちに”いじめは絶対
してはいけない”という強い意識を持ってもらい、いじめを防ぐためには、
被害者のつらい気持ちに寄り添える思いやりを育むことが大切であることを
訴えていくものです。

imagination
想う つながる 一歩ふみだす

　　　　　（字幕・DVD）

ラジオ局で番組パーソナリティを務めるサヤカの元には、今夜もリスナーか
らの相談の便りが届きます。現代社会に悩む様々な人々が番組を軸に心を通
わせ、明日へとつながる一歩を見つけていくドラマ教材です。
【収録テーマ】
・いじめをなくすのはアナタ（子どもの人権）
・「関わらないのが一番」それ本当？（同和問題）
・見えにくいから知ってほしい、発達しょうがいのこと（しょうがい者の人
権）

悩まずアタック！
　脱・いじめのスパイラル

　　　　　（字幕・DVD）

この作品は、いじめ防止対策推進法が成立したことを機に、法務省が主催す
る全国中学生人権作文コンテストの中で、法務大臣政務官賞を受賞した作品
をドラマ化したものです。実際にいじめにあって悩み苦しんだある女子中学
生がなんとか周囲の人々に悩みを告白するきっかけをつかみ、いじめ問題を
解決していく、一つの手がかりを提示する内容です。

虹のきずな

　（アニメ・字幕副音声・
　　DVD）

ＮＥＷ
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題　　　　名 保管 概　　　　　　　　要

人権
びわ
虎姫

木之本

39分

2006

人権
木之本

60分

2008

人権
木之本

35分

2008

人権
木之本

87分

2008

人権
木之本

27分

2008

人権

40分

2009

人権

23分

2009

チャレンジ・ストーリー
～まちづくりにかける
　　　　元気な女性たち～
　　　　　　　    　(DVD)

この作品は、女性の元気が地域を活性化している優良事例を紹介していま
す。内閣府男女共同参画局が、アドバイザーを派遣するなど各地の自主的な
活動を支援し、地域づくりに取り組む模様のドキュメンタリービデオとして
編集されています。滋賀県栗東市のＮＰＯ法人「びぃめーる企画室」、熊本
県宇城市「風の会」、京都府舞鶴市ＮＰＯ法人「舞鶴市女性センターネット
ワークの会」の元気な女性たちの取り組みや想いを紹介しています。

日常の人権　Ⅰ
～気づきから人権～
　　　　　　　　　(DVD)

日常生活の中でいつの間にか身についてしまった差別や偏見。今一度それを
見直してみませんか。人が人として大切にされる権利、人権を考えることな
くよりよい社会を作ることはできません。人権感覚に疎い人の言葉や態度が
差別を生みます。そして人権を侵害されて苦しんでいる人の心の痛みを分か
ろうとしないことで、新たな人権侵害が起こります。まず身近な問題から人
権について考える作品です。この作品は「女性の人権」「子どもの人権」
「高齢者の人権」についてドラマとドキュメンタリーにより構成されていま
す。まず、ドラマパートでテーマごとに、日常にある偏見について気づきを
促します。そして、どのような考え方や行動が、偏見をなくし、ともに生き
るよりよい社会へ変えていけるかを考えていくきっかけになる作品です。

中尾美月は、高齢者の訪問看護を担当する看護師。一緒に住んでいる祖父・
徳治とは折り合いが悪く、なかなか優しい言葉もかけられません。一方、自
分が家族にとって、「役立たずの厄介者」だと思い込んでいる徳治は、近所
に住むニートの青年と出会い、他に居場所のない二人はしだいに心を通わせ
ていきます。そんな徳治のもとに、ケアハウスで暮らす旧友から手紙が届
き・・・。家族の中で疎外感を抱く高齢者や、その介護に疲れ果てた周囲の
人びと、無気力な毎日を送る若者らが、世代の異なる者とのふれあいや、高
齢者を支援するサービスの活用などで、家族のきずなを深め、生きがいを感
じられる生活を送ることができるようになっていく様子を描いています。

配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害です。配偶者
からの暴力は、あなたの身近なところでおきています。「配偶者暴力防止
法」は平成１３年に制定され、平成１９年７月に保護命令の拡充や市町村の
取組の強化を柱とした改正法が成立し、平成２０年１月に施行されました。
このＤＶＤでは、配偶者からの暴力の根絶をめざして、「配偶者暴力防止
法」のしくみ等についてわかりやすく紹介しています。

配偶者からの
暴力の根絶をめざして
　　　　　　　　　  (DVD)

ビデオ解説

夢のつづき
　　　   （アニメ・DVD）

子育て№１の街を作りたい！新潟県上越市ＮＰＯ法人『マミーズネット』、
地元の伝統食を現代に発信したい！岐阜県郡上市『ビスターリマーム』、団
塊世代が“元気”を生み出す街にしたい！東京都大田区ＮＰＯ法人『男女共
同参画おおた』、それぞれのまちづくりの活動を紹介しています。

青森県八戸市と福島県安達郡大玉村のまちづくりをとおして、元気な女性た
ちの姿をリポートします。
【前編】再発見！私たちのオリジナル観光マップ（３０分）
平成１５年、八戸に住む女性たちが学習の場として立ち上げた「はちのへ女
性まちづくり塾生の会」。市民へのヒアリング調査やまちづくりのための学
習会、情報交換など、独自の活動を展開しています。今回は、八戸の観光
マップを作成。自らの足でいろいろな情報を徹底調査し、ホームページ作成
やおみやげ品開発にも挑戦する女性達の姿を追いかけます。
【後編】伝えたい！民話で語る村の心（３０分）
平成１２年、閉鎖していたスキーロッジを借り受けオープンした「森の民話
茶屋」。メンバー達が交替で作る郷土料理のお膳を味わい、あわせて民話の
語りを聞くことができる茶屋です。次世代へ民話を伝えたい、という思いか
ら始まった子ども民話祭への道のりや、学校での民話語り、本の出版など、
森の民話茶屋の活動を追いかけます。（内閣府男女共同参画局 企画）

夢へのパスポート
              　　　     (DVD)

【テーマ：女性・男女共同参画】

ワーク・ライフ・バランスという言葉を知っていますか？それは、「仕事」
と「生活」を調和させるライフスタイルのこと。家庭や会社など私達の身近
なところで、すでに様々な取り組みが始まっています。このＤＶＤでは、
ワーク・ライフ・バランス社会の実現をめざす企業や、仕事と家庭の理想的
なバランスを実践する人々の姿をドキュメンタリータッチで紹介します。
【このＤＶＤで紹介している企業・人々】
株式会社カミテ、未来工業株式会社、松下電器産業株式会社、株式会社東レ
経営研究所 代表取締役社長、石川県健康福祉部少子化対策監室 子ども政策
課課長、メディカルケア虎ノ門 理事長・院長、ＮＰＯ法人ファザーリング・
ジャパン 代表理事 （内閣府男女共同参画局 企画）

明日への道しるべ
～まちづくりにかける
　　　　元気な女性たち～
　　　　　　　　  　(DVD)

ワーク・ライフ・バランス
を知っていますか？
～働くオトコたちの声～

               　　　    (DVD)

購入年の古い順に掲載しています。
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題　　　　名 保管 概　　　　　　　　要

ビデオ解説

【テーマ：女性・男女共同参画】 購入年の古い順に掲載しています。

商工

36分

2011

人権

19分

2013

人権

23分

2014

人権

36分

2017

人権

25分

2017

人権

３5分

2020

Ｏｈ！ＭｙＤＡＤＤＹ！！

　　　　　（DVD）

明日はあやこが待ちに待った結婚式。あやこは、明日のために、両親に感謝
の手紙を書こうとしたのだけれど・・・。なかなか筆が進まない。
「私のオムツを替えてくれたのはお母さん、私の参観日に来てくれたのはお
母さん、お父さんは・・・？私も結婚して家事、子育てに奮闘して、お嫁さ
んを務めることになるの？」結婚式前夜に、結婚に疑問を感じた新婦と、家
族の大バトルが始まります。
笑いながら、家族それぞれの想いをとおして身近にある男女共同参画につい
て考えてみませんか。
この作品は、2020年に虎姫文化ホールで上演された演劇を録画したもので
す。（※台本貸出可能）長浜市を中心に演劇活動をされている「まちなかえ
んげきワークショップfurico(ふりこ)」が出演されています。

　家庭の中の人権

生まれ来る子へ

　　　（字幕・DVD）

このドラマは「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ています。
・おなかに赤ちゃんがいます　　　・イクメンは変ですか
・よかれと思って　　　　　　　　・親の介護をするのは誰
・愛情とは支配すること？　　　　・生まれ来る子へ
家庭の中で、人権の尊さについて語り合い、気づくこと、そして行動するこ
との大切さを描きます。

今、地域社会と職場の人権
は！

                            (DVD)

「増え続ける高齢者の問題」「子育てする女性の問題」「パワ・セク・ハラ
スメントの問題」「同和問題」に視点をあて、だれもが地域と職場で、自分
の持っている能力や個性を発揮し、生きがいを持って働ける環境づくりの大
切さを問いかけていきます。そして、皆が「いきいきと安全で安心できる社
会」の取り組みと、共に支え合う「共生社会」の実現をめざす学習教材で
す。
日常、地域・職場の中に潜んでる様々な人権問題について「気づき」、鋭い
人権感覚と豊かな人権意識を身につける学習教材で、
①第１章：高齢社会の中の地域社会と職場の人権
②第２章：子育てと働く女性の職場と人権
③第３章：ハラスメントを見逃さない職場と人権
④第４章：同和問題、差別のない明るい社会を！
の４部構成のドラマで、映像を止めて話し合うことができるようになってい
ます。

あした咲く

　（字幕副音声・DVD）

「女性が輝く社会」の実現に向けて、平成27年８月の「女性活躍推進法」
成立をはじめこれまで様々な取り組みが進められてきましたが、現状は、女
性の能力発揮のための環境整備等や意識改革は必ずしも十分ではありませ
ん。
また女性の家事、育児、介護における負担も多い状況にあります。
この作品には生き方の異なる姉妹のそれぞれの立場ゆえの悩みや葛藤が描か
れています。姉妹での対立や父との対話、そして地域の人達とのふれあいを
通して別の視点や価値観に気づきます。
性別に関わらずその個性と能力を発揮し、ともに輝ける共生社会をめざすた
め、一人ひとりができることを考えます。

ふたりがよりよい関係をつ
くるために
～デートＤＶってなに？～

　　　　　　　（DVD）

ＤＶとは、配偶者等親密な関係にある（あった）相手から行われる暴力のこ
とです。ＤＶは、重大な人権侵害であり、個人の尊厳を害し、男女平等の実
現の妨げとなっています。
このＤＶＤでは、若年層にとって身近な男女交際の問題を取り上げること
で、より多くの若い世代がＤＶを理解し、また対等な人間関係を築いていく
ことの大切さを学習していただくことを目的として作成されました。
（滋賀県健康福祉部子ども・青少年局 企画・制作）

マザーズハンド
～お母さんの仕事～

　（字幕副音声・DVD）

母親が清掃員として働くことを恥ずかしく思い、家族に反抗し小学校を休ん
でしまった主人公。姉に無理やり母の仕事場に連れて行かれ、凛として掃除
を続ける母の姿を見た主人公は、自分の心が差別意識を生み出すのだと気づ
く。
この作品では、家族とは何か？人権とは何か？差別とは何か？
をある家族の姿を描くことで、身近にある偏見や差別に目を
向け、人権への理解を深めるとともに、誰もが幸福に生きて
いく権利を持っていることを学びます。

ＮＥＷ
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題　　　　名 保管 概　　　　　　　　要

余呉

30分

2006

人権

35分

2007

人権

40分

2009

人権

23分

2009

商工

36分

2011

人権

40分

2011

ビデオ解説

老いを生きる

　　　　　　　　（DVD）

自分らしい明日のために

　　　　　　　 （ＤＶＤ）

認知症を持つ富江は、徘徊癖があり家族を困らせていました。ある日、地域
の人のつながりから、認知症を持つ人のための家族の会を知った妻は夫と共
に出席します。これをきっかけに、認知症を隠すのではなく、地域の人々な
どと助け合いながら、病気を認め暮らし始めます。地域の人々に支えられた
富江とその家族は笑顔を取り戻していきます。

人権課題の多くは、人を排除する意識から生まれ、人が孤立することで深刻
化していきます。しかし、「困ったときはお互いさま」。その気持ちが人を
温かく結び付け、助け合う社会へと導きます。
この物語は、内向的な性格の主人公・石田亜紀が、東京から、夫の故郷であ
る北九州市へ引っ越したことを契機に展開します。
最初は、東京とは違う近所付き合いに戸惑う亜紀。近隣には、福祉協力員の
世話好きな女性・照井邦子や、孤立した一人暮らしの男性・波岡康弘などが
暮らしています。こういった人々をめぐるできごとから、亜紀はいつしか自
分も福祉協力員となり、次第に地域の中に溶け込んでいきます。そして、か
たくなな波岡の心へと働きかけていきます。

日常生活の中でいつの間にか身についてしまった差別や偏見。今一度それを
見直してみませんか。人が人として大切にされる権利、人権を考えることな
くよりよい社会を作ることはできません。人権感覚に疎い人の言葉や態度が
差別を生みます。そして人権を侵害されて苦しんでいる人の心の痛みを分か
ろうとしないことで、新たな人権侵害が起こります。まず身近な問題から人
権について考える作品です。この作品は「女性の人権」「子どもの人権」
「高齢者の人権」についてドラマとドキュメンタリーにより構成されていま
す。まず、ドラマパートでテーマごとに、日常にある偏見について気づきを
促します。そして、どのような考え方や行動が、偏見をなくし、ともに生き
るよりよい社会へ変えていけるかを考えていくきっかけになる作品です。

日常の人権　Ⅰ
～気づきから人権～
　　　　　　　　（DVD）

「増え続ける高齢者の問題」「子育てする女性の問題」「パワ・セク・ハラ
スメントの問題」「同和問題」に視点をあて、だれもが地域と職場で、自分
の持っている能力や個性を発揮し、生きがいを持って働ける環境づくりの大
切さを問いかけていきます。そして、皆が「いきいきと安全で安心できる社
会」の取り組みと、共に支え合う「共生社会」の実現をめざす学習教材で
す。
日常、地域・職場の中に潜んでる様々な人権問題について「気づき」、鋭い
人権感覚と豊かな人権意識を身につける学習教材で、
①第１章：高齢社会の中の地域社会と職場の人権
②第２章：子育てと働く女性の職場と人権
③第３章：ハラスメントを見逃さない職場と人権
④第４章：同和問題、差別のない明るい社会を！の４部構成のドラマで、映
像を止めて話し合うことができるようになっています。

夢のつづき
　　　   （アニメ・DVD）

今、地域社会と職場の人権
は！

                         （DVD）

【テーマ：高齢者】

中尾美月は、高齢者の訪問看護を担当する看護師。一緒に住んでいる祖父・
徳治とは折り合いが悪く、なかなか優しい言葉もかけられません。一方、自
分が家族にとって、「役立たずの厄介者」だと思い込んでいる徳治は、近所
に住むニートの青年と出会い、他に居場所のない二人はしだいに心を通わせ
ていきます。そんな徳治のもとに、ケアハウスで暮らす旧友から手紙が届
き・・・。家族の中で疎外感を抱く高齢者や、その介護に疲れ果てた周囲の
人びと、無気力な毎日を送る若者らが、世代の異なる者とのふれあいや、高
齢者を支援するサービスの活用などで、家族のきずなを深め、生きがいを感
じられる生活を送ることができるようになっていく様子を描いています。

探梅　春、遠からじ

　（アニメ・字幕副音声・
　　　　　　　　　DVD）

①一人暮らしの妹に異変が・・！？認知症の疑いのある妹、珠代さんが悪質
な商法に狙われていることを知った姉の芳子さんは、珠代さん生活を案じ、
社会福祉協議会に相談に行きます。そこで、紹介された「法定後見制度」を
利用することで、一つの光明を見出していきます。
②元高校教師の義昌さんの妻、菊恵さんに認知症の疑いが・・また、自分も
物忘れが多くなり財産管理等が不安になり、「任意後見制度」を知り任意後
見契約を結んで将来に備えます。

購入年の古い順に掲載しています。
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題　　　　名 保管 概　　　　　　　　要

ビデオ解説

【テーマ：高齢者】 購入年の古い順に掲載しています。

余呉

20分

2015

人権

28分

2015

人権

34分

2015

人権

35分

2016

人権

30分

2016

人権

25分

2017

　家庭の中の人権

生まれ来る子へ

　　　（字幕・DVD）

このドラマは「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ています。
・おなかに赤ちゃんがいます
・イクメンは変ですか
・よかれと思って
・親の介護をするのは誰
・愛情とは支配すること？
・生まれ来る子へ
家庭の中で、人権の尊さについて語り合い、気づくこと、そして行動するこ
との大切さを描きます。

二本の傘
（認知症の人と、そのサ
ポートをする人たちの為
に）

 　　　　　　　（DVD）

防ごう高齢者虐待
日常の介護から考える

　　（字幕・ＤＶＤ）

高齢化の進む現代社会において、親や年老いた夫・妻の介護は、多くの人に
とって避けて通れない問題となっています。
このDVDでは、働きながら認知症の親の介護をしている２つの事例を、老
老介護の話も含めドラマで描いていきます。
どのような場面で虐待をしそうになるか
示すことで、虐待発生を未然に防ぐには
どうすればよいかを考え、理解へと導く
内容になっています。

認知症と向き合う

（字幕・DVD）

高齢化が進み、認知症の人が今後さらに増加することが予測されています。
一方で多くの人たちが認知症に対して知識不足であり、偏見を抱えているの
ではないでしょうか？確かに認知症の人の行動は不可解であり、その気持ち
や行動の理由を理解するのは大変なことです。しかし、認知症の人の立場に
立てば、どんな行動にも本人なりの理由や思いがあります。健康な人の常識
で認知症の人の言動をおかしいと判断し、改めさせようとすることが、介護
する家族と認知症の人の両方を苦しめています。認知症の人の視点に立っ
て、認知症への理解を深めることを目的としています。

ここから 歩き始める

　　　　　（字幕・DVD）

「認知症を共に生きる」をテーマに、高齢者問題を人の幸せと尊厳を守ると
いう人権の視点で描かれています。
認知症の親をも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
藤と絆の紡ぎなおしを描くことで、高齢者が人間として誇りをもって生きて
いくうえ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。

わっかカフェへようこそ
～ココロまじわるヨリドコ

ロ～
（字幕・副音声・DVD）

　あなたには「心のよりどころ」がありますか？
忙しい日常に追われて、誰かと「心を交流する」ことを、おろそかにしていま
せんか？　心を通わすことができる･･･そんな場所がありさえすれば･･･
　●三色団子の向こう側～初めてスマートフォンを持つ中学生が主人公
　●世代をつなぐ柏餅～高齢者の生きがいと若い世代の交流を描いています
　●ｺﾝﾍﾟｲﾄｳの来た道～日本に住む外国人とどう向き合うかなげかけます
　
　インターネットと人権・高齢者の人権・外国人の人権の3つのテーマが収録
   されています。

雨の中、二本の傘を握りしめ家を飛び出す裕之。家族の懸命な捜索の中、
握った傘をさすこともなく、ずぶ濡れになり警察に保護されていました。
「もう人に迷惑をかけないで！」思わず大きな声を出してしまった妻の静
江。認知症という病はご本人にも介護する家族にも大きな混乱と不安をもた
らします。様々な職種が連携しながらサポートすることが必要とされる認知
症という病。その一つの職種「作業療法」の観点からから認知症の人が置か
れている状況を「脳の障害」「環境」「人生史」で整理していきます。雨に
濡れながらもしっかりと握りしめられていた二本の傘。その傘にはどの様な
想いが込められていたのでしょうか。認知症を患っても何ら変わることのな
い人に寄せる想い、やさしさに触れてみてください。
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題　　　　名 保管 概　　　　　　　　要

ビデオ解説

【テーマ：高齢者】 購入年の古い順に掲載しています。

人権

19分

2018

人権

30分

2018

人権

33分

2019

人権

36分

2020

カンパニュラの夢
　　 （字幕・ＤＶＤ)

作品のテーマは、「超高齢化社会とひきこもり（8050問題）」です。
近年、主に「80代」の高齢の親が「50代」のひきこもりが長期化した子を
支えている家庭が増加しています。「8050問題」とは、こうした家庭が地
域社会との接点を失い、親子ともども生活が困窮するなどの課題を抱え、将
来への展望が見いだせない超高齢化社会における新たな社会問題のことで
す。
背景には、家族や本人の病気、親の介護、離職（リストラ）、経済的困窮、
人間関係など、複合的な課題を抱えながらも、親子共倒れの問題が発生する
までSOSの声を上げることができない、現在の超高齢化社会における「家族
の孤立」が地域に潜在化していることがあります。
この作品は、二つの家族の視点で進行します。主人公（麻帆）はあることを
きっかけに「ひきこもり」は誰にでも起こり得ることだと気づきます。一
方、20年以上ひきこもり状態にある谷口とその両親は問題が長期化する中
で、解決の糸口すら見いだせないまま苦悩しています。麻帆は谷口家の抱え
る問題に寄り添い、解決策を求め行動を起こします。
急速に高齢化が進む今、8050問題は誰にでも起こりうることと認識し、地
域の人々がひきこもりなどの悩みを共有し偏見をなくすとともに、互いに助
け合うことで地域共生社会の実現をめざす人権啓発ドラマです。

はじめて認知症の人に
接するあなたへ
　　　（ＤＶＤ）

「認知症の症状についての正しい理解」と、「認知症の人への接し方の基
本」に内容をしぼり、認知症についての基礎知識を学びます。わかりやすい
解説と、大切なポイントに気づかせる適切なハウツー映像で、正しい知識を
自然と身につけることのできる教材です。

永遠の記憶
～認知症を知る～
　　（ＤＶＤ）

認知症の症状をわかりやすく表現し、立場や環境が違う人を思いやる心をも
つことの大切さを学ぶことができる教材です。
認知症を患っている拓三は、散歩の途中、公園でひとりゲームをしている少
年の大輝に出会い話しかけます。そこで拓三は大樹に草笛を教えてあげま
す。仲良くなった二人は明日も会う約束をして別れました。しかし翌日、拓
三は約束をすっかり忘れていました。高齢者を支える家族の姿、子どもたち
のふれいあいを通じて高齢者の人権を考えるドラマ形式の教材です。

「やさしく」の意味
　　　（ＤＶＤ）

　日本は２０２５年に６５歳以上の約５人に１人が認知症患者になると言わ
れています。認知症という言葉は知られていても、その多くは「どのように
接したらよいかわからない」という戸惑いのイメージが先行し、正しく理解
されていない現状があります。
　この作品は、敦賀市で開催された「小中学生の認知症サポーター作文コン
テスト」で、最優秀作品に選ばれた小学４年生（当時）・三輪実由さんの
『「やさしくする」ということ』という作文を脚色し、ドラマ形式の教育映
画にしたものです。全国の認知症患者、その家族、そして彼らを取り巻く地
域社会。一人一人が安心して暮らしていくためにできる工夫とは何かを示唆
していくものです。

ＮＥＷ

14



題　　　　名 保管 概　　　　　　　　要

余呉

30分

2006

人権

28分

2007

商工

23分

2008

人権

23分

2009

人権

１４分

2012

人権

34分

2014

人権

34分

2015

ビデオ解説

桃色のクレヨン
　（アニメ・字幕）

　人権：ビデオ・DVD

「８年ぶりに、いとこの雪ちゃんが外国から帰ってくるねん！」と喜ぶ美奈
子（小学生）。自分より１歳年上の素敵なお姉さんとの再会を、美奈子は友
だちに自慢します。ところが美奈子の前に現れた雪ちゃんは知的しょうがい
のため想像していたより幼く見えました。美奈子はそのことを隠すため友だ
ちに嘘をつき仲間はずれにされてしまいますが、雪ちゃんのやさしさに触
れ、様々なことに気付かされていきます。

小学生のための人権①
思いこみに気づく

　　（字幕副音声・DVD）

自閉症の子供たちバリアフ
リーを目指して
　　　　　　　　　(DVD)

このビデオは自閉症というしょうがいについて多くの方に知っていただきた
いと考え制作しています。保護者の方のご理解をいただき、自閉症の子供た
ちの実際の映像を使っています。

日常の人権　Ⅱ
～気づきから人権～
　　　　　　　　　(DVD)

日常生活の中でいつの間にか身についてしまった差別や偏見。今一度それを
見直してみませんか。人が人として大切にされる権利、人権を考えることな
くよりよい社会を作ることはできません。人権感覚に疎い人の言葉や態度が
差別を生みます。そして人権を侵害されて苦しんでいる人の心の痛みを分か
ろうとしないことで、新たな人権侵害が起こります。まず身近な問題から人
権について考える作品です。この作品は「外国人の人権」「しょうがい者の
人権」「部落差別」「インターネットでの人権侵害」についてドラマとド
キュメンタリーにより構成されています。まず、ドラマパートでテーマごと
に、日常にある偏見について気づきを促します。そして、どのような考え方
や行動が、偏見をなくし、ともに生きるよりよい社会へ変えていけるかを考
えていくきっかけになる作品です。

【テーマ：しょうがい者】

この作品は、ホームレスの人や身体にしょうがいのある人
の暮らしの様子などを通して、わたしたちが日常生活の中
で抱いている様々な思い込みについて考えるとともに、違
いを受け入れることの大切さについて学びます。
小学生高学年を対象に作られたものですが、大人を対象に
した学習会でも十分にご利用いただけます。

imagination
想う つながる 一歩ふみだす

　　　　　（字幕・DVD）

ラジオ局で番組パーソナリティを務めるサヤカの元には、今夜もリスナーか
らの相談の便りが届きます。現代社会に悩む様々な人々が番組を軸に心を通
わせ、明日へとつながる一歩を見つけていくドラマ教材です。
【収録テーマ】
・いじめをなくすのはアナタ（子どもの人権）
・「関わらないのが一番」それ本当？（同和問題）
・見えにくいから知ってほしい、発達しょうがいのこと（しょうがい者の人権）

人はそれぞれに『違い』があります。その中には『目に見える違い』と『目
に見えにくい違い』があげられます。この作品は『目に見えにくい違い』の
一つとして発達しょうがいをとりあげています。
　主人公のちひろは特別養護老人ホームで働く主任介護士。新しく入った介
護士直也を育てるべく奮闘するが、指示が伝わらなかったり、空気の読めな
い発言をしたりコミュニケーショーンがとりづらく、ちひろは困惑する。そ
んなある日事件が起こり、それをきっかけにちひろは直也が「アスペルガー
症候群」だと聞かされます。
「違い」を理解し、受け入れ活かしあうことの大切さを考えていきます。

秋
コスモス

桜の咲く日

    （字幕副音声・DVD）

しょうがいのある人との
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）

バリアフリー社会を目指して、しょうがい者にとっての４つのバリア（環
境、制度、情報、意識）をなくすべくたくさんの改善が行われました。しか
し、最も立ち遅れているのは意識のバリアではないでしょうか？街で困って
いるしょうがい者を見かけても、声をかけない、関わらない。そこにあるも
のは、無関心と同時にどう関わってよいかわからないという知識のなさが原
因ともいえます。この作品はしょうがい者自身の言葉で、どう関わってほし
いかを伝えています。またしょうがい者のサポートの仕方も紹介。『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、しょうがい者
が社会参加するために、自分たちに何ができるかを考えるきっかけになるこ
とをめざしたものです。安心して暮らせる社会を築いていくためには、健常
者としょうがい者が助け合うことが重要です。
街でしょうがい者に出会ったとき、どのように行動したらよいのか、実際の
場面を見ながら考えていきます。

購入年の古い順に掲載しています。
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題　　　　名 保管 概　　　　　　　　要

ビデオ解説

【テーマ：しょうがい者】 購入年の古い順に掲載しています。

人権

34分

2016

人権

35分

2018

人権

32分

2018

商工

24分

2018

人権

2１分

2019

知りたいあなたのこと
ー外見からはわからない
障害・病気を抱える人ー
　　　　（ＤＶＤ）

　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。この作品では２人の難病患者
さんと、てんかんと発達障害をもつ大学生を取材しました。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ゆく
内容です。

風の匂い
（字幕副音声・DVD）

スーパーマーケットで働く青年、歩と正人が主人公です。歩には知的しょう
がいがありますが、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２人を隔てる健常者としょうがい者という壁。そ
の壁を作っているのは誰なのか。歩との再会で正人は自分の心と向き合い壁
をなくそうと動きだします。社会的な課題「合理的配慮」についても考えて
いきます。

 
気づいて一歩ふみだすための
人権シリーズ⑤
お互いの本当が伝わる時
－障害者－
　　　（ＤＶＤ）

障害者差別解消法が改正され、平成３０年４月１日以降、民間企業ではしょ
うがいのある人の法定雇用率２．２％以上が義務化されました。各企業・事
業所がしょうがいのある人の雇用を進めていく中で、しょうがいのある人を
意図せず傷つけたり、対応にとまどったりすることを防ぐため、企業内研修
で必要な配慮やしょうがいのある人との心のバリアを取り除くヒントとなる
内容が具体的事例として、盛り込まれています。
①見えない人(視覚障害のある人)に対する配慮とは
②車椅子の人への配慮
③発達障害のある人とのコミュニケーション
④障害には医学モデルと社会モデルがあること　　　※事例についてはDVDの表記のまま

心のバリアフリーを
めざして
　
　　　　　　（ＤＶＤ）

障害者差別解消法に合理的配慮の提供義務が明記されましたが、しょうがい
のある人が身近にいないので、どう接すればいいのか分からないという声が
あります。この教材は、しょうがいについて正しく知ること、必要な配慮に
ついて学び、いい距離感のコミュニケーションとはどのようなものかを考え
る内容になっています。合理的配慮については、実例をあげてわかりやすく
説明しています。

障害のある人と人権
　　　（ＤＶＤ）

　ユニバーサル社会とは、しょうがいの有無にかかわらず、女性も男性も、
高齢者も若者も、全ての人がお互いの人権や尊厳を大切にし、支えあい、誰
もが生き生きとした人生を享受することのできる社会のことです。
　しょうがいのある人もない人も誰もが住みよいユニバーサル社会をつくる
ためにはどうしたら良いのでしょうか。
　このＤＶＤでは、しょうがいのある人が直面する人権問題やその問題を解
決ずるための取組などを具体的に紹介し、「しょうがいのある人と人権」に
ついて考えていきます。

借用申し込みは各保管場所へ

お願いします。
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題　　名 保管 概　　　　　　　　要

人権  

59分

2008

虎姫

40分

2009

人権  

28分

2009

人権

23分

2009

商工

35分

2010

商工

36分

2011

今、地域社会と職場の人権
は！

                             (DVD)

「増え続ける高齢者の問題」「子育てする女性の問題」「パワ・セク・ハ
ラスメントの問題」「同和問題」に視点をあて、だれもが地域と職場で、
自分の持っている能力や個性を発揮し、生きがいを持って働ける環境づく
りの大切さを問いかけていきます。
そして、皆が「いきいきと安全で安心できる社会」の取り組みと、共に支
え合う「共生社会」の実現をめざす学習教材です。
日常、地域・職場の中に潜んでる様々な人権問題について「気づき」、鋭
い人権感覚と豊かな人権意識を身につける学習教材で、
　　①第１章：高齢社会の中の地域社会と職場の人権
　　②第２章：子育てと働く女性の職場と人権
　　③第３章：ハラスメントを見逃さない職場と人権
　　④第４章：同和問題、差別のない明るい社会を！
の４部構成のドラマで、映像を止めて話し合うことができるようになって
います。

学びをとおして確かな解決
とゆたかな自分を
                　　　   (DVD)

日常の人権　Ⅱ
～気づきから人権～
　　　　　　　　　(DVD)

同和問題と人権
～あなたはどう考えますか～
　　（アニメ・字幕・DVD)

紡ぎだす未来
　　　　　　　　　(字幕)
　　　　　　　　（ＶＨ
Ｓ）

現代社会にいまだひそむ差別。ここでは、在日コリアンとして悩み過ごし
てきた男と、父から部落出身者であると打ち明けられ衝撃を受ける若者を
中心に話が展開していく。男は在日2世として二つの名前を持たざるをえな
い現実を背負って生きてきた。若者は賃貸物件を扱う会社勤務の中で入居
差別の現場に出会う。秘密がばれて差別されるのではないかとビクビクす
る部落出身者。告白することを周りが受け入れてくれるだろうかという不
安。二人はやがて互いを理解し、信頼しあうようになる。そして、知らな
いことは見えていないこと、気づくことによって差別が解消に向かうこと
を若者は肌で理解するようになる。この作品の特徴は、３０分過ぎにビデ
オが停止し、意見交換を促す場面となり、最後に登場人物が心情を述べる
場面になること。

ビデオ解説

【テーマ：同和問題】

草津市で発行されている啓発紙「めざめ」の内容をもとに、次の３つの
テーマを設けて、それぞれVTRと懇談（話題提供）形式の構成となってい
ます。
①「身近な人権問題をとおして、解決への具体的な手立てを考える」
　 ～「いじめ問題」をとおして～（24分）
②「部落の歴史を正しく知り、偏見をなくす」（20分）
③「同和教育はすべての人の幸せにつながっていることを学ぶ」（15分）

 
声を聞かせて
　　　　（アニメ・DVD）

携帯電話は、もはや単なる『電話機』ではありません。メールやインター
ネットなど様々な機能を持つようになり、大人も含めて「ケータイがない
と不安」な『携帯依存症』をつくり出しています。ケータイを子どもが持
つということはどういう環境に子どもたちを置くことを意味するのか。私
たちはこの現実にどう向き合っていけばよいのか、一緒に考えてみません
か。この映画では、インターネット上の差別的な書き込みなど、今なお差
別意識が残っている『同和問題』についても取り上げています。

友一・佳美・美優・由香・西原の５人は、休日を利用して友一の実家に帰
省する道すがら、故郷の話がきっかけとなり、みんなで同和問題について
話し合うことになりました。部落差別、同和問題についての印象や考えは
みんな様々で、同和地区出身の友一の父友造・母恵子の体験も聞いて、知
識を深めることにしました。
同和問題とは一体どのような問題なのか、どうしてこのような問題が存在
し、何故なくならないのか。同和問題を正しく理解し、同和問題を解決す
るためにはどうすればよいのか。このビデオを見ながら、一緒に考えてみ
ましょう。

日常生活の中でいつの間にか身についてしまった差別や偏見。今一度それ
を見直してみませんか。人が人として大切にされる権利、人権を考えるこ
となくよりよい社会を作ることはできません。人権感覚に疎い人の言葉や
態度が差別を生みます。そして人権を侵害されて苦しんでいる人の心の痛
みを分かろうとしないことで、新たな人権侵害が起こります。まず身近な
問題から人権について考える作品です。この作品は「外国人の人権」
「しょうがい者の人権」「部落差別」「インターネットでの人権侵害」に
ついてドラマとドキュメンタリーにより構成されています。まず、ドラマ
パートでテーマごとに、日常にある偏見について気づきを促します。そし
て、どのような考え方や行動が、偏見をなくし、ともに生きるよりよい社
会へ変えていけるかを考えていくきっかけになる作品です。

購入年の古い順に掲載しています。
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題　　名 保管 概　　　　　　　　要

ビデオ解説

【テーマ：同和問題】 購入年の古い順に掲載しています。

人権

24分

2011

人権

36分

2014

人権

61分
19分

2014

人権

34分

2015

人権

32分

2016

あなたに伝えたいこと

　　（字幕副音声・DVD）

同和問題は日本の歴史の中で作られたわが国特有の人権問題です。今なお
さまざまの課題が残されています。
近年インターネットの利便性とともに、誤った理解による差別的な書き込
みがあります。
この作品の主人公は、ごく普通の若い女性です。彼女の結婚話を中心に、
恋人や友人、家族などとのかかわりを通して同和問題が他人事ではないこ
と、自分の祖母や母がつらい思いをしてきたことを知ります。
ネット上の情報だけでなく実際に人とふれあう中で、お互いを正しく知り
合うことが同和問題やすべての差別をなくしていくために重要であること
を学びます。

人権アーカイブシリーズ
１．同和問題
～過去からの証言・未来へ
の提言～
2.同和問題　未来に向けて

（字幕音声・ＤＶＤ２枚
組）

「同和問題～過去からの証言、未来への提言～」は、人権教育・啓発担当
者向け、また「同和問題　未来に向けて」は、一般市民向けの人権啓発教
材として作成されています。（平成２６年度法務省委託 人権啓発教材）
１．同和問題～過去からの証言、未来への提言～（６１分）
　同和問題に関する基本的な知識、歴史的経緯、そして問題の本質につい
て、学識者や行政担当者、当事者のインタビューを軸に解説しています。
２．同和問題　未来に向けて（１９分）
　同和問題と結婚差別をテーマとしたドラマです。
　奈々子と公平は、結婚を前提に交際していましたが、公平の出身地には
同和地区が多いと知った両親の反応から、奈々子は同和問題に対して真剣
に向き合い始めます。

光射す空へ

　　　（アニメ・DVD）

同和地区・被差別部落と呼ばれる地区の出身者や住民に対する差別、性同
一性障害や性的指向における少数派の人々、若年性認知症と診断された
人々に対する誤解や偏見など、人権課題はさまざまです。
この作品では、大学生の主人公が家庭や、学校生活を通じて「正しい知識
と理解」「多様性の受容と尊重」の大切さをわかりやすく描いている大人
向けアニメーションです。誰もが人権を尊重され自分らしく生きていける
社会について考えていく作品です。

imagination
想う つながる 一歩ふみだす

　　　　　（字幕・DVD）

私の中の差別意識
部落差別問題から考える

                             (DVD)

この作品では、ドキュメンタリーを通し、差別された人々の心の痛みを伝
えつつ、どうすれば差別がなくなるのか考えるきっかけを提供します。そ
して、自らの差別意識に気づき、正しい知識や判断力を持つことの大切さ
を伝えます。
パート１　現代の部落差別の特徴のひとつは、インターネットでの悪質な
書き込みなど、差別問題が見えにくくなっているということです。それゆ
え、人々は差別問題に関して無関心になりつつあります。差別とは何か、
考えてみましょう。
パート２　差別について深く考えす偏見を持ち続ける人々と、結婚差別に
苦しむ女性のインタビューを通して、なぜ差別は残るのか考えてみましょ
う。
パート３　人権啓発に取り組む人々からの語りかけを通じ、あなたの中に
ある差別・偏見について考えてみましょう。

ラジオ局で番組パーソナリティを務めるサヤカの元には、今夜もリスナー
からの相談の便りが届きます。現代社会に悩む様々な人々が番組を軸に心
を通わせ、明日へとつながる一歩を見つけていくドラマ教材です。
【収録テーマ】
・いじめをなくすのはアナタ（子どもの人権）
・「関わらないのが一番」それ本当？（同和問題）
・見えにくいから知ってほしい、発達しょうがいのこと（しょうがい者の
人権）
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題　　名 保管 概　　　　　　　　要

ビデオ解説

【テーマ：同和問題】 購入年の古い順に掲載しています。

人権

１７分

2017

商工

２８分

2019

人権

２４分

2020

人権

２５分

2020

「部落の心を伝えたい」ビ

デオシリーズ

第３２巻　ネット差別を許

すな！！

ー川口泰司—

（ＤＶＤ）

今、ネット空間を主戦場に部落差別が展開。差別情報の拡散、「部落地名
総鑑」公開など、「ネットを悪用した部落差別」の現実を解説。何が問題
で、どう解決するのか、道筋を示す。
●形を変えた部落差別
ネット上で部落／部落出身者が晒される。無法地帯化するネット上の差別
の現実を差別ハガキを送られた当事者自らが語る。
●「寝た子」はネットで起こされる
無知・無理解。無関心な人ほど危ない！ネット社会の危険性と構造を解き
明かし、行政、企業、個人でのネット対策を提起。
●ビーカーの泥
人間の心の奥底にある偏見、差別。「ビーカーの底に沈殿した泥」に例え
取り除く人権教育の必要性を訴える。

今そこにいる人と、しっか

りと出会う

　　 （字幕・ＤＶＤ)

同和問題はわが国固有の人権問題であり、日本の長い歴史の発展の中で形
作られた身分差別によって、形成されたものです。生まれた場所や住んで
いる場所だけで偏見をもたれ、差別されるという理不尽な差別といえま
す。
いま、現代社会でもさまざまな差別の問題が起こっています。本作では、
同和問題について理解を深めていただくと同時に、同和問題をモチーフ
に、人と人がしっかり出会い、差別とどう向き合っていくかについてのヒ
ントになる作品となるように構成しました。ドラマ形式で描いていますの
で、登場人物の気持ちに寄り添って視聴することができます。

部落の心を伝えたい

つなぐ×なくす

　　　 （字幕・ＤＶＤ)

グローバル（世界とつながる）＋ローカル（地域にこだわる）岡本氏は、
グローカルな生き方で人権問題と向き合う。アメリカに於ける先住民族や
黒人への差別、日本に於ける部落差別や障がい者差別、それらの過酷な現
実を体験する中で、摑み取った独自の具体的実践の数々。
父が代表理事を務めるタウンスペースWAKWAKの事務局長として大阪北
部地震後の地元同和地区の再生事業にも取り組む。同地区には日本各地は
もとより海外からも多くの人々がフィールドワークに訪れるようになっ
た。
「つなぐ」から「なくす」、そして「共に生きる」へ。
確かなビジョンを抱きエネルギッシュに活動する今を、原体験である13年
前の北米縦断1万キロの映像も交えて描いた作品。

そんなの気にしない
—同和問題—

　（字幕・副音声・DVD）

この作品は、２人の友だち同士が主人公です。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時に返っ
てきた言葉です。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２人はすれ違っていきます。プラスのイ
メージをもっていることに、人は「気にしない」とは言いません。普段何
気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
いことに気づかされます。そして壁を乗り越えるのもまた相手を信じる力
だということを作品で伝えています。

ＮＥＷ

ＮＥＷ
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題　　　　名 保管 概　　　　　　　　要

人権
湖北
余呉

西浅井

41分

2007

人権

23分

2009

商工

35分

2010

人権

１８分

2010

人権

3１分

2012

ビデオ解説

名前…それは燃える命
　　　　　　　　　(字幕)
　　　　（ＶＨＳ）

紡ぎだす未来
　　　　　　　　　(字幕)
　　　　　　（ＶＨＳ）

現代社会にいまだひそむ差別。ここでは、在日コリアンとして悩み過ごして
きた男と、父から部落出身者であると打ち明けられ衝撃を受ける若者を中心
に話が展開していく。男は在日2世として二つの名前を持たざるをえない現
実を背負って生きてきた。若者は賃貸物件を扱う会社勤務の中で入居差別の
現場に出会う。秘密がばれて差別されるのではないかとビクビクする部落出
身者。告白することを周りが受け入れてくれるだろうかという不安。二人は
やがて互いを理解し、信頼しあうようになる。そして、知らないことは見え
ていないこと、気づくことによって差別が解消に向かうことを若者は肌で理
解するようになる。この作品の特徴は、３０分過ぎにビデオが停止し、意見
交換を促す場面となり、最後に登場人物が心情を述べる場面になること。

【ドラマ編】（３０分）
ひかるの父親はブラジル人です。ひかるは小坂を中心としたクラスの男の子
グループから、ブラジル人の子どもというだけで嫌がらせを受けていまし
た。そんなひかるを同じクラスの今日子は助けてあげたいと思いながらも、
なかなかうまくは言えませんでした。今日子は、ひかるがお母さんからピア
ノを習っていることを聞き、ひかるの家で一緒にピアノを習うことを両親に
相談します。父親は、ブラジル人の家でピアノを習うことに良い顔をしませ
んでしたが、母親の説得により、今日子がピアノを習うことに理解を示し、
今日子のピアノ通いが始まりました。しばらくして、学校で音楽発表会をす
ることになり、ひかると今日子は思い切ってピアノの演奏に立候補します。
一生懸命練習する二人ですが、そこに小坂たちの邪魔が入り・・・。
【解説編】（１１分）
タレントのアグネス・チャンさんが、人権についての考えや自身の体験談を
語り、普段起こっている様々な問題点やお互いが理解しあうことの大切さを
解説します。（滋賀県人権施策推進課 企画）

【テーマ：外国人】

響け 大地に、人の心に
　　　　　（字幕・DVD）

桜が舞い散る新学期。４年３組の新しい担任になったのは、姜明子(ｶﾝﾐｮﾝ
ｼﾞｬ)先生でした。名前のことでケンカになったよりかと平吉に、姜先生は宿
題を出します。「自分の名前のことを調べて、みんなの前で発表して下さ
い。」
両親の深い愛情に気づいたよりか、ブラジル移民の祖父を誇りに思う平吉。
そして姜先生にも、自分の名前への深い思いがありました。
ビデオの最後には、ゴダイゴの『ビューティフルネーム』が流れます。その
歌詞をぜひ最後まで鑑賞してください。

日常生活の中でいつの間にか身についてしまった差別や偏見。今一度それを
見直してみませんか。人が人として大切にされる権利、人権を考えることな
くよりよい社会を作ることはできません。人権感覚に疎い人の言葉や態度が
差別を生みます。そして人権を侵害されて苦しんでいる人の心の痛みを分か
ろうとしないことで、新たな人権侵害が起こります。まず身近な問題から人
権について考える作品です。この作品は「外国人の人権」「しょうがい者の
人権」「部落差別」「インターネットでの人権侵害」についてドラマとド
キュメンタリーにより構成されています。まず、ドラマパートでテーマごと
に、日常にある偏見について気づきを促します。そして、どのような考え方
や行動が、偏見をなくし、ともに生きるよりよい社会へ変えていけるかを考
えていくきっかけになる作品です。

日常の人権　Ⅱ
～気づきから人権～
　　　　　　　　　(DVD)

虹のきずな

　（アニメ・字幕副音声・
　　DVD）

小学校の図書館で読み聞かせのボランティアをしている大学生のひかりは、
いつも独りぼっちでいる男の子、ワン・タオロンと出会う。中国からやって
きたタオロンは、下手な日本語を笑われるのが嫌で、同級生になかなか話し
かけられずにいたが、そんな態度が誤解を生み、いじめられるようになって
いた。
そんなある日、ひかりは絵本を読んで泣いているタオロンに気づく・・・。
このアニメでは、タオロンをいじめる子どもたちの様子や絵本のお話を通し
て、差別に対する「傍観者」あるいは「無関心」という立場に焦点を当て、
様々な問題を自分の問題として考えること、人と人とがしっかりとコミュニ
ケーションをとること、自立した考えや行動をとることの大切さを学びま
す。

購入年の古い順に掲載しています。
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題　　　　名 保管 概　　　　　　　　要

ビデオ解説

【テーマ：外国人】 購入年の古い順に掲載しています。

人権

36分

2012

人権

33分
2016

人権

35分

2016

人権

36分

2019

サラーマット
　～あなたの言葉で～
　　　　　（ＤＶＤ）

この作品の主人公珠美は、新しく職場に来たフィリピン人のミランダに対
し、様々な「違い」を「壁」だと捉え、面倒な存在だと感じています。しか
し、自分とは異なる文化や考え方を持つミランダとの対立や交流を通して、
珠美は新たな視点に気づかされ、「違い」は様々な問題解決の糸口になるこ
とも学んでいきます。珠美とミランダの姿を通して外国人は「受け入れてあ
げる存在」でも「労働力」でもなく、助け合うことができる対等な仲間であ
ること、ＳＮＳを傷つけるための道具としてではなく、人の心と心をつない
でいくために利用する様子を描きます。
　「違い」は壁ではなく、自分自身を成長させ、地域を豊かにする源です。
異なる文化の人たちを、共に未来をつくる新しい存在として尊重し、互いに
高め合っていく。そんな多文化共生社会の実現をめざす人権啓発ドラマで
す。

わっかカフェへようこそ
～ココロまじわるヨリドコ

ロ～
（字幕・副音声・DVD）

　あなたには「心のよりどころ」がありますか？
忙しい日常に追われて、誰かと「心を交流する」ことを、おろそかにしていま
せんか？　心を通わすことができる･･･そんな場所がありさえすれば･･･
　
●三色団子の向こう側・・・初めてスマートフォンを持つ中学生が主人公
●世代をつなぐ柏餅　・・・高齢者の生きがいと若い世代の交流を描いていま
す
●ｺﾝﾍﾟｲﾄｳの来た道　  ・・・日本に住む外国人とどう向き合うかなげかけます

　インターネットと人権・高齢者の人権・外国人の人権の3つのテーマが収録
   されています。

  外国人と人権
違いを認め、共に生きる

　　　　（ＤＶＤ）

日本を訪れる外国人も、日本で暮らす外国人も年々増えている中、外国人の
人権に関わる様々な問題が起きています。
外国人に対する偏見や差別をなくし、お互いの文化を受け入れ共存していく
には･･･。
３つのオムニバスドラマと解説から学びます。

ほんとの空

　（字幕副音声・DVD）

私たちは、自分や家族の生活を守るために、誤解や偏見に気づかず、他者を
排除したり、傷つけたりしてしまうことがあります。
この物語の主人公・弓枝もそんな一人。いつも空や雲のことを考えていて友
だちのいない息子の輝が、原発事故により福島から避難してきた少年・龍太
と意気投合し、自宅に招いて夕食をともにします。そのお礼にと龍太の母親
からもらった福島産の草木染を、最初は喜んでいた弓枝でしたが、見えない
放射能の恐ろしさから捨ててしまいます。その事実を知った輝が家を飛び出
した時、初めて自分の犯した過ちに気づいた弓枝。この事件をきっかけに始
まったタイ人夫婦との交流などを通じて、自分の偏見に気づき、お互いを認
め合うことによって、人と人とのつながりや絆を深めていく大切さについて
学びます。

借用申し込みは、各保管場所へお願いしま

す。複数本保管している場合、「字幕」「ＤＶ

Ｄ」の表示があるものでも、保管場所によっ

ては「字幕なし」「ビデオ」の場合がありますの

で、事前に保管場所へご確認ください。
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題　　　　名 保管 概　　　　　　　　要

人権

30分

2006

余呉

30分

2006

人権

56分
20分

2015

人権

32分

2016

人権

25分

2016

人権

３５分

2020

ビデオ解説

この作品は、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ー平沢保治物語ー」をもとに作ら
れたものです。「国立療養所多摩全生園」に住む平沢さんの家におつかいに
きた正太に、平沢さんが語りかける形で物語が進んでいきます。これからの
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、そして「人権」の大切さを語りかけています。

未来への虹
～ぼくのおじさんは、
　　　ハンセン病～

　　　　　人権：ビデオ
　　　　　高月：DVD

１．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ハンセン病問題に関する歴史的経
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
を中心にわかりやすく簡潔にまとめています。
２．ハンセン病についての誤った認識や、ハンセン病を理由に強制的に隔離
されてきた人々の悲しみに気づき改めて考えるきっかけとなるように、一般
市民向けに構成されたドラマ教材です。

人権アーカイブシリーズ

１．ハンセン病問題
～過去からの証言、未来への提言～

２．家族で考えるハンセン病
　　  （字幕副音声・DVD）

自閉症の子供たちバリアフ
リーを目指して
　　　　　　　　　(DVD)

このビデオは自閉症というしょうがいについて多くの方に知っていただきた
いと考え制作しています。保護者の方のご理解をいただき、自閉症の子供た
ちの実際の映像を使っています。

【テーマ：患者】

　
               （キム　テ グ）

こんにちは 金 泰九さん
　　　　（字幕・DVD）

らい予防法が廃止された翌年の1997年から、広島県にある盈進中学高等学
校ヒューマンライツ部では、現在260名程の入所者が療養生活を送る長島愛
生園を訪問し、ハンセン病に対するきびしい差別、その悲しい歴史とその中
を生き抜いた人々の「生きる意味」「生き抜いた証」を聞き取る体験学習を
続けています。この作品は、当時中学2年生の後藤さんが、そうした活動の
中で書いた作文が全国中学生人権作文コンテストで法務大臣賞を受賞しまし
た。
この作品は、その作文の内容を映像化し、人権侵害の歴史を二度と繰り返さ
ないよう訴えるドキュメンタリーです。

ハンセン病問題を知る
～元患者と家族の思い～
　　　　（字幕・DVD）

らい予防法が廃止された翌年の1997年から、広島県にある盈進中学高等学
校ヒューマンライツ部では、現在260名程の入所者が療養生活を送る長島愛
生園を訪問し、ハンセン病に対するきびしい差別、その悲しい歴史とその中
を生き抜いた人々の「生きる意味」「生き抜いた証」を聞き取る体験学習を
続けています。この作品は、当時中学2年生の後藤さんが、そうした活動の
中で書いた作文が全国中学生人権作文コンテストで法務大臣賞を受賞しまし
た。
この作品は、その作文の内容を映像化し、人権侵害の歴史を二度と繰り返さ
ないよう訴えるドキュメンタリーです。

光射す空へ

（字幕副音声
　　　　アニメ・DVD）

同和地区・被差別部落と呼ばれる地区の出身者や住民に対する差別、性同一
性障害や性的指向における少数派の人々、若年性認知症と診断された人々に
対する誤解や偏見など、人権課題はさまざまです。
この作品では、大学生の主人公が家庭や、学校生活を通じて「正しい知識と
理解」「多様性の受容と尊重」の大切さをわかりやすく描いている大人向け
アニメーションです。誰もが人権を尊重され自分らしく生きていける社会に
ついて考えていく作品です。

購入年の古い順に掲載しています。

ＮＥＷ
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題　　　　名 保管 概　　　　　　　　要

商工
虎姫

35分

2008

商工

25分

2008

商工

24分

2008

人権
木之本

27分

2008

商工

25分

2009

商工

24分

2009

公正採用選考のこころ
　　　　　　　　　(DVD)

結婚相手の有無、実家からの通勤かなどを場当たり的に尋ねる社長。動揺か
ら不採用となった２人の男女が、その時の面接官と再会することから物語が
展開します。初めは誤りに気づかなかった面接官が、２人の話に耳を傾ける
に従って２人の心の内を理解できるようになり、面接の改善に取り組みま
す。評価項目や履歴書・応募書類などの検討と社長も含めた模擬面接をしよ
うと社長を説得する部下たち。そして、その願いがついに認められます。企
業イメージが、面接によってもすぐ広がる時代となったことも取り上げられ
ています。

選考基準
～公正な採用のために～

父がリストラされたことを気にかける男と、父が面接官の女。中心人物２人
の若い男女が面接を受ける場面での問題点があぶり出されます。面接で、志
願者を緊張させ、じろじろ見ながら体型のことなどを話す悪い例、志願者を
リラックスさせ志願動機などの本音を引き出すよい例がわかりやすく描かれ
ています。
採用選考はその人の人生に大きな影響を及ぼします。選考には、その会社で
必要とされる適正と能力のみを判断するための質問をすべきなのに、本人の
能力とは無関係の質問がついされることがあります。自宅通勤かどうかや、
学校の卒業歴などは不適切な質問であり、何を学んできたかや将来の夢など
を質問すべきであると訴えています。採用する側とされる側、それぞれの思
いがよく描かれており、作文のテーマ検討や模擬面接の必要性も理解できる
ように制作されています。

ビデオ解説

人権は、現代社会を生きる私たちにとって重要なキーワードであり、人権的
な視点を考え方の基本にしていくことは、今後ますます求められます。その
ために、普段の何気ない日常の中での“気づき”を大切にすることがまず必
要ですが、それを“行動”に結びつけていくには、さらに大きなハードルが
あります。私たちの暮らしの中で、人権を守ることの大切さがわかっていな
がら、なかなかそれを行動に移せないことは多いものです。
私たちを行動から遠ざけている理由は何でしょうか。このビデオでは、セク
シュアル・ハラスメント、個人情報の保護、同和問題に関わる三つのケース
を設定して、皆さんに行動するかしないかの分岐点を提示します。その時、
自分なりにどのように行動できるか、できないか、そしてその理由を考える
中で人権をいかに行動につなげていくかを考えていきます。

ワーク・ライフ・バランス
を知っていますか？
～働くオトコたちの声～
               　　　    (DVD)

人権を行動する
～その時あなたは
　　　どうしますか？～
　　　　　　（ＶＨＳ）

セクシュアル・ハラスメント
～しない　させない
　　　　　　許さない～
                （ＶＨＳ）

セクハラが社会的な問題として取り上げられるようになってからすでに久し
く、セクハラに対する認識は、私たちの社会にかなり浸透してきたかに見え
ます。しかし実際は、減少するどころか、一向に後を絶たないのが現状で
す。このような実態を打開するためにも、セクハラについての認識を新たに
する必要があります。この作品では、身体に触ったり、いやらしい話をする
などの従来型のセクハラは、取り上げていません。一歩進んだセクハラ防止
ビデオとなっています。

ワーク・ライフ・バランスという言葉を知っていますか？それは、「仕事」
と「生活」を調和させるライフスタイルのこと。家庭や会社など私達の身近
なところで、すでに様々な取り組みが始まっています。このＤＶＤでは、
ワーク・ライフ・バランス社会の実現をめざす企業や、仕事と家庭の理想的
なバランスを実践する人々の姿をドキュメンタリータッチで紹介します。
【このＤＶＤで紹介している企業・人々】
株式会社カミテ、未来工業株式会社、松下電器産業株式会社、株式会社東レ
経営研究所 代表取締役社長、石川県健康福祉部少子化対策監室 子ども政策
課課長、メディカルケア虎ノ門 理事長・院長、ＮＰＯ法人ファザーリング・
ジャパン 代表理事 （内閣府男女共同参画局 企画）

こころに咲く花
　　　　　　　　  (DVD)

職場でのいじめに心を痛める主人公。一方、息子がいじめにあっていること
には気づきません。力ずくで相手を上回れば問題が解決するのではなく、相
手を思いやる一人ひとりの豊かな心が重要であることに気づいた主人公は、
いじめの解決に向けて行動を起こします。
現在いじめは、学校や家庭、子どもの世界にとどまらず、地域や職場など大
人の世界でも起こっており、その根は同じであることを訴えています。いじ
めが起こったとき、傍観者ではなく勇気を持って一歩を踏み出せば解決につ
ながることを、情感豊かに描いています。

【テーマ：職場】 購入年の古い順に掲載しています。
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題　　　　名 保管 概　　　　　　　　要

ビデオ解説

【テーマ：職場】 購入年の古い順に掲載しています。

商工

26分

2009

商工
虎姫

30分

2009

商工

26分

2009

商工

20分

2010

商工

22分

2010

商工

25分

2010

メンタルヘルスと人権
　　　　　　　  　 (DVD)

私が私らしくあるために
～職場のコミュニケーショ
ンと人権～
　　　　　　（ＤＶＤ）

出産後職場復帰した主人公が、忙しい職場の同僚全員に気持ちの余裕がない
ことに心を痛めます。相手の立場に立てず思いやりの言葉一つかけられない
上司、パソコンに向かってばかりの者やメールで事足れりとする若手。そし
てついにプレゼンで大失態を演じた職場はチーム崩壊の危機に向かいます。
上司失格かもと自信喪失の上司に、主人公が自分の言葉で伝えること、相手
の心の内を想像することの重要性を訴えます。やがて、ちょっとした言葉の
積み重ねがチームの前進・結束を生むことに皆が気づくようになり、職場に
笑顔が戻ってきました。

ある商品製造会社で働く会社員をモデルにした作品で、無遅刻無欠勤だった
彼が、日々の過重な業務とパワハラによって疲れていきます。妻とのありふ
れた日々にも亀裂がうまれ、やがてうつ病へ、そして回復期から職場復帰ま
で。うつ病の彼を取り巻く人々、上司・同僚・家族と当事者本人の視点から
考える問題提起型ドラマです。
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ビデオです。
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。

働きやすい職場をめざして
～こころの健康と人権～
            (ＤＶＤ）

働きにくい職場を自然な場面設定で、具体的に伝えています。うつ病は怠け
心や弱い心から起こると考えるのは誤解で、ストレスが蓄積されると誰にで
も起こりうることをわかりやすく描いています。ストレスは、多忙で過重負
担であったり、メール等肉声によらないコミュニケーションに頼ったりする
職場に発生します。それらを防ぐには、相手の立場を考えて聴くこと、伝え
ることが大切です。聴くとは、相手の話を最後まできく、相づちを打つ、反
復する。伝えるとはⅠ（アイ）メッセージ（私は～と思う）、というように
具体場面で示しています。心の健康が人権を大切にすることであることを簡
潔にわかりやすく表現しています。

防ごうパワーハラスメント
　　　　　　　　　(字幕)
　　　　　　（ＶＨＳ）

ミニドラマとナレーションで職場のパワハラ問題を扱う。年々難しくなる職
場の人間関係。そんな中にあって、パワハラから陰湿ないじめへと発展する
ケース、最悪自殺者が出ることもあると警鐘を鳴らす。出産を終え、現場復
帰した女性に対して残業の強要・無視・仕事情報を与えないなどの場面が展
開される。言葉の暴力による人格否定や暴力的行為では、自らの言動を相手
がどう受けてめているか気づいていないことが多い。適切な教育的指導をす
ることによって部下の能力を引き出すにはどうすればよいか。相手の状況・
気持ちを知り尊重するためのコミュニケーションの大切さを強調し、思いや
りや励ましの言葉の実際を紹介している。上司教育にふさわしい。２０分と
短時間なので使用しやすい。

見て分かる
パワーハラスメント対策 ２
～管理職がパワハラ加害者
にならないために～
　　　　　　　　　(DVD)

従業員のモラル低下やメンタルヘルス不調、解職など、多くの問題はパワハ
ラとともに起こっていて、組織を相手取った裁判などに発展するケースもあ
ります。パワハラとは、上司と部下の間の個人的なもめごとではなく、組織
的な対応を求められる問題です。業務を進める上で、管理職から部下への指
導・指示は不可欠で、そこでどのような言動がパワハラとなり、どうすれば
パワハラにならないように指導することができるのか。その点について、パ
ワハラによる訴訟・労災について、管理職のタイプ別（自己中心型・過干渉
型・事なかれ型・無責任型）による事例を通してわかりやすく説明していま
す。この作品には、管理職必須の知識が盛り込まれています。

ねちねちと部下を注意・指導する上司と嫌気がさして意欲喪失の部下。現代
は人間関係が変化し、成果主義や能力主義によって様々なパワーハラスメン
トが起きやすくなっています。正規社員・パート・派遣従業員など複雑な会
社組織、些細な言葉の行き違いや受け止め方の落差、プライバシーの侵害な
どがパワーハラスメントの背景にあります。ここでは、パワハラについての
定義と６つの型を具体的な場面で描いており、専門家の分析・助言も挿入さ
れます。一つの行為が部下への教育か、または熱血指導か単にしかっている
だけか、あるいはパワハラか。その土台にあるのは人間関係・信頼関係であ
り、普段からのコミュニケーションの重要さ・人間関係を努力で変えられる
ことを訴えています。そして最後には改善策を示しています。この作品は管
理職から非正規従業員までへのパワハラ防止の基本となるビデオです。

見て分かる
パワーハラスメント対策 １
～気づこう！パワーハラス
メント～
　　　　　　　　　(DVD)
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題　　　　名 保管 概　　　　　　　　要

ビデオ解説

【テーマ：職場】 購入年の古い順に掲載しています。

商工

36分

2011

商工

21分

2011

商工

22分

2011

商工

20分

2011

人権

24分

2011

商工

28分

2012

それぞれの立場　それぞれ
のきもち
～職場のダイバーシティと
人権～

　　　　　　　（ＤＶＤ）

私の中の差別意識
部落差別問題から考える

                           (DVD)

この作品では、ドキュメンタリーを通し、差別された人々の心の痛みを伝え
つつ、どうすれば差別がなくなるのか考えるきっかけを提供します。そし
て、自らの差別意識に気づき、正しい知識や判断力を持つことの大切さを伝
えます。
パート１　現代の部落差別の特徴のひとつは、インターネットでの悪質な書き込み
など、差別問題が見えにくくなっているということです。それゆえ、人々は差別問
題に関して無関心になりつつあります。差別とは何か、考えてみましょう。
パート２　差別について深く考えす偏見を持ち続ける人々と、結婚差別に苦しむ女
性のインタビューを通して、なぜ差別は残るのか考えてみましょう。
パート３　人権啓発に取り組む人々からの語りかけを通じ、あなたの中にある差
別・偏見について考えてみましょう。

今、地域社会と職場の人権
は！

                            (DVD)

「増え続ける高齢者の問題」「子育てする女性の問題」「パワ・セク・ハラ
スメントの問題」「同和問題」に視点をあて、だれもが地域と職場で、自分
の持っている能力や個性を発揮し、生きがいを持って働ける環境づくりの大
切さを問いかけていきます。そして、皆が「いきいきと安全で安心できる社
会」の取り組みと、共に支え合う「共生社会」の実現をめざす学習教材で
す。
日常、地域・職場の中に潜んでる様々な人権問題について「気づき」、鋭い
人権感覚と豊かな人権意識を身につける学習教材で、
　　①第１章：高齢社会の中の地域社会と職場の人権
　　②第２章：子育てと働く女性の職場と人権
　　③第３章：ハラスメントを見逃さない職場と人権
　　④第４章：同和問題、差別のない明るい社会を！
の４部構成のドラマで、映像を止めて話し合うことができるようになってい
ます。

見てわかる改正均等法のセ
クハラ対策
セクハラ対策と管理職の役
割
－部下の相談を受けるとき
－

                　　　（DVD)

もしセクハラの「加害者」と「被害者」が自分の部下だったら、管理職はど
うすれば良いのでしょうか。対応方法や相談の受け方の例をわかりやすく解
説しています。
《主な内容》
　　●セクハラ対策と管理職の役割
　　●セクハラ被害を受けた部下からの相談の受け方
　　●二次被害とは
　　●セクハラを防止するために

男女共同参画時代のセク
シャル・ハラスメント
１：セクシャル・ハラスメ
ントの対策事例
                          （DVD)

職場のセクシャル・ハラスメント対策の是非は、組織の姿勢にかかっていま
す。組織としても行政としてもセクシャル・ハラスメント防止対策に取り組
んでいる福井県武生市と、企業でありかつ教育機関でもある予備校・河合塾
での対策を通して、セクシャル・ハラスメントの起きる原因や効果的な取り
組み事例を見ていきます。対策のあり方から原因など本質について考える教
材です。

一連のドラマの中で、日常の職場で起こりそうな出来事を取り上げます。年
代や経験、価値観の異なるメンバーそれぞれがどのような思いを持っている
のかを描き、コミュニケーションの重要性やダイバーシティの考えに沿っ
て、問題解決のヒントを示していきます。また、ダイバーシティを理解する
ヒントとなる「ユニバーサルデザイン」にも触れ、ダイバーシティの理念を
わかりやすく学べる人権啓発教材です。
７つの場面から構成されています。
　　①働く女性たち～仕事と家庭の間で～
　　②上司と部下～思い込みが生むすれ違い～
　　③こころの健康と周囲の気づき～職場のメンタルヘルス～
　　④働き方と働きがい～仕事のモチベーション
　　⑤仲間への思いやり～相手の気持ちを想像する～
　　⑥ユニバーサルデザインが教えてくれること～仲間の多様さを知る～
　　⑦職場のダイバーシティ～多様な仲間を受け容れる～

どんな言動がなぜセクシャル・ハラスメントになるのか、同じ事をしても許
される人とそうでない人がいるのは何故なのか。判りにくいという声が依然
多いのが、こうした部分です。被害者を主体に考えなくてはいけないという
人権の考え方を判りやすく説明するほか、実際の職場で起こりがちな例で、
その言動が何故セクシャル・ハラスメントに相当するのかを解き明かしま
す。

男女共同参画時代のセク
シャル・ハラスメント
２：セクシャル・ハラスメ
ントの対策事例
                          （DVD)
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題　　　　名 保管 概　　　　　　　　要

ビデオ解説

【テーマ：職場】 購入年の古い順に掲載しています。

商工

22分

2012

商工

28分

2012

商工

22分

2013

商工

23分

2014

商工

27分

2014

商工

25分

2015

自他尊重のコミュニケー
ションと職場の人権2
～相手の立場で考える～

　　　　　　　（DVD）

職場で体験しがちな身近なエピソードを、それぞれの異なる立場の登場人物
にスポットをあて、お互いを尊重するコミュケーションの大切さを考えてい
く作品である。
以下の４部構成になっている。
　　①「好意が重すぎるぅ！」
　　②「理系って冷たい？」
　　③「年上の部下、年下の上司」
　　④「ワーク・ライフ・バランス」

職場の人権
～相手の気持ちを考える～

　　　　　　　（DVD）

立場や条件の異なる仲間と、互いの人権を尊重しながらより良い職場環境を
つくるためにはどうすればよいか。この作品は、パワハラやセクハラ、コ
ミュニケーション不足で起こるトラブルを防ぐために、「相手の気持ち」を
理解することの重要性を説いています。
６部構成　　①派遣社員の気持ち　正社員の気持ち
　　　　　　②上司の気持ち　部下の気持ち
　　　　　　③女の気持ち　男の気持ち
　　　　　　④気持ちを想像する
　　　　　　⑤きもちを伝える
　　　　　　⑥ダイバーシティ

元気な職場をつくる
メンタルヘルス５
１．自分の健康は
　　　自分で守る！

                    　（DVD）

セルフケアのポイントは１、ストレス、メンタルヘルスに対して正しく理解
する２、ストレスに気づく３、ストレスに対処するの３点です。「職業性ス
トレスモデル」に沿って事例ドラマを分析。「仕事のストレス要因」「仕事
以外のストレス要因」「個人の要因」「緩衛要因」を正しく理解し、ストレ
スへの気づき、それぞれの対処方法を解説していきます。
＜主な内容＞
　　●事例ドラマ
　　●セルフケアとは
　　●職業性ストレスモデルの解説
　　●ストレスへの気づき
　　●ストレスの対処　　など

人権のヒント～職場編～
気づきのためのエピソード
集

　　　　　　　（ＤＶＤ）

ごく普通の会社員の日常を描きながら、日頃は気づかない「人権のヒント」
を探り、職場のなかで私たちが考えるべき人権問題について提起している。
　　①「男女の役割」
　　②「セクシュアル・ハラスメント」
　　③「パワー・ハラスメント」
　　④「双方向のコミュニケーションがつくるもの」
　　⑤「アサーティブな主張」
　　⑥「障がい者との共生」
　　⑦「出自で差別」
　　⑧「ダイバーシティーの尊重」
以上の８部構成になっています。

心のケアと人権
～職場編～

　　　　　　　（ＤＶＤ）

中堅サラリーマンの佐伯は、配置転換後にストレスと仕事の過重により欠勤
がちとなる。服装も乱れ、表情も暗くなり、業務の効率も悪くなった。上司
の鈴木は、叱責したり励ましたりして業務を進行させようとするが、状況は
悪くなる一方だ。
ある日、職場でトラブルを起こした佐伯は病院に行くことになり、うつ病と
診断された。それでも、周囲は「さぼり」とか、「仕事のできない言い訳」
などと陰口を叩く。今後の対処について悩む鈴木は、人事労務担当の課長と
面談し、課内の問題点について話し合う。何でも話し合え、お互いに支え合
う職場環境を作ることが大切だと悟った鈴木は、佐伯も含め、課内のミー
ティングを開く。そこで、お互いに支え合う職場環境作りを目指すことを宣
言する。

職場の日常から考える
～パワーハラスメント～

　　　　　　　（ＤＶＤ）

この作品は、とある企業の人事部に飛び込んでくる様々な問題を、厚生労働
省の報告書の内容を踏まえた４部構成によるドラマで描いています。

　　１．パワハラの生まれるところ
　　２．見えない・気づかないパワハラ
　　３．誰もがパワーを持っている
　　４．パワハラのない職場をめざして
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題　　　　名 保管 概　　　　　　　　要

ビデオ解説

【テーマ：職場】 購入年の古い順に掲載しています。

商工

25分

2015

商工

25分

2015

商工

22分

2015

商工

25分

2015

商工

21分

2016

商工

25分

2016

商工

45分

2016

元気な職場をつくる
メンタルヘルス５
２．自分でできる
ストレスコントロール

　　　　　　　（DVD）

仕事をしている以上、ストレスと無縁ではいられません。ストレスの影響を
少なくするために、日常生活の中ですぐにできるストレス解消法をたくさん
持つことが重要です。この教材では「職業性ストレスモデル」の各プロセス
に注目。要因ごとに４つの視点からセルフケアのための１０の方法をわかり
やすく紹介します。
＜主な内容＞
　　●職業性ストレスモデル
　　●セルフケアのための１０の方法
（仕事のストレスを減らす、仕事以外のストレスを減らす、個人の要因を改善す
る、緩衛要因を増やす）　など

フェアな会社で働きたい

　　　　　（DVD）

企業がさまざまなステークホルダーの人権を尊重することは、現代の企業に
とって必須のことであり、またそのための社員教育も重要になっています。
しかし、社員が、人権啓発について、具体的に自分のこととして捕らえるこ
とは難しいことでもあります。人事部の新入社員の体験をドラマにして、公
正な採用選考をはじめとする企業における人権のあり方について学ぶ教材と
して製作しました。
　　○ハラスメントを生まない気づき
　　　　①セクシュアルハラスメント
　　○ハラスメントを生まない気づき
　　　　②パワーハラスメント
　　○その人自身を知る①外国人
　　○その人自身を知る②しょうがい者
　　○誰もが働きやすいために
　　○いつもフェア（公正）であることで

多様性を尊重した職場のコ
ミュニケーションと人権Ⅱ

　　　　　　　（DVD）

外国人社員や障がいのある社員の増加等、あらゆる場面で職場の多様化が進
む現代社会。企業で働くメンバーが、相手の“多様性”（個）に目を向け、
それを尊重するコミュニケーションをとることが必要となってきています。
相手の価値観や想いに目を向け、それを意識することで円滑で働きがいのあ
る職場になるのです。企業の多様化が原因で発生する人権課題とその解決の
ヒントを分かりやすく描くドラマ教材です。

なぜ企業に人権啓発が必要
なのか

　　　　　　　（DVD）

企業にとっての人権啓発とは何なのでしょうか？具体的な人権課題を並べて
みましょう。頭では、差別や偏見なく、人権に配慮して行動しなければいけ
ないと知っているとは思いますが、では、自分の日々の業務の中で、何がで
きるのでしょうか。
この教材は、人権啓発を考えるためのヒントを、企業を舞台に日常の会社生
活の一コマを切り取ったわかりやすいドラマとして構成し、あらためて考え
ていただくための素材としてご活用いただけるよう製作しました。
　　チャプター１：ハラスメントに気づく①
　　チャプター２：ハラスメントに気づく②
　　チャプター３：しょうがい者と自然に
　　チャプター４：外国人に学ぶ
　　チャプター５：性の垣根を越えて
　　チャプター６：適性と能力のみで採用されたい

その人権問題わたしなら
どうする？
会社編
(DVD)

様々な人権問題を通して、もしも登場人物の立場になったら、自分はどう行
動するのかを考える視聴者参加型の教材です。
　　・部長がセクハラ、部下が被害者
　　・部下を注意したらセクハラと言われて
　　・鬱の社員を守るか、関わらないか迷う課長
　　・部下がADHD、チームから外してとの要望が
　　・ＨＩＶ　陽性の部下の人権を守るために

元気な職場をつくるメンタ
ルヘルス
第3巻こうすればできる！職
場復帰　　　（DVD）

企業の人事担当者から取材した実際の出来事を16のショートドラマとして構
成し、わかりやすく解説しています。視聴者が今見たドラマには一体どんな
人権問題が含まれているのでしょうか？もしくはいないのでしょうか？自分
がそのシーンに遭遇したら・・・？視聴者とドラマ出演者が学び、悩み、考
えることができる教材です。

うつ病にかかった職員が、復職してから再発するまでをドラマ化したもので
す。本人、上司、部下それぞれの視点から「復職」を見ることができるた
め、職場復帰についての研修にも適しています。

新・人権入門
（DVD）
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題　　　　名 保管 概　　　　　　　　要

ビデオ解説

【テーマ：職場】 購入年の古い順に掲載しています。

商工

20分

2017

商工

20分

2017

商工

３６分

2017

商工

2４分

2017

商工

2３分

2017

人権

20分

2017

商工
人権

103
分

2018

誰もがその人らしく
～LGBT～
（字幕・副音声・DVD）

「LGBT（エル・ジー・ビー・ティ）」という言葉を聞いたことがあります
か？LGBTの人たちに対する社会の偏見はまだまだ強いのが現状です。ＬＧＢ
Ｔは、他人事ではなく、誰もが自分らしく生きることを考えていくうえで、全
ての人々に関わりのあることではないでしょうか。
多様な性について知る、理解することが、だれもが生きやすい社会を作る一歩
になるのではないでしょうか。

なくそう！職場に潜む心の
病
　～人権尊重の基本に傾聴
がある～
　
　　　　　　(字幕・DVD)

職場での人権関係に悩む人は少なくありません。その背景として考えられる
のが、従業員一人ひとりの仕事量の増加、スピード化、そして成果主義がス
トレスの源となっていることです。特に、職場の活力となるはずの30代が、
上司と若手を繋ぐ世代であるが故に精神的、肉体的に追い込まれています。
そこでこの作品では、傾聴法を取り入れて働きやすい職場に変えていった3
つの事例を紹介し、職場の人間関係を良くするためには、「いかに話せる
か」よりの「いかに聞けるか（傾聴できるか）」の方が、重要であることを
訴えます。
　　事例1.新入社員の男
　　事例2.女性が活躍できる職場へ
　　事例3.板ばさみになった課長

「元気な職場をつくるメン
タルヘルス」
　第２巻　ストレス一日決算
　　　　主義のセルフケア」

　　　　　　　(字幕・DVD)

セルフケアの面で大切なことのひとつに、”ストレス
を溜めない”ことがあります。”ストレス一日決算”
を一日の生活の中でどのようにしていくかを説く
DVDです。

ケーススタディーで学ぶシ
リーズ
　その人権問題　わたしならど
うする？地域編
　
　　　　　　　　　(DVD)

人間が人間らしく生きる権利、人権。それが侵害される場面が、私たちの生
活の中に存在しています。たとえ人権の知識があっても、複雑な人間関係が
絡み合い、自分が正しいと考える方を選択することが困難な場合がありま
す。この作品は、さまざまな人権問題を通して、もしも登場人物の立場に
なったら自分はどう行動するかを考える、視聴者参加型の人権学習映像集で
す。
　　1.しょうがい者
　　2.ホームレス
　　3.外国人
　　4.性同一性障害
　　5.同和

「元気な職場をつくるメン
タルヘルス」
　第１巻　管理職による
　　　　メンタルヘルス」
　　　　　　　(字幕・DVD)

上司と部下の円滑なコミュニケーションはとても大切
なものです。このDVDは、部下からの業務報告を受け
る際の管理職の対応の場面で、上司による傾聴技法を
わかりやすく解説しています。

自他尊重のコミュニケー
ションと職場の人権1
　ハラスメントの視点から
　
　　　　　　　　　(DVD)

企業活動に人権的視点を
～ＣＳＲで会社が変わる・
社会が変わる～
　　　　　　（ＤＶＤ）

CSR（企業の社会的責任）や人権課題に積極的に取り組んでいる企業の活動を
まとめたDVDである。
経営者や従業員などにおける実際の取り組みの様子や、地域の人々の声などを
紹介する。
●事例１：障がい者雇用　　●事例２：高齢者雇用
●事例３：ワーク・ライフ・バランス　　●事例４：継続的な震災復興支援
●事例５：人権に関する社会貢献

働きやすい職場環境をつくるには、社員それぞれがお互いの立場を理解し尊
重し合い、適切にコミュニケーションをとっていくことが大切です。この教
材は、職場の身近なコミュニケーション不全がハラスメントの問題につな
がっていくことをドラマ形式でわかりやすく伝え、どうすれば健全な職場環
境を育てることができるか皆で考えていくための教材です。
　　事例1.上司と部下
　　事例2.女性と男性
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題　　　　名 保管 概　　　　　　　　要

ビデオ解説

【テーマ：職場】 購入年の古い順に掲載しています。

商工

23分

2018

商工

23分

2018

商工

30分

2018

商工

21分

2018

商工

24分

2018

アサーティブな対応で防ぐ
グレーゾーンのパワーハラ
スメント
　　　　　　（ＤＶＤ）

職場でのハラスメントは、人間関係に起因しているケースが多くあります。他
者も自分も大切にするコミュニケーションの方法である「アサーティブ」によ
り、伝え方や受け止め方を変えることで、人間関係の不和の予防・解決を目指
します。各事例を用いて、実践的にアサーティブなコミュニケーションについ
て学ぶことができます。
①　グレーゾーンのパワーハラスメント
グレーゾーンのパワーハラスメントとは、強制されることが業務の適正な範囲
内かどうか判断が難しい。または業務の適正な範囲内だが、伝え方などに問題
がある場合をいいます。

アサーティブな対応で防ぐ
グレーゾーンのセクシャル
ハラスメント
　　　　  　　(DVD)

職場でのハラスメントは、人間関係に起因しているケースが多くあります。他
者も自分も大切にするコミュニケーションの方法である「アサーティブ」によ
り、伝え方や受け止め方を変えることで、人間関係の不和の予防・解決を目指
します。各事例を用いて、実践的にアサーティブなコミュニケーションについ
て学ぶことができます。

②　グレーゾーンのセクシャルハラスメント
グレーゾーンのセクシャルハラスメントとは、セクハラだとは感じている人は
いるが、その感じ方に合理性・妥当性があるか判断しづらい言動のことです。

マタハラのない職場づくり
のために
マタハラ防止の基礎知識
                    （ＤＶＤ)

マタハラ被害の多くは、法律や規則等を知らないことや、妊産婦の個別性や体
調などに関する無理解が原因で起きています。
この教材では、マタハラとなる事例の型と原因をベースに妊娠・出産・育児・
介護等をめぐる法律や妊産婦の体調などについても解説と事例を交えて、分か
り易く解説します。パタハラ対策にも対応しています。

【主な内容】
①マタハラとは
②状態への嫌がらせ型
③制度等への嫌がらせ型
④マタハラが起きる原因　他

メンタルヘルス
　セルフケア＆ラインケア
　　　　　　（DVD）

多様な働き方が進む中で、ハラスメントや長時間労働などのストレスによって
メンタルヘルス不調になる人が増えています。うつ病などで苦しんでいる人は
１００万人を超えているといわれています。
『メンタルヘルス』では、セルフケアを中心にラインケア、ストレスの基礎知
識、ストレスコーピング、職場のメンタルヘルス対策等について、イラストや
データを豊富に盛り込んでわかりやすく解説しています。
【CONTENTS】
①自分の変化に気づく～セルフケア～
ストレスの原因／ストレスコーピング（対処法）／リフレーミング（発想の転
換）等
②部下の変化に気づく～ラインケア～
　行動の変化／管理監督者の役割　等
③ストレスチェックと組織の取り組み
　課題と展望／メンタルヘルス対策　等
④防止対策

 
気づいて一歩ふみだすため
の人権シリーズ⑤
お互いの本当が伝わる時
－障害者－
　　　（ＤＶＤ）

障害者差別解消法が改正され、平成３０年４月１日以降、民間企業ではしょ
うがいのある人の法定雇用率２．２％以上が義務化されました。各企業・事
業所がしょうがいのある人の雇用を進めていく中で、しょうがいのある人を
意図せず傷つけたり、対応にとまどったりすることを防ぐため、企業内研修
で必要な配慮やしょうがいのある人との心のバリアを取り除くヒントとなる
内容が具体的事例として、盛り込まれています。
①見えない人(視覚障害のある人)に対する配慮とは
②車椅子の人への配慮
③発達障害のある人とのコミュニケーション
④障害には医学モデルと社会モデルがあること　　　※事例についてはDVDの表記のまま
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題　　　　名 保管 概　　　　　　　　要

ビデオ解説

【テーマ：職場】 購入年の古い順に掲載しています。

商工
人権

96分

2019

商工

27分

2019

商工

25分

2019

商工

25分

2019

商工

23分

2020

商工

25分

2020

「マタニティハラスメント」
～女性が安心して働ける職場環
境に～
（ＤＶＤ）

厚生労働省調査でも２０％の女性が職場でマタハラを受けているという実態が明ら
かになっていた。マタハラの言動と対応、さらには具体的な防止対策についてイラ
ストやデータも用いて解説されている。
①マタハラとは　　　 ②妊娠で降格は違法　　　　③妊娠の報告を受けた時
④少ない女性管理職　 ⑤パタニティハラスメント　⑥具体的な防止対策

プログラム４「最新対処法アン
ガーマネジメント」
　セクハラ・パワハラ処方箋
（ＤＶＤ）

アンガーマネジメントとは、ハラスメントを防ぐための最新対処法です。最近は、
この研修を受ける企業幹部も増えています。どのように怒りをコントロールするか
を具体的に示してくれます。このＤＶＤでは、アンガーマネジメント研修会の様子
を扱ったもので、大変わかりやすい内容となっています。

「職場のハラスメント再点検
あなたの理解で大丈夫です
か？」
第１巻　パワーハラスメント編
「そんなつもりではなかった」
では済まされない。
（ＤＶＤ）

 職場のハラスメント問題で一たび事件が起こると、加害者（行為者）たちは「そん
なつもりではなかった」と言います。こうした発言から、加害者たちはハラスメン
ト問題の本質を理解していないために、ハラスメント行為に至ったことが分かりま
す。このシリーズではそうした人たちの理解促進のため、加害者の目線を取り入れ
て事例を展開しています。また被害者の訴えも見せることで、加害者との意識の差
を再確認することができる教材です。
第1巻 パワーハラスメント編 「そんなつもりではなかった」では済まされない
事例1　ハイパフォーマー上司
    ・具体性のない叱責　　・酒席での反省会
    ・パワハラを起こしやすい人の特徴
事例2　事なかれ上司
    ・部下を褒め、判断をしない上司
    ・ミスは任せられた部下のせい？
    ・部下を上手に褒める方法
事例3　パワハラを訴えられた上司
    ・パワハラのチェックポイント

「職場のハラスメント再点検
あなたの理解で大丈夫です
か？」
第２巻　セクシャルハラスメン
ト編「決めるのはあなたではな
い」
（ＤＶＤ）

第2巻 セクシュアルハラスメント編 決めるのはあなたではない
【主な内容】
    セクハラのジャッジポイント
    女性の部下を育てたい男性上司
    写真を社外に送信する新人
    女性同士のセクハラ
    アンコンシャス・バイアスによるセクハラ
    擬似恋愛型セクハラ
    マタハラ型セクハラ
    LGBTへのセクハラ

「ハラスメントのない職場づく
り」　第3巻　工場・作業現場
編
（ＤＶＤ）

ハラスメントが多い職場は、社員のメンタルヘルスを悪化させ、業績にまで悪影響
を及ぼします。ハラスメントを放置しておくと、問題が発生した際には企業も賠償
責任を負う可能性があります。 本DVDはドラマと解説を視聴するだけの従来の形式
とは違い、階層、職種別のドラマを通じてハラスメントが組織に及ぼす悪影響につ
いてディスカッションを通じて考えさせることで、ハラスメントのない職場づくり
に向けての意識とノウハウが身につく映像コンテンツです。
また、本巻は、事務オフィスではなく、工場や作業現場でおきる設定になっており
ます。

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～（ＤＶＤ）

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、これらの人々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。

ＮＥＷ

ＮＥＷ
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題　　　　名 保管 概　　　　　　　　要

ビデオ解説

【テーマ：職場】 購入年の古い順に掲載しています。

商工

25分

2020

商工

25分

2020

商工

29分

2020

商工

25分

2020

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
（ＤＶＤ）

性的少数者の割合は、３～10％存在すると言われています。もし、こうした社員か
ら、上司として、同僚として相談を受けたらどうしますか?　決してテレビや外国で
のできごとではありません。2017年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。身近で緊
急に学ばなければならない課題をわかりやすく扱っています。

「セクシャルハラスメント」
（ＤＶＤ）

セクハラに関するトラブルや相談は一向に減らない。なぜセクハラが起きるのか、
どうすればなくせるのかを今一度しっかりと考えてみることが大切である。被害者
にも加害者にもならないためにこうしたことを伝えている教材である。
① セクハラとは
② 現状と事例
③ 被害を受けたとき
④ 相談を受けたとき
⑤ 事業主の義務

「パワハラを学ぶ」～基礎から
防止対策まで～
（ＤＶＤ）

全国の労働局に寄せられるパワハラの相談も７万件を超えて毎年増え続けている。
『パワハラを学ぶ』では、パワハラの被害や同僚から相談を受けた時の対応、相手
のモチベーションをアップさせる指導法等についてイラストやデータを豊富に盛り
込んでわかりやすく解説している。
①パワハラとは　       ②パワハラの背景　        ③正しい指導法
④被害を受けたとき　  ⑤相談を受けたとき　     ⑥防止対策

介護離職を乗り越える
～ある企業の取り組みに学ぶ～
（ＤＶＤ）

介護に関わる男性が増えており、今後も着実に増えていくことが予想され、男女を
問わず企業における大きな課題となっています。このＤＶＤでは、介護休暇などの
対応を考え始めた中小企業の具体例が紹介されています。ドキュメンタリーとドラ
マを通して、介護や働き方改革を考える一作です。

ＮＥＷ

ＮＥＷ

ＮＥＷ

ＮＥＷ
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題　　　　名 保管 概　　　　　　　　要

人権
虎姫
湖北
余呉

西浅井

25分

2007

人権

３０分

2014

人権

31分

2015

人権

32分

2016

人権

35分

2016

人権

20分

2017

人権

36分

2017

「LGBT（エル・ジー・ビー・ティ）」という言葉を聞いたことがありますか？
LGBTの人たちに対する社会の偏見はまだまだ強いのが現状です。ＬＧＢＴは、
他人事ではなく、誰もが自分らしく生きることを考えていくうえで、全ての人々
に関わりのあることではないでしょうか。
多様な性について知る、理解することが、だれもが生きやすい社会を作る一歩に
なるのではないでしょうか。

光射す空へ

　　　　（アニメ・DVD）

同和地区・被差別部落と呼ばれる地区の出身者や住民に対する差別、性同一
性障害や性的指向における少数派の人々、若年性認知症と診断された人々に
対する誤解や偏見など、人権課題はさまざまです。
この作品では、大学生の主人公が家庭や、学校生活を通じて「正しい知識と
理解」「多様性の受容と尊重」の大切さをわかりやすく描いている大人向け
アニメーションです。誰もが人権を尊重され自分らしく生きていける社会に
ついて考えていく作品です。

わっかカフェへようこそ
～ココロまじわるヨリドコロ
～
（字幕・副音声・DVD）

　あなたには「心のよりどころ」がありますか？
忙しい日常に追われて、誰かと「心を交流する」ことを、おろそかにしていませ
んか？　心を通わすことができる･･･そんな場所がありさえすれば･･･
　
●三色団子の向こう側・・・初めてスマートフォンを持つ中学生が主人公
●世代をつなぐ柏餅　・・・高齢者の生きがいと若い世代の交流を描いています
●ｺﾝﾍﾟｲﾄｳの来た道　  ・・・日本に住む外国人とどう向き合うかなげかけます

　インターネットと人権・高齢者の人権・外国人の人権の3つのテーマが収録
   されています。

あした咲く

（字幕・副音声・DVD）

「女性が輝く社会」の実現に向けて、平成27年８月の「女性活躍推進法」成
立をはじめこれまで様々な取り組みが進められてきましたが、現状は、女性
の能力発揮のための環境整備等や意識改革は必ずしも十分ではありません。
また女性の家事、育児、介護における負担も多い状況にあります。
この作品には生き方の異なる姉妹のそれぞれの立場ゆえの悩みや葛藤が描か
れています。姉妹での対立や父との対話、そして地域の人達とのふれあいを
通して別の視点や価値観に気づきます。
性別に関わらずその個性と能力を発揮し、ともに輝ける共生社会をめざすた
め、一人ひとりができることを考えます。

誰もがその人らしく
～LGBT～
　（字幕・副音声・DVD）

ビデオ解説

家庭の中の人権
カラフル

　　　　　（字幕・DVD）

このDVDでは、両親と人生の巣立ちを迎えた子どもたちの会話を通じて、家
庭の中にある人権課題を取り上げています。
【収録テーマ】
　　・他人の噂　—誰もが知らず知らずのうちに…
　　・子どもの就職　—名刺に格付け？
　　・子どもの結婚　—親の理想と価値観
　　・LGBT　—"普通"という思いこみ
　　・多様性を認めるカラフルな社会へ

めぐみ
～拉致という、自由を奪う
行為を忘れないでください
～
　　　 （アニメ・DVD）

このDVDビデオは、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
動の模様を描いたドキュメンタリー・アニメです。拉致とい
う国家的陰謀に巻き込まれた普通の家族。それから３０年
・・・。娘を取り戻したいという強い思いが、人を、国を、
世界を動かしていきます。アメリカ人ジャーナリストが描い
た、ニュースでは届かない家族の愛の物語。

【テーマ：その他】

あなたが  あなたらしく
生きるために
性的マイノリティと人権

　　　　　　　（DVD）

性・セクシュアリティはとても多様です。しかし、性的マイノリティに関し
てネガティブな情報が多かったり、あるいは否定的にとらえる人もおり、マ
イノリティの生きづらさにつながっています。
この教材では、性的マイノリティについて正しい理解を持ち、さらに誰もが
自分らしく毎日を過ごすため、立場の異なる一人ひとりが何をすべきか、ま
た社会全体がどんな取り組みをすべきなのかを、２本のドラマと解説で構成
しています。
（平成２６年度 法務省委託 人権啓発教材）

購入年の古い順に掲載しています。
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題　　　　名 保管 概　　　　　　　　要

ビデオ解説

【テーマ：その他】 購入年の古い順に掲載しています。

人権

32分

2018

人権

２１分
１８分

2018

人権

38分

2018

商工

20分

2018

人権

36分

2019

人権

28分

2019

この作品の主人公珠美は、新しく職場に来たフィリピン人のミランダに対
し、様々な「違い」を「壁」だと捉え、面倒な存在だと感じています。しか
し、自分とは異なる文化や考え方を持つミランダとの対立や交流を通して、
珠美は新たな視点に気づかされ、「違い」は様々な問題解決の糸口になるこ
とも学んでいきます。珠美とミランダの姿を通して外国人は「受け入れてあ
げる存在」でも「労働力」でもなく、助け合うことができる対等な仲間であ
ること、ＳＮＳを傷つけるための道具としてではなく、人の心と心をつない
でいくために利用する様子を描きます。
　「違い」は壁ではなく、自分自身を成長させ、地域を豊かにする源です。
異なる文化の人たちを、共に未来をつくる新しい存在として尊重し、互いに
高め合っていく。そんな多文化共生社会の実現をめざす人権をめざす人権啓
発ドラマです。

岸本誠の目からウロコの
LGBT基礎講座
   （字幕・DVD）

セクシュアルマイノリティの⼈に対する偏⾒や差別をなくすためには、多様な性のあり
⽅について理解をめ、その違いを尊重することが⼤切です。この教材は、LGBTにつ
いて基礎の基礎から、現状、さらには「これから」について、講義形式でわかりやすく
丁寧に解説しています。

情報モラルを身につけよ
う！
小学生のスマホの安全な使
い方教室　１巻・２巻
　　　　　（ＤＶＤ）

子どものスマホ所有率は急激に増加しており、使用開始の低年齢化も進行し
ています。しかし、スマホは正しく使用しないと自分や相手を傷つけたり、
危険な目にあうことになります。そのような目に合わないためには情報モラ
ルを身につけることが大切です。相手の気持ちを考え、ルールを守ってスマ
ホやネットを利用することが様々なトラブルからを守ることにつながりま
す。この教材では、事例をドラマで描き安全で正しいスマホの使い方をわか
りやすく解説しています。

Voice　人権の教室
　　　　（ＤＶＤ）

中学生・高校生3人が招待状を見ながら休日の教室に集まると、そこで人権
の授業がはじまります。そして3人は大切なものに気づいていきます。
●岩崎恭子さんがオリンピック・パラリンピックの歴史を紹介。実は人権の
歴史でもあった。
●ラジオで北朝鮮にいる拉致被害者へ、日本から声を発信し続けている村尾
建兒さんが解説。
●いじめにより死を選んだ小森香澄さんの詞に込められた想いとは。母　美
登里さんが語る。
●パラリンピックの競技「ブラインド・サッカー」。視覚しょうがい者・晴
眼者がともに競技したりスタッフやボランティアが支える姿を紹介。

ＬＧＢＴを知ろう
　　　　（ＤＶＤ）

ＬＧＢＴの人たちを取り巻く現状を理解し、職場や教育現場でどのように具
体的に取り組んでいけばよいのかを、イラストやデータ、事例などを豊富に
盛り込んでわかりやすく解説しています。
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、2017
年度からは高校の教科書にも盛り込まれます。 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の防止
が事業主の義務となります。

パパは女子高生だった！
　　　　　（ＤＶＤ）

女性から男性へ性別転換し、結婚、その後二人の子をもつ父親となった前田
良（３７）。一審、二審で敗訴しながら、最高裁で勝訴、日本で初めて戸籍
上で実子と認めさせた。イラストレーターの妻の絵を使った処女作「パパは
女子高生だった」も絶賛発売中だ。

サラーマット
　～あなたの言葉で～
　　　　　（ＤＶＤ）
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題　　　　名 保管 概　　　　　　　　要

ビデオ解説

【テーマ：その他】 購入年の古い順に掲載しています。

人権

36分

2020

カンパニュラの夢
　　　 （字幕・ＤＶＤ)

作品のテーマは、「超高齢化社会とひきこもり（8050問題）」です。
近年、主に「80代」の高齢の親が「50代」のひきこもりが長期化した子を
支えている家庭が増加しています。「8050問題」とは、こうした家庭が地
域社会との接点を失い、親子ともども生活が困窮するなどの課題を抱え、将
来への展望が見いだせない超高齢化社会における新たな社会問題のことで
す。
背景には、家族や本人の病気、親の介護、離職（リストラ）、経済的困窮、
人間関係など、複合的な課題を抱えながらも、親子共倒れの問題が発生する
までSOSの声を上げることができない、現在の超高齢化社会における「家族
の孤立」が地域に潜在化していることがあります。
この作品は、二つの家族の視点で進行します。主人公（麻帆）はあることを
きっかけに「ひきこもり」は誰にでも起こり得ることだと気づきます。一
方、20年以上ひきこもり状態にある谷口とその両親は問題が長期化する中
で、解決の糸口すら見いだせないまま苦悩しています。麻帆は谷口家の抱え
る問題に寄り添い、解決策を求め行動を起こします。
急速に高齢化が進む今、8050問題は誰にでも起こりうることと認識し、地
域の人々がひきこもりなどの悩みを共有し偏見をなくすとともに、互いに助
け合うことで地域共生社会の実現をめざす人権啓発ドラマです。

ＮＥＷ

借用申し込みは各保管場所へ

お願いします。
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長浜市・長浜市人権尊重都市推進会議

長浜市人権尊重都市宣言

わたくしたち長浜市民は、すべての人々の基本

的人権が尊重され、かけがえのない人生をよりし

あわせに過ごせる社会の実現を願っています。

わたくしたちは、日本国憲法および世界人権宣

言の基本精神に基づき、市民相互の愛と信頼の

確立に努め、あらゆる差別のない平和で明るいま

ちを築くため、ここに長浜市を『人権尊重都市』と

することを宣言します。

★人権・・・・・人権施策推進課 （℡ ６５－６５６０）

★商工・・・・・商工振興課 （℡ ６５－８７６６）

★びわ・・・・・びわまちづくりセンター （℡ ７２－４３００）

★虎姫・・・・・虎姫コミュニティセンター （℡ ７３－３６５５）

★湖北・・・・・湖北まちづくりセンター （℡ ７８－１２８７）

★木之本・・・・木之本総合センター （℡ ８２－３４９７）

★余呉・・・・・余呉図書室（余呉文化ホール内）（℡ ８６－８１０７）

★西浅井・・・・西浅井まちづくりセンター （℡ ８９－１１２５）


