
同和問題 子ども 女性 外国人 感染症 高齢者 障害者
様々な
人　権

DVD 35 和歌山県／共和教育映画社 ２（Ｄ：１） ２００７年

今日も　よか天気たい DVD 35 共和教育映画社 1 ２００７年

DVD 25 内閣官房拉致問題対策本部事務局 1 ２００８年

こころに咲く花 DVD 35 （財）兵庫県人権啓発協会／東映 1 ２００７年

DVD 28
法務省人権擁護局/人権教育啓発推進セン
ター 1 2008年

老いを生きる
－今日も何処かで高齢者のサインが！－

同和問題と人権
－あなたはどうかんがえますか－

この物語は、視覚障害のある一人の女性”京子”を通じて、周りの人が「人権」の大切さに気づいていくス
トーリー展開になっています。　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きます。　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がいを見つけていきます。

109 誰もが通らなければならない老いの問題を自分のこととして捉え、日常生活の中で高齢者に対するやさしさや
思いやりの心が、態度や行動に表れるような人権感覚を身につける作品です。（明日はわが身かもしれない認
知症の問題と不幸にも家族から受ける虐待。　現代社会を描く感動の人権教育啓発ドラマ。）

114

113

同和問題は、日本固有の人権問題です。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、考えま
しょう。

115

このアニメ「めぐみ」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。

めぐみ

人権問題の種類

〇

〇

〇

〇 〇

〇

製作年

  人権啓発ビデオ一覧表 

今、学校や地域でのいじめ、職場でのパワハラ、セクハラが人権侵害として大きな社会問題になっています。
このドラマでは、いじめの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、勇気をもって声を
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かけます。

116

No タイトル 時間(分) 企画/製作会社 本数



同和問題 子ども 女性 外国人 感染症 高齢者 障害者
様々な
人　権

人権問題の種類
製作年No タイトル 時間(分) 企画/製作会社 本数

声を聞かせて DVD 40 北九州市/東映株式会社 1 ２００８年

ありったけの勇気 DVD 27 東映株式会社 1 ２００７年

ふるさとをください ＤＶＤ 94 きょうされん １ ２００８年

ＤＶＤ 20 人権政策確立要求大阪実行委員会 1 ２０１１年

夢のつづき ＤＶＤ 40 北九州市/東映株式会社 1 ２００７年

ＤＶＤ 54 大阪府教育委員会／東映株式会社 1 ２００７年

このＤＶＤは、在日外国人が学校や社会で経験するさまざまな葛藤を描きながら、本名を名のり、看護師とし
て前向きに生きようとする在日韓国人３世の姿を通して、名前や国籍の違いを認め合い、それぞれの生き方・
考え方を大切にして相互に理解し合うことの必要性を学び、すべての人の人権が尊重される豊かな社会の実現
について考えるきっかけとしています。

119

124

子どもたちは「いじめは良くない・悪いことだ」と心の中では思っていても、「自分がいじめられるので
は？」という不安から、いじめる側に回ったり、見て見ないふりをしてしまうのではないでしょうか。　この
ドラマでは、友達との関わりや相手の気持ちを考えることの大切さ、いじめをなくすためにお互い認め合い、
本音で話せる関係づくりなど、いじめに立ち向かう勇気の大切さを伝えます。

〇 〇 〇

〇

〇

〇

〇

〇

携帯電話は、もはや単なる“電話機”ではなく、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」なケータイ依存までもつくり出しています。このケータイを子ど
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
合っていけばいいのか、一緒に考えてみませんか。このＤＶＤ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る「同和問題」についても取り上げています。

調べられた土地　避けられた地域

118

まだまだ誤解と偏見が多い精神障害分野にストレートに焦点をあて、障害のある人が市民として暮らしていく
中で本人の葛藤や、地域の環境づくりなどを取り上げています。

ホームタウン　朴英美（パク・ヨンミ）のまち

近年、急速な少子高齢化の進展により、総人口に占める高齢者の割合は大きくなる一方です。　そうした中、
高齢者に対する虐待や悪質商法などの人権侵害が社会問題となっています。　このＤＶＤは、家族の中で疎外
感を抱く高齢者、認知症を患う高齢者、その介護に疲れ果てた高齢者や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。

120 　２００７年に大阪で発覚した「土地差別調査事件」について、実際の報告書や調査員のインタビューなど
で、事件の概要を説明。事件を生み出す府民の意識やその背景にある問題点などを識者のインタビューで解説
しています。

117

123



同和問題 子ども 女性 外国人 感染症 高齢者 障害者
様々な
人　権

人権問題の種類
製作年No タイトル 時間(分) 企画/製作会社 本数

DVD 29 大阪人権問題映像啓発推進協議会 1 ２００７年

DVD 24 大阪人権問題映像啓発推進協議会 1 ２００７年

ＤＶＤ 25 東映株式会社 1 ２００８年

ＤＶＤ 36 兵庫県・（公財）兵庫県人権啓発協会／東映株式会社 1 ２０１２年

ＤＶＤ 33 株式会社　映学社 1 ２０１４年

ＤＶＤ ６１／１９ 東映株式会社 1 ２０１５年

ほんとの空

高齢者や外国人に対する排除、不利益な扱い、根強く残っている同和問題や原発事故に伴う風評被害など、多
くの人権問題の根底には、私たちの誤った考え方や思い込み、偏見という「意識」が存在しています。　この
ドラマでは、一人ひとりがそれらに気づき、人と深く向き合うこと、他者への気持ちに共感する大切さを考え
ます。

127

125

差別意識の解消に向けて〈第１巻・一般向け〉

　家を購入したり、マンションを借りたりするなど住宅を選ぶ際に、同和地区やそこに含む校区にある物件を
避ける人が、今なお多くいるのはなぜでしょうか？「同和地区の土地に対する忌避意識」が、その根底にあり
ます。今、地区内外の人たちが差別意識の解消に向けて「人権のまちづくり」に取り組んでいます。大阪府内
の２つの人権のまちづくりの現場を訪ねまちづくりを通して差別や偏見の解消に取り組む人々の思いを伝えま
す。

126

差別意識の解消に向けて〈第３巻・行政向け〉

　大阪府内で実際にあった宅地建物取引での差別事象をドラマで再現し、実態のない噂や風説に基づいて温存
されてきた同和地区に対する忌避意識が、自分の利害に関係する宅地建物取引に直面した時、どのように具体
的な差別行為となって表れるかを考えます。そして、住民や業者から「購入予定の不動産が同和地区かどう
か」等の問い合わせを受けた時の対応方法の一例をケーススタディで紹介し、行政職員として土地差別にかか
わる人権問題に直面した時、どのように対応すべきかを考えます。

〇

〇

〇

〇

〇

〇

128

悩まずアタック！　脱・いじめのスパイラル

配偶者虐待　－ＤＶを許さない・しないために—

実例の２話オムニバスドラマ。　自らがＤＶ被害者でもある高橋実生先生がドラマに沿って、問題点と対応法
を紹介します。

同和問題　～過去からの証言、未来への提言～
同和問題　未来に向けて

　我が国固有の人権問題である同和問題に焦点を当て、国や地方公共団体、企業等のさまざまな団体における人権教
育・啓発に携わる職員等が身につけておくべき同和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たものです。

129
この作品は、いじめの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「いじめのスパイラル」をドラマで映像化したものです。　この作品
を多くの子どもたちが鑑賞することで、いじめられたときは一人で悩まず、いかに勇気を出して周囲の大人に
悩みを告白し、解決の道を探ってもらうことが大切であるかを伝えます。　また、教師ら周りの大人には、い
じめのＳＯＳをいかに早く正確につかみ、的確に対処することが大切であるかを訴えています。

130



同和問題 子ども 女性 外国人 感染症 高齢者 障害者
様々な
人　権

人権問題の種類
製作年No タイトル 時間(分) 企画/製作会社 本数

ＤＶＤ ５４分２５秒 株式会社　電通テック 1 ２０１５年

ＤＶＤ ４６分 株式会社　桜映画社 1 ２０１５年

ＤＶＤ ３０分 東映株式会社 1 ２０１５年

ＤＶＤ ３６分 東映株式会社 1 ２０１６年

ＤＶＤ ５６分／２０分 東映株式会社 1 ２０１５年

ＤＶＤ ２１分 東映株式会社 1 １９９９年

136

はとよ　ひろしまの空を

１９４５年８月。　あの夏、少年が鳩に託した平和へのメッセージが今ここに届きます。　愛するものを失う
悲しみ、そして命の尊さ、重さ、美しさを感じてください。

全国中学生人権作文コンテストに入賞した作品の中から５編の作文を朗読して、アニメーションやイラストで
紹介します。

133

135

ハンセン病問題～過去からの証言、未来への提言～
家族で考えるハンセン病

この教材は、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
につ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。　また、広く一般市民を対象とした啓発現場
においても使用できる有効なツールとなる映像も併せて制作し、次世代へ伝承しようとするものです。

131
人権ワークショップの実施例とアクティビティの事例集

人権啓発ワークショップ事例集
ワークショップをはじめよう

性的マイノリティの入門編として、５編の作品を紹介し、人権の視点で理解を深めることをねらいとした教材
です。

〇

〇

〇

〇

〇

〇

132

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～

134

あなたに伝えたいこと

同和問題は、様々な対策の結果、生活環境などハード面の改善は進みましたが、結婚差別や身元調査など意識の面では
依然として課題が残されています。　また、インターネットには利便性とともに、匿名性に関する誤った理解による差
別的な書き込みやネット依存など陰の部分があります。　この物語の主人公は、ごく普通の若い女性です。　物語が進
む中で、彼女は自分の祖母や母が同和問題でつらい思いをしてきたことを知ります。　彼女の結婚話を中心に、恋人や
友人、家族などとの関わりを通して、この問題が決して他人事ではないこと、ネット上の情報だけではなく実際に人と
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、明る
い希望とともに伝えます。

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



同和問題 子ども 女性 外国人 感染症 高齢者 障害者
様々な
人　権

人権問題の種類
製作年No タイトル 時間(分) 企画/製作会社 本数

ＤＶＤ ３５分 株式会社　桜映画社 1

ＤＶＤ ３０分 東映株式会社 1 ２０１６年

ＤＶＤ ３０分 東映株式会社 1 ２０１６年

ＤＶＤ ３３分 東映株式会社 1 ２０１６年

ＤＶＤ ３１分 毎日映画社 1 ２０１７年

ＤＶＤ １７分 東映株式会社　教育映像部 1 ２０１６年

139

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

インターネットは、私たちの生活を豊かにするとともに欠かすことのできないものになっています。しかし一方で、イ
ンターネット上の人権やプライバシーの侵害につながる行為は後を絶たず、近年特にネットいじめや子どもたちをター
ゲットとした犯罪が大きな社会問題となっています。また、インターネットに関する知識や意識が十分でない中学生や
高校生は、被害者になるだけではなく、意図せず加害者にもなることも少なくありません。本ＤＶＤは主に中高生やそ
の保護者、教職員を対象にインターネットを利用する上での危険性や、安全な利用法・対策について、わかりやすくま
とめました。

141

わたしたちが伝えたい、大切なこと

このＤＶＤでは、「全国中学生人権作文コンテスト」入賞作品に基づいて制作されました。　どの作品も、日
常生活の中で「人権」について理解を深めていった気付きのプロセスを描いています。　入賞作品を原作とし
た３つのアニメーションを通して、「人権ってなんだろう」と、自分自身の問題として考えてもらうことを目
的としています。

137

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～

●国連の人権への取り組み（世界人権宣言と国際人権諸条約）
●女性の人権（女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約）
●子どもの人権（児童の権利に関する条約）
●障害のある人の人権（障害者の権利に関する条約）
●外国人の人権（あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約）

138

認知症と向き合う

本作品は認知症によくみられる症状、認知症の人の思いと家族の気持ちの変化、症状の理解、介護者の交流の
大切さなどを描いたドラマ教材です。　認知症の人もその周囲の人も、よりよく生きていけるように。　認知
症についても正しい知識を持ち、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に制作してい
ます。

〇

〇

〇

〇

〇

〇142

そんなの気にしない　－同和問題－

このDVDは、同和問題を題材として、二人の友だち同士が普段なにげなく使う言葉や態度の中で、傷つけた
り傷つけられたりしながらも、相手を信じてその壁を乗り越えていストーリーであり、視聴者が日常にある人
権を意識し、気づき、そして、明日の自分のために一歩ふみだせる事を目的として制作されたものです。

140

外国人と人権
違いを認め、共に生きる

このＤＶＤは、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、人が人を大切にする人
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るものです。　外国人に対する偏見や差別をなくし、
皆が住みよい社会を築くために私たちにどのようなことが問われているのかを学びます。



同和問題 子ども 女性 外国人 感染症 高齢者 障害者
様々な
人　権

人権問題の種類
製作年No タイトル 時間(分) 企画/製作会社 本数

ＤＶＤ ４０分 東映株式会社 1 ２０１７年

ＤＶＤ ２９分 東映株式会社 1 ２０１８年

ＤＶＤ ３３分 東映株式会社 1 ２０１８年

ＤＶＤ １６分 東映株式会社 1 ２０１６年

ＤＶＤ ２１分 東映株式会社 1 ２０１９年

ＤＶＤ 35分 毎日映画社 1 2021年

147

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

　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。その様な方々のお話
を通じて、私たちに出来る配慮は何かを共に考えてゆくための作品です。

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

143

企業と人権
職場からつくる人権尊重社会

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、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作品です。

　ハラスメントや差別的取扱いなど、多くの日本企業内で直面する可能性が高い人権問題を取り上げ、それら
を解決するためのコミュニケーションの取り方について説明している作品です。

145

障害のある人と人権

144

わからないから、確かめ合う
－コミュニケーション－

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、解説もまじえて校正しています。

〇

〇

〇

〇

〇

〇148

ハンセン病問題を知る

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

146

ウェルカム！　－外国人の人権－



同和問題 子ども 女性 外国人 感染症 高齢者 障害者
様々な
人　権

人権問題の種類
製作年No タイトル 時間(分) 企画/製作会社 本数

ＤＶＤ 21分 映学社 1

ＤＶＤ 17分 東映株式会社 1 2020年

149

全国水平社の創立と解放運動の展開

・米騒動と被差別部落の立場
・全国水平社創立とその思い
・戦争に向かう時代の部落差別

〇

150

水平社を立ち上げた人々

第一章　「差別ではなく尊敬を」と訴えた人々
西光万吉の生い立ち／夜明けを目指して／創立大会をめざした人たち

第二章　子どもたちの訴え　－差別も戦争もいやだ－
山田孝野次郎の訴え／少年少女水平社の創立／エピローグ　－よき日のために－

〇


