
番号   題        名  時 間   主    題            あ    ら    す    じ 企画・制作 製作年

Ａ５
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～
３５分 DV

配偶者からの暴力は、犯罪となる行為を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。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。

内閣府男女共同参画局
株式会社　桜映画社

2008

Ａ６ デートDVって知っていますか？ 11分 DV
デートDVを身近な問題としてとらえ、日常生活の中でデートDV
への気づきを促す。

大阪府 2012

Ｂ４
拉致～許されざる行為～

北朝鮮による日本人拉致悲劇

ダイジェスト版
（７分５０秒）

通常版
（２０分３５秒）

国際人権

1970年頃から80年頃にかけて、北朝鮮による日本人拉致が多
発しました。現在17名が政府により拉致被害者として認定され
ています。
平成14年9月に北朝鮮は日本人拉致を認め、同年10月に5人の
被害者が帰国しましたが、他の被害者については、未だ北朝鮮
から納得のいく説明はありません。北朝鮮は「拉致問題は解決
済み」としていますが、北朝鮮側の主張には多くの問題点があ
ることから、日本政府としてはこうした主張を受け入れることは
できません。
拉致問題は、我が国の国家主権及び国民の生活と安全に関わ
る重大な問題であり、この問題の解決なくして日朝の国交正常
化はあり得ません。
このDVDは、この許されない行為について、日本国政府が作成
し解説したものです。

日本国政府　拉致問題対策本部 2007

Ｂ５ めぐみ ２５分 国際人権

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
帰宅途中に北朝鮮当局により拉致された実際の事件を題材
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、日本語版のほかに、8か国語版があり
ます。

企画・制作
政府　拉致問題対策本部

2008

D3
外国人と人権

違いを認め、共に生きる
33分 外国人

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かを学びます。

法務省人権擁護局
公益財団法人　人権啓発推進センター

東映株式会社
2015

Ｅ４
めざせ！日本一の障害者雇用
障害のある生徒に就労支援を

21分 障がい者

知事（元橋下大阪府知事）インタビュー：
少し残念なことですが、大阪の障がい者の雇用率は非常に低
いです。雇用率達成企業の割合も低いです。私が知事となって
から、障がい者雇用ナンバーワンをめざして、様々な取組みを
行っています。大阪には障がいのある子ども達が学ぶ支援学
校等がありますが、こちらの就職率も低い状況です。障がいの
ある子ども達が、自立して生きていける、就職できる、そういう
大阪、社会をつくりあげていきたいと思ってます。そのためには
行政だけでなく、企業の皆さまの協力が必要です。障がいのあ
る子ども達が職場実習できる環境、また採用までも、企業の皆
さまにご協力をいただきながら、障がい者雇用ナンバーワンを
めざしていきたいと思います。
是非とも実現のために、皆さまのご協力をお願いしたいと思っ
ています。一緒に障がい者雇用ナンバーワンをめざしましょう。

人と仕事をつなぐ企業の集い
２００９実行委員会

フルーク映像株式会社
2009

E５ 風の匂い 34分 障がい者

平成28 年4 月に施行された「障害を理由とする差別の解消の
推進に関する法律」では、「不当な差別的取扱い」を禁止し、
「合理的配慮の提供」を求めている。社会の中にあるバリアは
物理的な問題だけではなく、障がいのある人への差別意識や
知識不足からも生まれている。私たち一人ひとりが意識を変え
て、「バリア＝壁」をなくしていかなければならない。この作品
は、スーパーマーケットで働く二人の青年が主人公である。そ
の一人には知的障がいがあるが、子どもの頃は共に遊び、共
に学ぶ「大切な友だち」であった。しかし、大人になった二人を
隔てる健常者と障がい者という壁。二人の成長と職場での人間
模様を通して、社会的な課題でもある『合理的配慮』についても
触れる。

兵庫県・（公財）兵庫県人権啓発協会
東映株式会社

2016

貸し出し用啓発DVD（熊取町）
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貸し出し用啓発DVD（熊取町）

Ｆ１２ 一人ひとりの世界人権宣言

ダイジェスト版
（２２分５０秒）

通常版
（３９分２１秒）

人権一般

世界人権宣言を基に、大阪市西成区にある、あいりんと呼ばれ
ている地域、通称・釜ヶ崎で生活保護を受けながら施設で暮ら
している高齢者グループによる紙芝居活動を通して社会保障を
考える事例と、隔離施設から出て、地域社会に溶け込んで、差
別や偏見をなくすための活動をするハンセン病回復者を通して
移住・居住の自由を考える事例と、障がいのある人とない人が
ペアを組み踊る「車いすダンス」で、共通の生きがいづくりを目
的に活動する市民グループの活動を通して障がいのある人の
権利を考える事例を紹介する。

大阪人権問題映像啓発推進協議会・
大阪府・大阪府内市町村・大阪府教育
委員会・大阪府内市町村教育委員会

2009

Ｆ１３ ヒーロー 34分 人権一般

近年、社会から孤立す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る。家族や地域、職場でのつながり、つ
まりは血縁や地縁、社縁の希薄化によって引き起こされる問題
である。こうした「無縁社会」と呼ばれる社会状況に対し、何が
できるのかを提起する。
 　「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を考える。

兵庫県・（公財）兵庫県人権啓発協会
東映株式会社

2013

Ｆ１４
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～

46分 人権一般

全国中学生人権作文コンテストでは、次代を担う中学生が、身
の周りで起きたいろいろな出来事や自分の体験などから、人権
について考えています。このビデオでは、入賞作品の中から５
編の作文を朗読して、アニメーションやイラストで紹介します。
中学生が作文の中でつぶやいている言葉に、あなたも耳を傾
けてみてください。それが、きっと、新しい明日への一歩につな
がっていくでしょう。

法務省人権擁護局
公益財団法人　人権啓発推進センター

株式会社　桜映画社
2014

Ｆ１５
性的マイノリティと人権

あなたがあなたらしく生きるために
30分

人権一般
（性的マイノ

リティ）

性・セクシュアリティはとても多様です。しかし、それをしっかり理
解している人はごくわずかでしょう。そのため、性的マイノリティ
の多くが、生きづらさを感じています。誰もがありのままで受け
入れられ自分らしく生きたいと望んでいます。そんな社会を実現
させるためには、まず相手を正しく理解し、偏見や差別をなくす
必要があります。この教材は、性的マイノリティについて人権の
視点で理解を深めるのがねらいです。

法務省人権擁護局
公益財団法人　人権啓発推進センター

東映株式会社
2014

Ｆ１６
もずやんのRescue Kit（レスキューキット）

～危険から子どもを守るDVD～
114分 人権一般

近年、子どもたちに不安を与える声かけやつきまといなどの事
案が増えています。また、スマートフォンの急速な普及により、
ネット上のトラブルに巻き込まれる子どもたちも後を絶ちませ
ん。
 このＤＶＤは、子どもたちが、日常生活の中で遭遇するおそれ
がある危険に関する情報を映像化してまとめたものです。子ど
もたちの力を信じ、子どもの力を伸ばすことが、子どもの安全・
安心につながります。
 　子どもたちに危険から身を守るためのスキルを身につけても
らうためにも、ぜひ学校で、このＤＶＤを活用してください。

大阪府　青少年・地域安全室 2014

Ｆ１８
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～
35分 人権一般

世界には、性別や人種、皮膚の色の異なる人々、大人や子ど
も、障がいのある人など、一人ひとり違いを持ったたくさんの人
たちが暮らしています。
すべての人々の人権が尊重され、相互に共存し得る、平和で
豊かな社会を実現するためには、私たち一人ひとりが人権に対
する理解を深め、相手の違いを認めつつ、同じ一人の人間とし
て相互に尊重し合うことが必要です。
・国連の人権への取り組み
・女性の人権
・子どもの人権
・障がいのある人の人権
・外国人の人権

法務省人権擁護局
公益財団法人人権啓発推進センター

2015

Ｆ１９ ここから歩き始める 34分 人権一般

日本における平均寿命の大幅な伸びや、少子化などを背景とし
て、社会の高齢化が急速に進んでいる。それに伴い、認知症高
齢者も大きな社会問題になっている。
高齢者を家族や地域でどのように支えていくか、また、高齢者
自身の意欲や能力をどのように生かしていくかを考えることは、
これからの私たちの大きな課題である。
この作品は、「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から捉える。認知症の
親を持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
葛藤ときずなの紡ぎなおしを描くことで、高齢者が人間として誇
りを持って生きていく上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。

兵庫県・（公財）兵庫県人権啓発協会
東映株式会社

2015
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貸し出し用啓発DVD（熊取町）

Ｆ２０
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
30分 人権一般

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
けでなく、意図ぜず加害者に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。

法務省人権擁護局
公益財団法人　人権啓発推進センター

東映株式会社
2015

Ｆ２１
わたしたちが伝えたい、大切なこと

－アニメで見る　全国中学生
人権作文コンテスト入賞作品－

31分 人権一般

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。

法務省人権擁護局
公益財団法人　人権啓発推進センター

毎日映画社
2015

F２２ 企業と人権　職場からつくる人権尊重社会 40分 人権一般

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、解説も交えて構成してい
ます。

法務省人権擁護局
公益財団法人人権啓発推進センター

東映株式会社
2015

F２3 障がいのある人と人権 33分 人権一般

ユニバーサル社会とは、障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、支え合い、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。
障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よいのでしょうか。
このＤＶＤでは、障がいのある人が直面する人権問題やその問
題を解決するための取組などを具体的に紹介し、「障がいのあ
る人の人権」について考えて行きます。
（構成）
オープニング（1分1秒）
障がいとは？（2分48秒）
障がいのある人が直面する人権問題（13分34秒）
誰もが住みよい社会をつくるためには（15分10秒）

法務省人権局
法益財団法人人権教育啓発推進ｾﾝﾀｰ

2018

Ｈ９
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～
87分 男女共同

・コミュニティ・ショップの夢にチャレンジ！（２９分）
　滋賀県栗東市…ＮＰＯ法人『びぃめーる企画室』

・歴史ある町並みを蘇らせる女性たち！（２９分）
　熊本県宇城市…「風の会」

・“人”と“気持ち”をつなげたい！（３０分）

内閣府男女共同参画局 2006

Ｈ１０
夢へのパスポート

～まちづくりにかける元気な女性たち～
87分 男女共同

・子育て№１の街を作りたい！（２９分）
・地元の伝統食を現代に発信したい！（２９分）
・団塊世代が元気を生み出す街にしたい！（２９分）

内閣府男女共同参画局
株式会社　テレパック

2007

Ｈ１１
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～
26分 男女共同

　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
会社など私たちの身近なところで、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
現を目指す企業や、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。

内閣府男女共同参画局
株式会社　テレパック

2008
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Ｈ１２
明日への道しるべ

～まちづくりにかける元気な女性たち～
60分 男女共同

●再発見！私たちのオリジナル観光マップ（３０分）
　青森県八戸市「はちのへ女性まちづくり塾生の会」
●伝えたい！民話で語る村の心（３０分）
　福島県安達郡大玉村「森の民話茶屋」

内閣府男女共同参画局
テレビ朝日映像（株）

2008

Ｈ１３
人と人とのよりよい関係をつくるために

交際相手とのすてきな関係をつくっていくためには
73分 男女共同

このDVDは、若年層を対象とした交際相手からの暴力の予防
啓発教材『人と人とのよりよい関係をつくるために』を使った事
業の例を、指導者向けにわかりやすく解説した教材です。若年
層にそのまま視聴させることもできる部分も含めた構成になっ
ています。

内閣府男女共同参画局 2009

Ｉ３０ 差別意識の解消に向けて ７５分 同和問題

生活拠点である家の購入、賃貸マンションなどを契約する際
に、同和地区やその含まれる校区を避ける人が今もなお多くい
るのはなぜでしようか？人権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。

大阪人権問題映像啓発推進協議会
大阪府・大阪府市町村・大阪府教育
委員会大阪府市町村教育委員会

株式会社　テレコープ

2007

Ｉ３１
調べられた土地　避けられた地域

～土地差別調査の根絶に向けて～
20分 同和問題

平成19年に発覚した差別につながる土地調査の事実を受け、
大阪府では「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関
する条例」の一部を改正し、個人調査を行う「興信所・探偵社業
者」に加え、新たに「土地調査等」を行う者を規制の対象にしま
した。（平成23年10月1日施行）
このようなことから、土地差別調査の根絶に向けて、事件の概
要や改正条例のポイントなどを解説したＤＶＤ「調べられた土地
避けられた地域」が、同和問題解決（部落解放）・人権政策確立
要求大阪実行委員会により、作成されました。
土地差別調査の構図や実際の差別調査報告書、調査員のイン
タビューなどに加えて、差別につながる土地調査を生みだす府
民の意識やその背景にある問題点などを解説しています。
人権推進課では、このＤＶＤの貸し出しを行っていますので、職
場や地域の研修などに、ご活用ください。

同和問題解決（部落解放）
人権政策確立要求大阪実行委員会

2011

Ｉ３２ 同和問題～過去からの証言、未来への提言～
61分

（人権教育・啓発担当者向け）
19分（一般向け）

同和問題

この教材は、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付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分かりやすく簡潔
にまとめています。また、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しての映像も併せて制作し、
同和問題の解決のために次世代へ伝承することを目的として
います。

法務省人権擁護局
公益財団法人人権啓発推進センター

東映株式会社
2013

Ｊ５

人権アーカイブ・シリーズ
【人権教育・啓発担当者向け】

ハンセン病問題
～過去からの証言、未来への提言～

【一般向け】
家族で考えるハンセン病

ハンセン病問題（56分）
家族で考えるハンセン病（20分）

ハンセン病

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分かりやすく
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。

法務省人権擁護局
公益財団法人人権教育啓発推進セン

ター
2015

Ｋ３ 学ぼうヒロシマ 76分 反戦平和
被爆者3人の証言や、平和をテーマに取材、活動している中国
新聞ジュニアライターの活動紹介などが収録されています。

中国新聞社
ＲＣＣフロンティア

2015


