
貸し出し用啓発VHSビデオ（熊取町）
番号 題        名  時 間   主    題 あ    ら    す    じ 企画・制作 製作年

Ａ１ どうして私を殴るのですか ２５分 ＤＶ
ドメスティック・バイオレンスとは何か？実際に起きたときはど
う対応すればいいのか？長年、ドメスティック・バイオレンスの
問題を扱ってきた弁護士が分かりやすく解説します。

企画：（株）レーベン企画
制作：（財）女性のためのアジア平和国民基金

1999

Ａ２
ドメスティックバイオレンス

家庭内における女性と子どもへの影響
２５分 ＤＶ

近年増加してきた児童虐待の裏には、ドメスティック・バイオレ
ンスの存在が指摘されています。ドメスティック・バイオレンス
が子ども達に与える影響を考えます。

企画・構成：（株）レーベン企画
制作・著作：（財）女性のためのアジア平和国民基金

2000

Ａ３ 根絶！夫からの暴力 ２７分 ＤＶ
配偶者からの暴力を受けた時、どこに相談すればいいの
か？どうしたら逃れられるのか？ＤＶに悩む女性を中心に解
説した解説ビデオ。

企画：内閣府男女共同参画局
制作：（社）日本広報協会

2001

Ａ４ （改訂版）根絶！夫からの暴力０４ ３０分 ＤＶ

平成13年に制作されたビデオの内容を、「配偶者暴力防止
法」が改正（平成16年12月２日施行）されたことを受けて一部
改定したものです。ＤＶ法についてわかりやすく解説していま
す。

企画：内閣府男女共同参画局
制作：（社）日本広報協会

2004

Ｂ１
国際人権を知っていますか
～国連と市民のとりくみ～

２４分 国際人権

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

企画：大阪府、大阪市
制作：ヒューライツ大阪

1997

Ｂ２
自立をめざして

アジアの女性とこどもたち
３０分 国際人権

多様な歴史と文化をもつアジア地域に焦点をあてて、その人
権状況と自立への取り組み、アジアの一員としての日本の役
割などを映像で追う。

企画：大阪府、大阪市
制作：ヒューライツ大阪

1998

Ｂ３
世界中のすべての人々のために
－世界人権宣言のできるまで－

３０分 国際人権

「人権」という考え方がどのようにして生まれたのか。また真に
普遍的な文書を作成するために、国際社会がどのようにして
言葉、文化そして冷戦の障壁を乗り越えてきたのかを教えて
くれる作品。

制作：国際連合 1998

Ｃ１

「ＳＴＯＰ　ＣＨＩＬＤ　ＬＡＢＯＵＲ」
～日本の子どもたちは何を考えたか～
（最悪の形態の児童労働禁止キャン

ペーンビデオ）

３２分 子ども

１９９８年６月、ＩＬＯ総会が開かれているジュネーブの街に「児
童労働から子どもを解放して！教育を受けたい」という子ども
たちのシュプレヒコールが響きわたった。豊かな国、日本に暮
らす子どもたちは、同年代で働かされる世界の子どもたちの
問題をどう捉え、何を考えたのか。学校現場に取材したレ
ポート【ガイドブック有】

企画・監修：ＩＬＯ東京支局
制作：日本ビデオニュース（株）

1999

Ｄ１
風と大地と梨の木と

”WE ARE ONE”
５１分 外国人

作品はWBC世界スーパーフライ級チャンピオン徳山昌守氏が
特別出演。徳山氏、ドラマ初出演です。
「人権問題って何か難しそう」という声よく聞きます。
でも、このドラマを見終わった後でもそう言えるでしょうか。
第４章（最終章）のテーマは、「外国人の人権」と「子どもの人
権」。
在日コリアンの人々に対する差別問題、子どもをとりまく様々
な人権問題など解決すべき問題は山積しています。
「いま我々がなすべきことは－」一緒に考えてみませんか。

企画：鳥取県
制作：（有）オフィス・ヒューマンヒル

2002
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貸し出し用啓発VHSビデオ（熊取町）
番号 題        名  時 間   主    題 あ    ら    す    じ 企画・制作 製作年

Ｄ２ いちばん近くに（アニメ） ２２分 外国人
とりわけ小中学生の子どもたちが、異なる文化や習慣を尊重
し、共生する社会をつくることの大切さに気づいてくれることを
目的に制作されたものです。

企画：大阪府
制作：ＫＭＪ研究センター

1996

Ｅ１ 風のひびき ５４分 障がい者

聴覚に障がいのある主人公（女性）が機器を利用して一人で
生活し、手話ができるホームヘルパーとして働いていくなか
で、さまざまな現実の壁を体感する。
そして、悩みながらも、心のバリアフリーを信じて、前向きに生
きていく。
周囲の人たちの理解のなさを乗り越え、共に暮らせる社会を
めざそうとする障がい者の心を私たちはどのようにして多くの
人々の心の中にひびきわたらせることができるか。

企画：法務省人権擁護局 （財）人権教育啓発推進センター
制作：東映（株）

2000

Ｅ２ 壁のないまち ３５分 障がい者
障がい者を特別視したり、排除したりする健常者の意識「心
の壁」をなくし、あらゆる人々がともに生きる「ユニバーサル社
会」の実現をめざすことの大切さを訴えかけます。

企画：兵庫県、（財）兵庫県人権啓発協会
制作：東映（株）

2005

Ｅ３ 今日もよか天気たい ３５分 障がい者

ある日、京子とたまたま同じバスに乗り合わせた乗客は、京
子の存在や京子のとる行動によって、自分の心の中にある偏
見や差別に気づいていく。さらに、多くの人から支えられてき
た京子自身もまた人の役に立つことで生き甲斐を見つけてい
く。

企画：福岡県、（財）福岡県人権啓発情報センター
制作：共和教育映画社

2006

Ｆ１ まっ赤になったにわとり（アニメ） ４４分 人権一般
河内の国を舞台に、まっ赤になって怒るにわとりの助けによっ
て、差別と権力に立ち向かった村人の姿を力強く描いた作品

企画・制作：井之上企画 1990

Ｆ２ ヒューマンライツ・シンフォニー ４０分 人権一般

人類の自由と博愛、そして平等をうたったベートーベンの交響
曲第９番の調べに乗って、世界人権宣言、我が国の人権擁護
機関の取組、そして日本の人権問題について解説し、ビデオ
ナビゲーター辰巳琢郎と一緒に、人類の輝かしい財産である
人権について考えることをねらいとする。

企画：法務省人権擁護局
制作：（株）日本テレビビデオ

1998

Ｆ３ Ｍｅｅｔ Ｔｈｅ ヒューマンライツ ２７分 人権一般

６人の若者たちが、人権問題に取り組んでいる人や当事者の
人たちと会い、話を聞き、事実を知り、率直に話し合います。
若者たちの「人権」との出会いと発見を、彼ら自身の言葉で描
いたドキュメンタリーです。

東映（株）　教育映像部 2002

Ｆ４ もう一度あの浜辺へ ３８分 人権一般

超高齢社会の到来を目前にして、老老介護や高齢者に対す
る虐待が深刻な社会問題として取り上げられている。高齢者
を疎外したり、虐待する行為は、どこの家庭でもだれの身にも
起こりうる身近な人権問題である。その背景には、家族のき
ずなが希薄になっていることも大きな要因である。
日常生活の中で高齢者の人間としての尊厳を奪うようなこと
がないかどうか振り返り、高齢者が安心して心豊かな生活が
できる社会を築いていくにはどうすればいいのかを考えてい
く。

企画：兵庫県、（財）兵庫県人権啓発協会
制作：東映（株）

2003

Ｆ５
もう一人の私

個人情報の保護
２７分 人権一般

私たちの暮らしの中の身近なプライバシー問題を，ドラマと解
説部の２部構成で提起します。

企画：人権啓発ビデオ制作委員会
制作：（株）元気な事務所

2001

Ｆ６ 老いを生きる ３５分 人権一般

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。
認知症の富江は徘徊癖があり家族を困らせていた。ある日、
徘徊途中おしっこを漏らし息子の嫁に叱られ、交番の前をうろ
うろしているところを保護される。巡査はそのとき、腕にあるア
ザを見逃さなかった。事情を知った民生委員は、地域包括支
援センターに連絡する。

企画：和歌山県、（財）和歌山県人権啓発センター
制作：共和教育映画社

2006
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貸し出し用啓発VHSビデオ（熊取町）
番号 題        名  時 間   主    題 あ    ら    す    じ 企画・制作 製作年

Ｆ７ 一人ひとりの世界人権宣言 ４０分 人権一般
企画：大阪人権問題映像啓発推進協議会

制作：（株）テレコープ
2008

Ｆ８
一人ひとりの世界人権宣言

日本語字幕版
４０分 人権一般

企画：大阪人権問題映像啓発推進協議会
制作：（株）テレコープ

2008

Ｆ10
一人ひとりの世界人権宣言
ダイジェスト・日本語字幕版

２３分 人権一般
企画：大阪人権問題映像啓発推進協議会

制作：（株）テレコープ
2008

Ｆ11 あの空の向こうに ３８分 人権一般

普段何気なく使っているケータイやインターネットがある日突
然「凶器」に変わってしまう。ケータイやインターネットによる人
権侵害は、いつ、だれの身に起きても不思議ではない深刻な
問題である。
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」
である。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庭の果たす役割に
も気づく。

企画：兵庫県、（財）兵庫県人権啓発協会
制作：東映（株）

2009

Ｇ１ ワークショップは技より心 ２６分 その他
ワークショップ・プログラム実践ビデオ。
（法務省委託により財団法人人権教育啓発推進センターが制
作）

企画：（財）人権教育啓発推進センター
制作：（株）若竹まちづくり研究所

1999

H１ ２１世紀はみんなが主役 ２３分 男女共同

1.男女共同参画社会とは何か
2.男女共同参画社会の実現の必要性
3.男女共同参画社会基本法成立に至るまでの経緯
4.男女共同参画社会基本法の5つの基本理念
5.国の取組み

以上について内閣府男女共同参画局が作成し，男女共同参
画社会の実現の必要性，基本理念等を解説した広報ビデオ
です。

企画：内閣府男女共同参画局
制作：（社）日本広報協会

2001

H２ 翔太のあした ５４分 男女共同

学校，職場，家庭と，それぞれの場面での男女の意識の差を
描くことにより，未来を担う子ども達に，自ら男女共同参画社
会の実現がどのような意義をもつのかを考えてもらい，実現
への行動力を育んでもらうことを目的としています。

企画：法務省人権擁護局、（財）人権教育啓発推進センター
制作：東映（株）

2001

Ｈ３ 地域こぞって子育てを！ ２８分 男女共同

地域社会や企業における子育て支援の仕組み、国による仕
事と子育ての両立支援策などを紹介。さまざまな制度や活力
を利用する新しい育児のあり方を、取材映像を通じてガイドし
ます。企画は内閣府男女共同参画局

企画：内閣府男女共同参画局
制作：社団法人日本広報協会

2003

Ｈ４
cheer up！チアップ！
あなたを応援します

～いつでもどこでも誰でもチャレンジ～
４０分 男女共同

①再就職にチャレンジして起業した人
②子育ての経験を活かして起業、ＮＰＯ活動にチャレンジした
人
③農村で起業にチャレンジしたグループの紹介
④様々な分野で活躍する女性たち
からの応援メッセージです。

企画：内閣府男女共同参画局
制作：（株）日本テレビビデオ

2004

Ｈ５
広がる未来！私が選ぶ

～チャレンジする女性たち～
２９分 男女共同

コンピュータグラフィックス・クリエイター、医者、研究者、宮板
金職人、弁護士など、様々な分野で活躍する女性の紹介・若
い女性へ向けたメッセージです。

企画：内閣府男女共同参画局 2005

人間の生命や自由・平等を保障し、日常生活を支えている大
切な権利である「人権」について、誰もが強い関心を持ち、理
解・知識を深めることはとても大切なことです。
大阪人権問題映像啓発推進協議会では、２００８年が、人権
の歴史上、大きな節目となった「世界人権宣言」採択６０周年
にあたることから、「一人ひとりの世界人権宣言」という人権啓
発ビデオを作成しました。「世界人権宣言」採択の経緯や人権
尊重の精神などを学び、その精神が日常生活においてどの
ようにいかされるべきか、身近な活動事例の紹介をとおして
「世界人権宣言」を知り、実感してもらい、人権についての理
解と知識を深めてもらう内容となっています。
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貸し出し用啓発VHSビデオ（熊取町）
番号 題        名  時 間   主    題 あ    ら    す    じ 企画・制作 製作年

Ｈ６
体験！発信！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

～ダイジェスト版
３９分 男女共同

全国各地の女性が、アドバイザーの助言を受けながらまちづ
くり、地域おこしに奮闘する様子を紹介

企画：内閣府男女共同参画局
制作：（株）テレパック

2006

Ｈ７
元気に再チャレンジ！

～キラキラしている女性たち～
２５分 男女共同

女性の再チャレンジをテーマとしたドラマとともに、実際に再
チャレンジを果たした女性たちを紹介しています。

企画：内閣府男女共同参画局 2006

Ｈ８
ワーク・ライフ・バランス

～働きがいのある職場と生き生きした
暮らし～

２７分 男女共同
仕事と生活の調和を図るためにワーク・ライフ・バランスを推
進する、組織や個人の取り組みを紹介します。

企画：内閣府男女共同参画局
制作：（株）キノックス

2007

Ｉ１ 久美のねがい ３０分 同和問題

結婚に関しては、まだまだ同和地区の人達に対する差別意
識が根強く存在している。差別意識がどのような形で人々の
中に染みこんでいるのかを、一人の中年男性の例を通して見
つめ、そのような差別意識をなくすためには、周囲の人達が
どのように対応していかなければならないかを考える。

企画：大阪府、（財）大阪府同和事業促進協議会
制作：東映（株）

1989

Ｉ２
人権学習ビデオ

日本の歴史と部落問題
第１巻　前近代篇

５０分 同和問題
部落の歴史を日本史全体の中に位置づけ、学校、職域など
の人権学習に活用しやすいように編集しています。
【内容】古代・中世・近世の差別

企画・制作：大阪人権歴史資料館 1990

Ｉ３
人権学習ビデオ

日本の歴史と部落問題
第２巻　近代篇

５０分 同和問題
部落の歴史を日本史全体の中に位置づけ、学校、職域など
の人権学習に活用しやすいように編集しています。
【内容】解放令・水平社の創立

企画・制作：大阪人権歴史資料館 1990

Ｉ４
人権学習ビデオ

日本の歴史と部落問題
第３巻　現代篇

５０分 同和問題
部落の歴史を日本史全体の中に位置づけ、学校、職域など
の人権学習に活用しやすいように編集しています。
【内容】戦後の行政闘争ほか

企画・制作：大阪人権歴史資料館 1990

Ｉ５ チェリーブラッサム ４２分 同和問題

自分では、差別していないつもりでも、心の奥底に潜む差別
意識から自意識過剰になり、かえって相手を傷つけたりして
いるかも知れない。現実に被差別部落出身者と向き合った者
の内心の葛藤を２話構成でファンタジックに描く。

企画：大阪同和問題映像啓発推進協議会
制作：（株）電通プロックス大阪支社

1992

Ｉ６ 橋のない川 139分 同和問題

「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、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
程を描いたものです。

制作：ガレリア・西友 1992

Ｉ８
家族の条件

優子の青春物語 短縮版
５９分 同和問題

かって息子が同和地区の女性と結婚した時、勘当した祖父
が、幼くして両親を亡くし育ててきた優子の結婚に際し、同じ
ことが他人によってなされようとしている。差別は加害者をも
不幸にすることを訴える作品。

企画：大阪同和問題映像啓発推進協議会
制作：テレビ大阪

1994
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貸し出し用啓発VHSビデオ（熊取町）
番号 題        名  時 間   主    題 あ    ら    す    じ 企画・制作 製作年

Ｉ９ 淳一よ明日の空へ ５４分 同和問題

「あんな男と再婚するから、差別されるんや。」高校受験を目
前に、同和地区出身の義父と医師である実父、二人の父親と
の関わりの中で成長を遂げる中学生を描く。家族の絆を通し
て差別意識の克服。

企画：大阪市、大阪市教育委員会
制作：共和教育映画社

1994

Ｉ１０
人にいちばん近いまち
～まき子の人権宣言～

５８分 同和問題
人はいたわりではなく尊敬です。同和地区に生まれて差別を
受けるなんておかしい。どんな人でも大切にされないといけな
い。それが人間です。

企画：福知山市
制作：オフィス・ヒューマンヒル

1995

Ｉ１１ 花咲く日 ５３分 同和問題
母親の病気、両親の老いへの直面、同和地区出身者の恋人
と次男の結婚問題に家族が直面し、人間の尊厳と差別の実
態の中で重要性を理解していく。

企画：和歌山県同和委員会
制作：共和教育映画社

1995

Ｉ１２ こんど逢うとき 55分 同和問題
祖父母の故郷を訪ねて感動する日系三世の孫娘。しかし、今
なお日本に差別が残っていることに大きなショックを受ける。

企画：和歌山県同和委員会
制作：共和教育映画社

1995

Ｉ１４
三月三日の風

水平社誕生物語
日本語字幕版

５３分 同和問題

水平社宣言の起草者であり、多くのすばらしい絵画や戯曲を
残した西光万吉をはじめ、阪本清一郎たち若者が中心とな
り、同情や融和を拒否し、苦難を乗り越えて自ら人権と人間
解放を目指す全国水平社を創設しました。その過程を描いた
ドラマです。

企画：大阪同和問題映像啓発推進協議会
制作：宝塚映像（株）

1997

Ｉ１５ あかね雲 ５３分 同和問題

「子どもに部落をどう教えたらいいのか」と迷っている、母であ
り同和地区出身の教師である一人の女性の悩み、苦しみ、そ
して心境の変化を通して、自らの生きる意味と、夫や子どもた
ちの心の揺れを丹念に描こうとするもの。“部落を誇れ”と言
いながら結局未だに“差別されるしんどさ・同情”などのマイナ
スイメージの方が多く伝わっている現状を踏まえ、本音で語り
得る“誇り・やさしさ・たくましさ”が、母から子へのメッセージと
して、爽やかに込められている。

企画・提供：大阪市、大阪市教育委員会 1999

Ｉ１７
メゾン風の丘
日本語字幕版

５３分 同和問題

「風の丘」と名づけられたマンションには、穏やかなマンション
ライフを求めた新しい住人が入居してきている。
管理組合の理事長に就任した幸四郎を中心に、理事会が開
かれる。その中でマンションの建てられている地域が同和地
区であるという話が持ち上がる。
その場では関係のないことと平静さを装う理事たちだが…。
一人ひとりの立場を尊重し、地域の中でみんなが幸せに暮ら
していくことの意味を問いかける。

企画：大阪同和問題映像啓発推進協議会
制作：読売映画社

1998

Ｉ１８ わかりあえる季節 ５２分 同和問題
差別発言によって傷つけられた関係を懸命に修復しようとす
る高校生たちの姿を通して差別のない家庭、地域、職場、学
校等をつくるための実践のあり方を示唆するものです。

企画：（財）滋賀県解放県民センター、滋賀県
制作：共和教育映画社

1998

Ｉ１９ 素顔の心で ５３分 同和問題

大衆食堂を主な舞台に、離婚した２組の男女、これから結婚
しようとする男女が織りなすドラマ。
人が幸せになるとはどういうことなのか、お互いが愛し合い､
支えあうことの大切さを考える。

企画：大阪同和問題映像啓発推進協議会
制作：メディアメロー

2000

Ｉ２０ 夢の約束 ５３分 同和問題

仕事に就くことができず、厳しい現実の前に悩んでいる青年。
同和地区出身であるために悩む青年と、その周囲の人々が
太鼓を通して次第に自分を見つめるようになると共に、父の
時代に果せなかった太鼓の演奏会という夢の約束を果たして
いく感動のドラマ。

企画：大阪人権問題映像啓発推進協議会
制作：共和教育映画社

2002
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貸し出し用啓発VHSビデオ（熊取町）
番号 題        名  時 間   主    題 あ    ら    す    じ 企画・制作 製作年

Ｉ２１
夢の約束

日本語字幕版
５３分 同和問題

飛び出そうとしているのに立ちすくむ若者たち。そんな彼らに
も出会いがあり、愛が芽生える。自分らしく誇りをもって生きる
には・・・。いま音も心も、ひとつに合わせて果す・・・夢の約
束。仕事に就くことができないで厳しい現実の前に悩んでいる
青年は・・・同和地区出身であるために悩む青年と、その周囲
の人々が太鼓を通して次第に自分を見つめるようになると共
に、父の時代に果せなかった太鼓の演奏会という夢の約束を
果たしていく感動のドラマ。

企画：大阪人権問題映像啓発推進協議会
制作：共和教育映画社

2002

Ｉ２２
言葉で輝く〈第１巻〉
みんなにつたえたい
～識字は生きる力～

３４分 同和問題

日本の『識字』の原点といわれる同和地区での識字教育を
テーマに、識字学校を取材。部落差別の現実と、言葉を取り
戻すことで生きる力を得ていく学習者の姿を描きます。『言
葉』が人権を根底から支える問題であり、今なお『読み書き』
に苦しむ人々の実情を伝え、「識字とは何か？差別とは何
か？」を訴えます。

企画：大阪人権問題映像啓発推進協議会
制作：ＮＨＫきんきメディアプラン

2004

Ｉ２３
言葉で輝く 〈第２巻〉

二つの言葉のはざまで
～国際化のなかの識字～

３２分 同和問題

言葉・読み書きを学ぶ人の多様化がテーマです。日本に移り
住み、言葉や文化の壁に阻まれて、本来の自分をいかしきれ
ない多くのひとたち。わたしたちは多文化共生社会にむけて、
どんな取り組みをしていけばよいのか？日本語と母語を大切
にする新しい識字が求められています。とよなか国際交流セ
ンターの人々を取材。

企画：大阪人権問題映像啓発推進協議会
制作：ＮＨＫきんきメディアプラン

2004

Ｉ２４
言葉で輝く〈第３巻〉

最初の一歩のために
～わたしたちができること～

３３分 同和問題

大阪市東成区の「大成識字・日本語交流教室」を取材。大阪
市には１９９８年から、住民のボランティアを運営主体にした
『地域識字・日本語交流教室』がつくられ、学ぶひとと教える
ひとという区別なく、生涯学習・相互学習として「地域の人々」
の参加をすすめています。わたしたちになにができるのかを
考えます。

企画：大阪人権問題映像啓発推進協議会
制作：ＮＨＫきんきメディアプラン

2004

Ｉ２５ 私の好きなまち ３５分 同和問題

「人権の世紀」を生きる今、一人ひとりが大切にされ、いきい
きと輝いて生活できる社会づくりのために、人権文化の根付
いたまちづくりが求められる。
しかしながら、「異質なもの」や「自分とは異なる考えを持つも
の」を特別視したり、排除しがちである。誰もが体験しうる身近
な問題を取り上げながら、「違いを認め合い、共に生きる」「相
手を思いやる」「夢を持って生きる」ことの大切さを問いかけて
くる。
そして、同和問題を今日的な視点から見つめ直すことで、日
常生活を人権の視点から考えることの大切さと、自らが「人権
文化に満ちた差別のない共生社会づくり」の主役であることに
気付く。

企画：兵庫県、（財）兵庫県人権啓発協会
制作：東映（株）

2005

Ｉ２６
今でも部落差別はあるのですか？

マイナスイメージの刷り込み
３８分 同和問題

「今はもう部落差別はなくなったのでしょう？」という素朴な疑
問に答えようと汗を流した事ありませんか？差別には見える
もの（実態的差別）と見えないもの（心理的差別）とがありま
す。同和地区の外で再生産される偏見・差別と忌避する気持
ちという今日的な問題について、ドラマで提起し、解決の道筋
を考えあうビデオです。

企画：人権啓発ビデオ制作委員会
制作：（株）元気な事務所

2005

Ｉ２７
差別意識の解消に向けて

<第１巻・府民向け>
人権のまちづくり

２９分 同和問題
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
をとお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。

企画：大阪人権問題映像啓発推進協議会
制作：（株）テレコープ

2007

Ｉ２８
差別意識の解消に向けて
<第２巻・宅建業者向け>

宅地建物取引における土地差別
２２分 同和問題

実際の宅地建物取引において人権問題に直面したとき、どの
ように対処するべきか、そして、住宅という人々の生活基盤を
提供する重要な職務に携わるみなさんの人権意識の高揚が
いかに大切かを、映像をとおしてともに考えます。

企画：大阪人権問題映像啓発推進協議会
制作：（株）テレコープ

2007

Ｉ２９
差別意識の解消に向けて
<第３巻・行政職員向け>
土地差別問題を考える

２３分 同和問題

住民や業者から「同和地区かどうか」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、自分自身の問題として考えます。

企画：大阪人権問題映像啓発推進協議会
制作：（株）テレコープ

2007
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貸し出し用啓発VHSビデオ（熊取町）
番号 題        名  時 間   主    題 あ    ら    す    じ 企画・制作 製作年

Ｊ１
ハンセン病

剥奪された人権
２５分 ハンセン病

現在も国立のハンセン病療養所に暮す人々、院長及び関係
者の証言を取材し、ハンセン病隔離の不幸な歴史と現在の状
況を描く。現代に生きる私たちが、今、考えなければならない
人権意識を問う。

企画・制作：東映（株）教育映像部 2002

Ｊ２
人として生きる
長島の一年

２１分 ハンセン病

「こんな小さな島で生涯生きることは、どんなことだろうか。人
の生きざまの答えは出せない…」と語る、ハンセン病療養所
で暮らす高齢者の一人。
 　社会の営みから離れた島の春、夏、秋、冬に寄り添い生き
る人々に迫るドキュメント。

企画・制作：福祉運動、みどりの風 2005

Ｊ３
家族からひきはなされて

みんなで考えようハンセン病問題
１９分 ハンセン病

ハンセン病療養所には、多くの子ども達がいました。強制隔
離収容をうたった「らい予防法」は子どもにも容赦なく適用さ
れました。病気が治って何十年もたっているのに、ふるさとや
家族のもとに帰れず、年をとってしまいました。この事実を歴
史と証言からどのように学ぶか。教育現場においてハンセン
病を教え、活用する教材です。

企画・制作：福祉運動、みどりの風 2007

Ｊ４
療養所の中で

ハンセン病問題を風化させないために
２１分 ハンセン病

医療の名のもとに、人の命を奪うという許されない人権侵害
が行われていたのです。鹿児島県の星塚敬愛園の入所者二
人が、断種・堕胎の体験を語ってくれました。

企画・制作：福祉運動・みどりの風 2007

Ｋ１ 一分のすきもなく武装して ２８分 反戦平和

このビデオは、核兵器や化学兵器に比べれば、これまで注目
される機会が少なかった小型武器（銃、斧、鉈など）に焦点を
当てた。 紛争地、武器生産国、銃社会など世界中の事例を
紹介し、その背景にある問題をわかりやすく解説する。
小型武器がもたらす問題を改めて見つめ直し、より広い視野
で人権問題をとらえるきっかけになればと願う。

日本語版制作：国際連合広報センター
（財）人権教育啓発推進センター

2000

Ｋ２ 戦争の傷あと ３１分 反戦平和

第二次世界大戦中の不発弾が残る地域で生活する家族、紛
争後も地雷が残る地域で暮らす人々、内戦により崩壊した社
会の復興に向けて立ち上がる人々や心に深く大きな傷を抱え
る人々など、戦争が残した傷あとと向かい合い、そこから立ち
直ろうとする市民たちのドキュメンタリー。
日本に暮らす私たちが、このビデオを通して直接目にすること
や、耳にすることの難しい現実を認識し、平和の基礎をなす”
人権”を広い視野でとらえるきっかけになればと願う。

日本語版制作：国際連合広報センター
（財）人権教育啓発推進センター

2000
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