
タイトル 時間(分) メディア 対象 内容 制作年 担当

ねずみくんのきもち／アニメ 12 ビデオ 小・中

いじめやコンプレックス、自然とのつながりなどの大切なテーマをみず
みくんと一緒に学べる楽しいアニメーションです。一人ひとりが大切な
存在であるということに気づき、共に生きていることを感じられることを
願って制作しました。

2008 社会教育課

みんな　いちばん！ 13 DVD 幼・小

小さな森の小さな仲間たちのお話。元気いっぱいのどんぐり君はだれ
よりも一番高くジャンプします。松ぼっくり君は剣道一番。枯葉をバサリ
と切ります。たけのこ君は大きな石を持ち上げ力持ちで一番。だけどき
のこちゃんだ「けは、どれもうまくできません。自分はいいところがない
と落ち込むきのこちゃんだが、仲間たちはわかっていた。きのこちゃん
は優しさが一番であると。

2006 社会教育課

小学生のための人権　パート１
～思いこみに気づく～

14 DVD 小

【テーマ１：思いこみってなんだろう？】
今、日本にはホームレスの状態になっている人が数多くいます。ホー
ムレスの人や支援する人々の言葉から、私たちが普段いだいている
「ホームレス」の人についての思いこみを考えてみます。
【テーマ２：ちがいを受け入れる】
身体に障害のある、スクールカウンセラーの女性。彼女の暮らしの様
子を通して、ちがいを受け入れることの大切さを学びます。また、男だ
から、女だから、外国人だからといった「思いこみ」だけで人を判断して
いることがないかを問いかけます。

2011 社会教育課

アミーゴ友だち／アニメ 15 ビデオ 小
それぞれ異なった文化や言葉、習慣をもつ子どもたちが、ときにすれ
違いながらも、スポーツや動物とのふれあいを通し、真の友情にめざ
め成長していく心あたたまる物語です。

1998 人権推進課

小学生のための人権　パート２
～大切なわたし 大切なあなた～

15 DVD 小

【テーマ１：きずつくこと きずつけること】
虐待をテーマに、人に大切にされることが人を大切にする心につなが
ることを学びます。また、子どもの虐待防止センターでは、身近な人に
相談することの大切さを伝えます。
【テーマ２：大切な自分 大切なみんな】
小学生から大人まで、色々な人にインタビューします。…色々な人の言
葉を聞くことで、自分を大切にし相手も大切にするとはどういうことか
を、子どもたち自身に考えさせるものです。

2011 社会教育課



どんぐり森へ／アニメ 15 ビデオ 保・幼・小

今日、テレビ番組やビデオ、テレビゲームなどには、暴力や殺人などの
残酷なシーンが多く含まれています。そういった虚構の世界の「生と
死」に頻繁に接している幼い子どもたちは、「命は、再生可能なもの」と
思い込み、命の尊さに対する感性が希薄化しています。このアニメー
ションでは、虫をいじめていたわんぱく少年が、どんぐり森で体験する
不思議な出来事を通して、どんな生き物にも大切な命があることを悟っ
ていく。

1999 図書館

はげ／アニメ 16 ビデオ 幼・小
小学１年生の泉は病気ではげていることをからかわれつらい気持ちに
なるが、教師の励ましや、からかわれても泣かない同級生の姿を見て
自分も頑張ることを決心する。

2000 人権推進課

いじめケーススタディ
～みんなで考えよう～

16 DVD 中

いじめのケースによって、対処法には違いがあります。本作品は、それ
ぞれのケースに合わせて、どのような対応をすれば、いじめ被害を解
決できるか、保護者や教師にどのように相談していけばいいかを、再
現ドラマを交え、教育評論家尾木直樹先生がわかりやすく解説したも
のです。子どもたちが話し合いの中で、人権を尊重する心を育てられる
ように制作されています。

2010 社会教育課

きまりのないくに／アニメ 16
16㎜
フィ
ルム

小

楽しいことが大好きで、きまりなんかどうでもいいと思っていたキリコ
は、ある日、ネコの案内で不思議な「きまりのないくに」へ…。そこでい
ろんな体験をしたキリコは、ひとりぼっちの寂しさを知り、友だちを発見
して、きまりの大切さに気づく。

1999 図書館

名前・・・それは燃えるいのち 18 ビデオ 小・中・高・一般

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ください｣翌
日、みんなの前で発表する二人の顔は輝いていました。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。民族名を隠し、｢あきこ｣
と名乗っていた中学生の頃・・・・・。

2006 社会教育課

よーいドン！／アニメ 18
16㎜
フィ
ルム

小

３０人の団体競技「３０人３１脚」に出場することになった５年１組３３人
の子どもたちにふりかかった難問は、３０人しか出場できないというこ
と。そして、３０人が足を結びあって５０メートル走ることの難しさ、一人
一人の様々な違い…。勝つことだけを考え、いらだっていた子どもたち
も、次第に皆の力を合わせることで自分の力以上のことができることに
気づき始める。

2002 図書館



LGBTを知ろう 20 DVD 成人

LGBTを含むセクシュアル・マイノリティの人たちは、３～１０％存在する
といわれています。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防止が事業主の義務と
なります。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。

2016 社会教育課

部落差別のおこり以前を考える 21 ビデオ 一般 古代から中世までの賤民制度の形成過程を考える。 1988 図書館

きいちゃん／アニメ 21
16㎜
フィ
ルム

小・中

好きなことを見つけてそれを生涯の仕事にすること、懸命になって一つ
のことをやり遂げること、どちらも人として生きていく原点かもしれませ
ん。身体に障がいがあっても前向きにひたむきに生きて行く姿を描い
た作品です。

2002 図書館

ひびけ！　和だいこ 22 ビデオ 小・中

学習発表会のために和太鼓演奏を希望した美雪たちのグループは、
公民館で張り切って練習していた。ところが、啓吾は、リズム感がつか
めず上達が遅いため、チームの練習から、はずされてしまう。啓吾は
ただ黙って一人で練習を続けていた。そんな時、子供たちは一方的に
練習の中止を言い渡される。しかし、担任の宮本先生から子供にも意
見表明権があることを教えられ、子供たちは勇気を持って地域の大人
たちと話し合うことにする。大人が決めたことを聞かないのは、子供の
わがままだと言う。そのとき、三木という子供が、自分たちこそ啓吾か
ら太鼓を取り上げて、仲間はずれにしていたことに気づき、啓吾に謝
る。このことをきっかけに大人と子供の間に心の交流が生まれていく。

2004 図書館

部落差別のおこりを考える 22 ビデオ 一般
秀吉の全国統一から江戸幕末までの被差別部落の形成過程を考える
とともに、部落の人々が人間性の獲得のため立ち上がる姿を見る。

1988 図書館

心のキャッチボール／アニメ 23 ビデオ 小・中・高・一般

若井千夏は、中学校の野球部員。部員が二人だけとなり、廃部の危機
をむかえてしまう。大好きな野球を続けたい千夏は、小学生の時剛速
球選手だったが問題を起こして以来野球に背を向けてしまっている文
也を誘う。家庭や学校をはじめとする社会とのつながりの中で、「現実」
や「夢」とどのように向き合っていけばよいのかに戸惑う中学生の姿
が、部活動の場を舞台として描かれている作品。

2005 社会教育課

障害のある人とのふれあいと人権
～今まで声をかけられなかったあなたへ～

23 ビデオ 小・中・高・一般

安心して暮らせる社会を築いていくためには、健常者と障がい者が助
け合うことが重要です。街で障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。障がい者自
身の言葉で、どう関わってほしいか、また障がい別のサポートの仕方も
紹介。

2008 社会教育課



日常の人権 Ⅰ
女性の人権・子どもの人権・高齢者の人権

23 ビデオ 一般

日常生活の中に潜む様々な人権問題を取り上げています。ドラマで
人々の心にある偏見を、そしてドキュメンタリーで差別や偏見などで苦
しむ人々の心の痛みを伝えます。人権について、様々な角度から考え
ることができる作品です。

2009 社会教育課

日常の人権 Ⅱ
外国人の人権・障がい者の人権・部落差別・イン
ターネットでの人権侵害

23 ビデオ 一般

日常生活の中に潜む様々な人権問題を取り上げています。ドラマで
人々の心にある偏見を、そしてドキュメンタリーで差別や偏見などで苦
しむ人々の心の痛みを伝えます。人権について、様々な角度から考え
ることができる作品です。

2009 社会教育課

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 ～

23 DVD 一般

働きやすい職場環境をつくるには、社員それぞれが互いの立場を理解
し尊重しあい、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。
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を皆で考えていきます。

2013 社会教育課

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 ～

23 DVD 一般

職場で体験しがちな身近なエピソードを切り取り、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ニケーション
の大切さを考えていきます。お互い悪意はないのにコミュニケーション
の不全から職場環境が悪化する状況になります。自分も相手も大切に
するコミュニケーションとはどんなものなのかを考えてみましょう。

2013 社会教育課

部落差別解消への歩みから考える 23 ビデオ 一般
明治時代から現代までの部落差別の状況と、差別解消への行政の動
きを示す。

1988 図書館

私の中の差別意識
～部落差別問題から考える～

24 DVD 一般

部落差別問題を通し、人の中に巣食う差別意識への気づきを促してい
きます。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かを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。

2011 社会教育課

無関心ではいけない！
障害者の人権
＇障害者差別解消法を考える（

24 DVD 一般

「差別解消法」への理解を深めてもらうための教材。人は誰でも老化に
よって足腰が弱ってきたり、視力や聴覚が衰えてきます。いつかは障
害者と同じような不自由を感じる可能性があります。障害者に対して無
関心ではいられない時代になってきているのです。この作品では具体
的に、視覚障害者、聴覚障害者、車椅子の方の日常を通して、障がい
を理由にした直接差別、障がいを理由としない間接差別、合理的配慮
を怠った場合の差別について考えていくものです。

2013 社会教育課



おじいちゃんの花火／アニメ 25 ビデオ 小・中・高・一般

交通事故で両親を失い、自分も障がい者となった女子中学生が、会っ
たことのない花火職人の祖父に会いに行く冒険と、それを助けるメー
ル友達や介助犬の活躍を、美しい隅田川の花火とともに描いていま
す。

1998 人権推進課

家庭の中の人権
　～ 生まれ来る子へ ～

25 DVD 一般

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じて、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。

2013 社会教育課

いじめ１４歳のMessage／アニメ 25
16㎜
フィ
ルム

中・高

ある中学校。どこにでもある夏休みの教室。ひとりの生徒、彗佳はふら
ふらと窓の方へ向かう。「ああこれでやっと地獄から解放される…」そう
つぷやきながら落ちていく。病院でもう一人の「私」。誰にも見えない幽
体として浮遊していた。幽体となり、もう一度人生や学校、友人家族の
ことを振り返る。

2000 図書館

ココロ屋 25 DVD 小

「ココロ」とは何でしょう？私たちにとって永遠の謎であり、自分の「ココ
ロ」を問い続けることが、私たち人生のテーマの一つでもあります。「コ
コロ屋」は、この謎に向かい合うためのヒントとなる優れた児童文学を
原作にしたアニメーションです。

2014 社会教育課

ぼくの青空／アニメ 26 ビデオ 小・中・高・一般
筋ジストロフィーと戦う大久保義人さんの闘病生活をつづった同名の
原作をもとに、障がい者も生きているという普通のことを多くの人に理
解してほしいと作られた作品です。

1997 図書館

ありったけの勇気 27 ビデオ 小・中・高・一般

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、いじめる側にまわっ
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。このドラマは、
友だち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
すためにお互いを認め合い、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。

2007 社会教育課



どうしてそんなこと聞くの
～公正な採用選考のために～

27 DVD 一般

公正な基準に則ったエントリーシートを活用することは、採用選考の新
たな可能性につながる半面、それにまつわる問題事例も発生していま
す。予断や偏見を取り払い、適性と能力のみを判断基準とする公正な
採用選考をすることが大切です。この作品では、エントリーシートのあ
り方を考えることをきっかけに、採用選考担当者にとって必要十分な、
公正採用選考のための情報を紹介していきます。

2010 社会教育課

武州鼻緒騒動＇ＤＶＤ（
～差別に立ち向かった人々～

27 DVD 一般

天保14年＇1843年（江戸の身分制度のなかで起こった武州鼻緒騒動。
鼻緒の売買をめぐる些細なケンカがやがて幕府を巻き込む大騒動へ
と発展していった。幕府は何を恐れ、長吏たちは何故命をかけてまで
闘ったのか。差別への憤りに立ち上がったその精神は後の部落解放
運動に脈々と受け継がれてきた。

2012 社会教育課

美しいメッセージ 27 ビデオ 中・高・一般

主人公が、故郷の同和地区に診療所を開く叔母の奮闘記を、地元の
ケーブルテレビで発表する。「私は待てない。差別に怯える自分にさよ
ならしたい」と心から訴え、最後に、自分の話に賛同してくれる人は、来
週８月８日夜８時に、家の明かりを瞬かせてほしいと呼びかける。その
夜、高台に上った主人公たちは、信じられない光景を目にする。

2001 図書館

「こらッ！ 」のおじいちゃん 27 ビデオ 小・中

公園でごみを投げ捨てたりする子どもを、「こらッ！」としかるため子ど
もたちから嫌われていたおじいさんと、ふとしたことで仲良くなった少年
が、おじいさんと一緒に公園のベンチを作ったことを学校の作文で紹介
して、みんなの誤解を解く。

2002 図書館

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～

28 DVD 一般

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、年
代や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、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。

2012 社会教育課

父さんが泣いた日 28 ビデオ 小・中・高・一般

小学生の健一は篤志の友人だ。母親同士も父親同士も子どもを通じ
て仲良くなったが、やがてこのつきあいに大きな亀裂が入ることにな
る。子どものいじめから親同士の信頼関係も壊れてしまう。人権を身近
な問題として考えてもらいます。

2002 図書館



同級生 30 ビデオ 中・高・一般
30年前、部落差別が原因で物別れになってしまったニ人の父親が、子
どもたちや家族同士のふれあいの中で再び部落差別と向き合いなが
ら友情を取り戻していく姿を描いていく。

2002 人権推進課

新しい風 30 ビデオ 小・中・高・一般

豊かな心をもって幸せな人生を送ることは、家族が互いの人格を尊重
し合い、協力して明るく生き生きとした家族を築いていくことが大切で
す。しかし、今日、配偶者からの暴力＇ドメスティックバイオレンス（や親
から子への虐待が、大きな社会問題となっています。この作品は、家
族における一人ひとりの人権の大切さを描いたドラマです。

2003 人権推進課

「私」のない私 ～同調と傍観～ 30 ビデオ 小・中・高・一般

両親の言いつけを守り、まじめに働く主人公は、周囲で起こる様々な
事件の前で、「おかしい」と思いながらも、上司ににらまれることを恐れ
て「俺には関係ないこと」と流れに身を任せてしまうが・・・。人権侵害に
気づいているのに行動できない私。行動化を妨げている同調と傍観に
ついて、ドラマと解説部の２部構成で問題を提起している。

2003 人権推進課

心のどこかに 30 ビデオ 一般

「うちは道の右側で被差別地区の人間と違う。」不動産業者から差別さ
れたはずの由美子は、地区の人達を差別してしまった。この問題を通
して『心のどこかに』ある差別の心を、映像を通して由美子がなぜ差別
したのか一緒に考えていく作品です。

1994 人権推進課

虎ハ眠ラズ 30 DVD 一般

ハンセン病を生きるということがどんなことか。残されたわずかな生き
証人の一人、金さんが、ゆがんだ風貌で語りかける。その名からわか
るように、在日とハンセンの二重の差別の中を生き抜いた。坦々とした
語り口はこの人の持ち味。だが、その坦々さが事柄の重大さ、重さを
返って心底から打ってくる。

2012 社会教育課

虹のかけ橋／アニメ 30 ビデオ 中・高・一般

聡は、サッカー部で活躍しクラスの人気者であったが、同和地区の子
であることを噂され、みんなが聡から遠ざかっていった。聡は、父に諭
され差別の無い社会の実現に努力しようと決意する。そんな時郊外活
動で激流に流された香を聡が助けたことがきっかけで、差別に対する
無理解や誤解が解ける。

1991 図書館



燃えろ！青春のかがり火／アニメ 30 ビデオ 中・高・一般

晶子と誠一はテニスを通じて愛を育み結婚を意識し始めた頃、ある事
件がきっかけで彼が同和地区の生まれだということが公になってしま
う。誠一は職場等で差別を受け、結婚も暗礁に乗り上げてしまう。しか
し二人は差別に立ち向かい、ビデオをつくり、周囲の人達に部落差別
が間違っていたかを理解してもらう。

1992 図書館

虹のきずな／アニメ 31 DVD 小・中・高・一般

小学生の図書館で読み聞かせのボランティアをしているひかりが出
会った、中国人の転校生、タオロン。つたない日本語が原因でいじめら
れるようになってしまったタオロンにひかりは声をかけられずにいた。
実はひかりには、いじめを傍観した過去があったのだ。そんな二人が
一冊の本に出会い、踏み出した一歩とは…。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あて、様々な問題を自分の問題
として引き寄せて考えること、人と人とがしっかりとコミュニケーションを
とること、お互いを一人の人として認め合うこと、自立した考えや行動を
とることの大切さを訴える立体アニメーション作品。

2012 社会教育課

光射す空へ 32＋１４ DVD 中・高・一般

同和対策審議会答申が出されて50年。その間、国や地方自治等で
様々な取り組みが行われ、同和地区の生活環境は大きく改善しまし
た。しかし、同和地区・被差別部落と呼ばれる地区の出身者や住民に
対する差別は形を変えて根強く残っています。また、まだ十分に認識さ
れたいない人権課題として、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もあ
ります。

2015 社会教育課

悩まずアタック！　脱・いじめのスパイラル 33 DVD 中・一般
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「いじめスパイラル」をドラマで映像化したものです。

2014 社会教育課

一人ひとりの心は今 34 ビデオ 一般
エセ同和行為に対して怯むことなく、一貫してき然とした態度で拒否
し、また障がい者問題を社内で取り組んでいく若い社員達の姿を描く
人権問題啓発ドラマ。

2003 人権推進課



ヒーロー 34 DVD 一般

近年、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
な社会問題となっています。家族や地域、職場のつながり、いわゆる
血縁や地縁、社縁の希薄化による問題です。こうした「無縁社会」と呼
ばれる社会状況に対し、私たちに何ができるのでしょうか？この作品
の主人公は、働き盛りのサラリーマンです。地域社会と縁を持たなかっ
た主人公が、あるきっかけから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、自分の家族との絆も深めていきます。「無縁社会」の中で、地域で
起こる身近な人権問題に対し、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を実感してもらうた
めに、このドラマを制作しました。

2013 社会教育課

imagination 34 DVD 中・高・一般

舞台は小さなラジオ局、様々な人が番組を聞きながら心を通わせ明日
へとつながる一歩を見つけていきます。
何気ない日常の中で、ほかの人の「心」を想像することをおろそかにし
ていませんか。まず「想像」すること、相手のことを知ること、想うこと。
そこから人と人がつながる。互いが人権を尊重し合って生きていくため
に一歩ふみだして行動する。あなたはイマジネーションできています
か。
収録テーマ、子供の人権＇いじめ問題（、同和問題、障がい者の人権
＇発達障がい（

2014 社会教育課

風の匂い 34 DVD 中・高・一般

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
友達」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。

2016 社会教育課

私の好きなまち 35 ビデオ 一般

主人公は東京から引っ越してきた家族。２２年ぶりに故郷に戻った父と
東京生まれの母親。そこに、根っからの地元の人間である祖母や父の
幼馴染が加わって『異文化＆多世代』の対立や交流が生まれます。こ
の作品は、誰もが体験しうる身近な問題を取り上げながら、「それぞれ
の違いを認め合い、ともに生きる」「相手を思いやる」「夢をもって生き
る」ことの大切さを訴えます。

2006 人権推進課

おはようの声が響く街に 35 ビデオ 小・中・高・一般

差別を受けながらも、希望を見出し、それを乗越えて力強く生きる三世
代の家族。一方、差別をしてはいけないことを知りながら、世間体にこ
だわる両親の心を正していく高校生。その二つの家族の葛藤から学
ぶ、人権尊重の社会をめざす感動の人権問題学習教材ドラマ！

2002 人権推進課



壁のないまち 35 ビデオ 小・中・高・一般
交通事故のため車いすによる生活となった主人公が、日常生活を不
自由に感じながら、やがて自身の「こころの壁」を乗り越えていく。障が
い者をテーマに、バリアフリー社会の実現を問いかけるドラマ。

2005 社会教育課

紡ぎだす未来 35 ビデオ 一般

住宅販売会社で働く佐藤晃は、ある日、父親から祖父母が部落出身
だったことを告げられ、晃は初めていつ、どこで、誰に差別されるかもし
れないという不安を感じる。しかし、自分を否定するのではなく、偏見や
差別と向き合い共に生きる社会を紡ぎだせれば･･･と考え自ら一歩を
踏み出す。

2007 社会教育課

こころに咲く花 35 ビデオ 一般

矢野加奈子は洋菓子会社で働く派遣社員。夫の純一はサラリーマン
で、12歳の息子、健斗がいる。加奈子は、上司の田村真紀子課長が部
下の小久保麻衣に厳しすぎるのを、「いじめ」であると感じていた。一
方、健斗は同級生の加藤琢磨からいじめを受けているが、加奈子はそ
のことに気づいていなかった…。

2007 社会教育課

今日もよか天気たい 35 ビデオ 一般

視覚障がいのある一人の女性「京子」を通して、周りの人が「人権」の
大切さにき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。

2007 社会教育課

ひとみ輝くとき 35 ビデオ 小・中・高・一般

子どもの世界で起こっているいじめや虐待の問題を大人が自分のこと
として考え、子どもを家庭・学校・地域社会が協力しあって支えていく社
会の形成ができることを願い制作されています。また、子どもたちが
「いじめの構造」を知ったとき、自分はどの位置にいるのかを判断し、
皆で考え話し合いのできる作品です。

2008 社会教育課

らくがき 35 ビデオ 一般
駅のトイレに「ドウワノルナ」の落書きを見つけた明男たちは一緒のバ
スに乗った人達に差別落書きは許せないと熱心に語る。差別について
話し合ううちに無関心ではいけないことを皆が気付く姿を描く。

1999 図書館

クリームパン 36 DVD 一般

子どもへの虐待や若者の自殺など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、このドラマを見た方に、今一度、「いのち」について自分の問
題として考えていただけるような作品です。

2010 社会教育課



ほんとの空 36 DVD 一般

人権課題に共通する根っこの部分は、私たちの誤った考え方や思い
込み、偏見という「意識」です。誰もが他者の排除や差別がよくないこと
は理解しています。その一方で、私たちは自分や身近な人に関わる出
来事には敏感に反応するけれど、それ以外のことは他人事のように感
じたりします。誤解や偏見に気づき人と深く向き合うこと、他者の気持
ちを我がこととして思うこと。すべての人権課題を自分に関わることとし
て捉え、日常の行動につなげてもらうために、このドラマは制作されま
した。

2012 社会教育課

あなたに伝えたいこと 36 DVD 一般
「インターネット時代における同和問題」がテーマです。主人公は、ごく
普通の若い女性で、物語の中で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。

2014 社会教育課

あの空の向こうに 38 ビデオ 中・高・一般

ケータイやインターネットによる人権侵害は、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。本当の意味での心のつながりとはどういうことかを改
めて見つめ直し、お互いに「思い」を交わし、心の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族の果たす役割にも気付かせま
す。

2009 社会教育課

人権感覚のアンテナって？ 39 ビデオ 一般

このビデオには、偏見、差別、人権侵害に対するさまざまな意識や行
動が描かれています。ドラマをもとに話し合い、日常の意識や行動を
見直すことで、自らの人権感覚のアンテナに気づいて欲しいと願ってい
ます。それが、人権が尊重される社会づくりのための第一歩になるの
だと思います。

2006 社会教育課

おじいちゃんのトマト／アニメ 39 ビデオ 一般

家族のことで気持ちが沈んでいた貴志は、友達の英雄の心まで傷つ
けてしまい何もかも嫌になり不登校になる。そんな中、身体の不自由
なおじいちゃんが、自分の育てたトマトを嵐から守ろうとする姿を見て、
家族がお互いを思いやる気持ちを取り戻す。貴志もいじめや不登校の
問題に立ち向かう勇気を取り戻していく。

1997 図書館

旅立ちの日に／アニメ 40 ビデオ 中・高・一般

この映画は、あるウェデｲングコーデｲネーターが、手作りの結婚式の
企画に携わる過程で、登場するそれぞれの人の力で家族の問題や世
間体の問題などを解決し、自分の心にある見えない障壁を壊し、「心の
バリアフリー」を形成していく様子を描いています。

2005 社会教育課



夢のつづき／アニメ 40 ビデオ 小・中・高・一般

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。

2008 社会教育課

声を聞かせて／アニメ 40 ビデオ 中・高・一般

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、様々な機能をもつようになり、大人を含めて、「ケータイ
がないと不安」なケータイ依存までもつくりだしています。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る「同和問題」についても取り上げて
います。

2009 社会教育課

ワシントンポストマーチ 40 ビデオ 中・高・一般

この作品は、生まれた時の病気がもとで脳性マヒになった主人公が、
姉の結婚式出席をめぐって親戚による差別という厳しい現実に直面し
ながらも、友だちへの優しい心を失わず明るく前向きに生きる姿を描い
ており、その心情を伝えています。

2000 図書館

夢、空高く／アニメ 41 ビデオ 小・中・高・一般
自治会の凧揚げ大会の準備を通じて、親と子供の自立、障がい者・同
和地区出身者の社会参加を描く。

2001
人権推進課

図書館

明子のハードル 41 ビデオ 中・高・一般

中学二年の明子は母子家庭ゆえに差別されていると思っていたが、親
友を巡って学校で起きた事件を契機に自分も親を差別する心を持って
いたことに気づく。暁子がハードルを飛び越えて走る姿は、差別を克服
する意思を投影している。

1994 図書館

チェリーブラッサム 42 ビデオ 小

３つのエピソードのオムニバス構成。プロローグは大きな桜の木で始ま
る。「分身」の章では、中学３年生の親友同士の二人を通して、同和地
区出身についての意識などを描く。また「変身」の章では、恋人同士の
二人を通して、同和地区出身について理解の必要性などを描く。エピ
ローグでは桜の木にまつわる差別が明らかにされる。差別と直面した
とき、どうするのかという問いかけを映画化した。

1992 人権推進課

この空の下で 42 ビデオ 中・高・一般

この映画は、ある夫婦が、町内会長の役を引き受けることによって、今
まで気づかないで過ごしていた地域の人々の中にある心の壁、ひいて
は自分の心の壁に気づき、手探りでその心の壁を壊すために自分た
ちは何が出来るだろうかと考えて、行動に移していく姿を描いていま
す。

2006 社会教育課



ボクとガク／アニメ 42 DVD 小・中・高・一般

希望＇のぞむ（と岳＇がく（という二人の子どもと近所に住むおばあさん
との交流を描きながら、そうした子どもの人権と、地域ではぐくむ人権
文化というものに目を向けています。また、私たちが決して忘れてはな
らないもの、次代に受け継ぐものとして「戦争と平和」についても描いて
います。

2010 社会教育課

蛍の舞う街で／アニメ 42 ビデオ 中・高・一般

二つの家族の交流を通して、日常生活の中で当たり前のこと、常識だ
と思っていることの中にも様々な差別や偏見、人権侵害などが潜んで
いることを気づくとともに「自分らしく生きる、自分らしく光る」とはどうい
うことなのかを考える手がかりを提供しています。

1998 図書館

心の交響曲＇シンフォニー（ 43 ビデオ 小・中・高・一般

人は、誰もが生まれながらにしてかけがえのない命と人格を備えた個
人として存在し幸せな生活をしたいと願っています。しかし、一方、暴力
や力による支配によって、幸せに生活する権利＇基本的人権（を奪わ
れている人もいるという現実があります。この映画では、家庭や身近な
ところでおこる言葉や力による暴力の問題を取り上げ、「人間の尊厳・
命の尊さ」、「自他共によりよく生きていくためには何が必要か」、「家族
のあり方」などを考えるのに適した作品です。

2002 図書館

友情へラン 45 ビデオ 中・高・一般
転校を間近に控えた裕子はサイクリング友達と出かけようとするが、親
達の偏見により反対される。壊れかけた友情のため、裕子は約束の場
所に出かけてゆく。

1996 図書館

サインはストレート 45 ビデオ 中・高・一般
高校野球をテーマに、高校生たちが部落差別の解消を目指して立ち
向かっていくその姿を明るく爽快なタッチで描く。

1997 図書館

へんてこなボランティア／アニメ 46 ビデオ 中・高・一般

暑い夏の日、中学２年生の文江と美幸は、草刈り中に倒れた老婆、お
ヨネさんを助ける。元気を取り戻したおヨネさんから、二人は話を聞い
た。その差別されてきた生い立ちや、読み書きができないこと。字を学
びたいというおヨネさんの気持ちを知って、二人は「おばあさんに字を
教えてあげたい」と、読み書きの先生になることにした。

1994 図書館

青空のように 47 ビデオ 一般

乙女の会(保護者の会)の中で、智子の生まれが話題になり、差別的な
発言がされる。そのことがあって、智子の家で計画したいも掘りとバー
ベキューの会は、親たちが子どもを参加させず、中止となり…。心理的
差別の解消のために、人権尊重の精神を基盤とした差別のない明る
い地域づくりをめざした作品である。

1994 図書館



防ごう　子どもの虐待
＇日常の子育てから考える（

47 DVD 一般

子どもの虐待が深刻な社会問題となっています。虐待というと、子ども
を殺しかねないような激しい暴力を思い浮かべがちですが、必ずしもそ
ういう行為ばかりを指すのではありません。私たちの日常の中で、不
適切な子育てを繰り返せば虐待になりうるのです。虐待の芽は日常生
活の中に潜んでおり、誰もが虐待の当事者になる可能性があるともい
えます。そのような観点から本作品では、日常の子育ての中で起こし
がちな問題点を示し、虐待を防ぐために私たちができることを描きま
す。

1994 社会教育課

サンセットサンライズ 49 ビデオ 一般

新しい時代感覚で民宿経営に取り組もうとしている女性の家族を舞台
に、その家の娘の危機を救った同和地区出身の青年と姪の結婚問題
をめぐって、戸惑い揺れ動く家族や周囲の人々がおりなす人間模様な
どを描き、ともに生きることの必要性を訴える。

1997 人権推進課

風はみどりに 50 ビデオ 中・高・一般

幹男は、障がい者の手伝いをするボランティア会に参加していた。ある
日、ふとした事から幹男が同和地区出身であることがわかり、会に亀
裂が走るが、若い会員の偏見や先入観で人を判断するのはおかしい
という言葉や、「差別される側の痛みがわかるか」という障がい者の言
葉に会員達は深い感銘を受ける。

1999 図書館

明日にスウィング 50 ビデオ 高・一般
結婚を考える若い二人が周囲の無理解と偏見に対し、ジャズを通して
仲間とともに差別に立ち向かっていく姿を描く。差別される人の心の痛
みへの理解と共感を訴える。

1998 図書館

わかりあえる季節 52 ビデオ 一般
実際に起きた差別事象を元に、在日朝鮮人問題、同和問題を高校生
たちが理解し、手をとりあって乗り越えようとする姿を描く。

1998 人権推進課

明日があるやん 53 ビデオ 高・一般

高校生の隆一は、初めて恋をした相手・清子に自分が被差別部落出
身であることを言い出せなかった。勇気を振りしぼって告白した時、清
子が強いとまどいを見せたため、隆一は彼女も差別者だと思いこむ。
しかし、清子のとまどいの原因は、同和問題に関わるある苦い思い出
だった。

1998 人権推進課

あかね雲 53 ビデオ 中・高・一般

中学教師の玉村紕紗子は、自分が同和地区出身であることを子ども
達に話そうかと悩んでいた。畳職人である夫の賢造は話す必要はない
という。特に最近家族はぎくしゃくしていた。高校２年の娘と賢造は言い
争いが絶えず、中学２年の息子が塾を休んだため大喧嘩になってしま
う。そんな折、紕紗子の母親が倒れる・・・。

1999 人権推進課

雲が晴れた日 53 ビデオ 中・高・一般
祖母の介護の問題に直面した家族が、高齢者、女性、障がい者、外国
人、同和地区出身者だからといった差別をしていたことに気づき、それ
を克服して助け合っていこうとするまでの物語です。

1999 人権推進課



夢の約束 53 ビデオ 中・高・一般
同和地区出身のために就職できず悩んでいる青年が、太鼓を通じて
周囲の人々と心を一つにし、父との「夢の約束」を果たしていく感動の
作品。

2003 人権推進課

元気あります 53 ビデオ 中・高・一般

玩具メーカー「トイ・ナニワ」の人事課係長に昇進した稲垣祥太郎。京
阪工場で働く鷲峰悦子の広報課への異動を人事課長に相談するが断
られる。実は、京阪工場は同和地区にあり、３分の１の従業員は地区
出身者で、会社はここでの問題を避けようとしている。祥太郎は各部署
での同和問題研修を進めようとするが、総務部長からも圧力がかか
る。

2000 人権推進課

春をまつ雪 53 ビデオ 一般

家族に反対されながらも同和地区の青年と結婚し、地区に暮らす女性
が初めて自分自身に対して部落差別を受けるが負けることなく、家族
に支えられ立ち上がっていく様子を描いた作品で、主人公だけでなく周
りの人物像や関わりも丁寧に描かれ、同和問題と日常生活のつながり
も考えさせてくれる作品。

1995 人権推進課

元気をありがとう 53 ビデオ 小・中・高・一般
差別や偏見が増幅されるような現実を見つめ、人の痛みがわかる心を
もち、連帯感をも育てていく社会でありたいことを語っている。

2002 図書館

ハツエちゃんとハーモニカ 53 ビデオ 一般

同和問題を解決していく上での大きな課題は、差別意識をなくし、人権
尊重の精神を高めていくことである。21世紀を迎えようとしている今
日、人権意識を高めることによって、あらゆる差別をなくし共に生きる
明るい住みよい社会の創造に、一人ひとりがより積極的に参画できる
ことを強く願い、企画制作された作品である。

1997 図書館

セピア色の風景 54 ビデオ 中・高・一般

父が交通事故にあった時、１枚の古い写真を見つけた淳は、父が同和
地区の出身であることを聞き、過去を知るため写真の風景へ向けて旅
立つ。そこで差別の厳しさと父の苦悩を知り、昔から言われているから
と信じ込んでいることが間違いだと気付く。

2000 人権推進課

ステップ 54 ビデオ 中・高・一般
障がいのある女性が自分の生き方を見つけ、周りの人々が障がいに
ついて正しく理解していく様子を描きます。障がい者と共生する社会の
実現について考える作品です。

2005 人権推進課

千夏のおくりもの 54 ビデオ 小・中・高・一般

子ども虐待、ＤＶ、男女差別、育児不安。幼い子どもの目を通して，日
常にある人権問題に気づき、一人一人が幸せになるためには、何が
一番大切かを考えさせるドラマ。大人自らが無意識のうちに持っている
「世間の常識」や「偏見」を問い直すことにより、改めて子どもや女性の
人権問題についての正しい理解を深める。

2006 人権推進課



ラブレター 54 ビデオ 中・髙

「ありのままの自分を受けとめてください。私もありのままのあなたを受
けとめるから」という自分にあてたラブレター。識学学級に学ぶ女性と
の交流をとおして、いじめにあい自尊感情を傷つけられた一人の少女
が成長する姿を描き、人権問題への理解を訴える作品。

2003 人権推進課

メール 54 ビデオ 中・高・一般
インターネットの掲示板に同和地区出身と書き込まれ、落ち込む礼子
が差別を許さない周囲の励ましによって立ち直る姿を描く。

2001 人権推進課

ツインズ１７＇セブンティーン) 55 ビデオ  中・高・一般
高校２年生の双子の姉妹が、同和問題や進路の問題に直面しながら
も、それを乗り越えて成長していく様子を描くドラマ。

2004 人権推進課

愛は海より深く 55 ビデオ  小・中・高・一般

外国人で肌の色の違うサンコンは、よく差別を受けた。他方で同和地
区出身の父親をもつ順子は、父親を無意識に差別している。サンコン
は順子に言う「相手をよく理解することが大切なの・・それと心の問題
が差別をなくしていくのよ」。

1994 人権推進課

さわやかに風吹く町 55 ビデオ 中・高・一般
今なお現存する部落差別の厳しさに目を向け差別の不当性を訴える
なかから、「差別される人の心の痛み」を「自分の心の痛み」として共有
できる心情を育てることをねらいとしています。

1993 図書館

若い波紋 57 ビデオ 一般

真紀と恵の通う高校に文子が転校してくる。文子のウェーブのかかっ
た髪は、校則違反との声もあがるが、実は天然パーマであった。誤解
を解き、仲良しになる3人。恵と文子は恵の兄のテレビ局で部落問題を
知る。真紀はボランティアで差別の現実に遭遇する。「人権研究部」を
発足させ、差別の実態を知っていく3人。そして、人権週間に、実際に
聞いた部落差別の話に基づいた演劇を上演しようと企画するのだが…
…。やがて、3人が投じた一石が、地域の中で、輪を拡げていく。

1997 人権推進課

メッセージ“私たちと人権”第１巻
60 DVD 一般

私たちの社会は、様々な偏見や差別が絡み合い、人権が脅かされて
います。当事者たちの声に耳を傾け、差別のない、お互いが尊重され
る社会の実現に向けて“私たちと人権”について一緒に考えましょう。

2011 社会教育課

メッセージ“私たちと人権”第２巻
60 DVD 一般

私たちの社会は、様々な偏見や差別が絡み合い、人権が脅かされて
います。当事者たちの声に耳を傾け、差別のない、お互いが尊重され
る社会の実現に向けて“私たちと人権”について一緒に考えましょう。

2011 社会教育課



橋のない川 139 ビデオ 一般

全国水平社創立７０周年記念事業として「明治・大正」の時代背景のも
とに、奈良の被差別部落を舞台にして、厳しい部落差別への義憤とそ
の中で培われていく人間のやさしさや尊厳を土台にして、全国水平社
が創立されていく過程を描いた名作「橋のない川」の今日的普遍性を、
映像によって表現したものです。

1993 図書館


