
★マークは子ども向け　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　DVD　テーマ別検索

番号 題名 内容 時間 テーマ スタイル 備考

214 チャランケ 東京・首都圏で暮すアイヌの生
きる姿や取り組みを追う

４０分 アイヌ ドキュメンタリー ＤＶＤ

241
あなたがあなたらしく生きるため
に

ＬＧＢＴの入門編。ＬＧＢＴの現
状を解説とドラマで説明

３０分 ＬＧＢＴ 解説・ドラマ ＤＶＤ

242
あなたがあなたらしく生きるため
に

ＬＧＢＴの入門編。ＬＧＢＴの現
状を解説とドラマで説明

３０分 ＬＧＢＴ 解説・ドラマ ＤＶＤ

243
あなたがあなたらしく生きるため
に

ＬＧＢＴの入門編。ＬＧＢＴの現
状を解説とドラマで説明

３０分 ＬＧＢＴ 解説・ドラマ ＤＶＤ

248 光射す空へ 正しい知識と理解、多様性の
受容と尊重の大切さを描く

３２分
認知症・同和・
ＬＧＢＴ

アニメ ＤＶＤ

250
その人権問題わたしならどうす
る？～地域編～

地域の中の人権問題を考える １６分
障がい者・外国
人・ＬＧＢＴ・同和

ドラマ ＤＶＤ

267 誰もがその人らしく－ＬＧＢＴ－ ＬＧＢＴ。気づいて一歩ふみだ
すための人権

２０分 ＬＧＢＴ ドラマ・解説 ＤＶＤ

211
日常の人権Ⅱ
－気づきから行動へ－

差別や偏見で苦しむ人の心の
痛みを伝えるドラマ

２３分
外国人・障がい者・
同和問題・ネット

ドラマ･ドキュメ
ンタリー

ＤＶＤ

246 全ての人々の幸せを願って 全ての人の人権が尊重される
ための理解を伝える解説

３５分
女性・子ども・障
がい者・外国人

解説 ＤＶＤ

247 全ての人々の幸せを願って 全ての人の人権が尊重される
ための理解を伝える解説

３５分
女性・子ども・障
がい者・外国人

解説 ＤＶＤ

250
その人権問題わたしならどうす
る？～地域編～

地域の中の人権問題を考える １６分
障がい者・外国人・
ＬＧＢＴ・同和

ドラマ ＤＶＤ

252
外国人と人権
違いを認め、共に生きる

外国人に対する理解を深め、住みよい社
会を築くためにできることを考える ３３分 外国人 解説・ドラマ ＤＶＤ

253
外国人と人権
違いを認め、共に生きる

外国人に対する理解を深め、住みよい社
会を築くためにできることを考える ３３分 外国人 解説・ドラマ ＤＶＤ

256 わたしたちが伝えたい、大切なこと★ 中学生人権作文をアニメ化。
人権とは何か？中学生向き

３１分
外国人
障がい者

アニメ ＤＶＤ

257 わたしたちが伝えたい、大切なこと★ 中学生人権作文をアニメ化。
人権とは何か？中学生向き

３１分
外国人
障がい者

アニメ ＤＶＤ

131 老いを生きる 高齢者に対する思いやりの人
権感覚を身につける

３５分 高齢者 ドラマ VHS

202 高齢者虐待 実例３話のオムニバスドラマ ２６分 高齢者 ドラマ ＤＶＤ

210
日常の人権Ⅰ
－気づきから行動へ－

差別や偏見で苦しむ人の心の
痛みを伝えるドラマ

２３分
女性・子ども・高
齢者

ドラマ･ドキュメ
ンタリー

ＤＶＤ

215 今、地域社会と職場の人権は！ 人権感覚と人権意識を身につ
ける学習教材ドラマ

３６分
高齢者・女性・
同和問題

ドラマ ＤＶＤ

248 光射す空へ 正しい知識と理解、多様性の
受容と尊重の大切さを描く

３２分
認知症・同和・
ＬＧＢＴ

アニメ ＤＶＤ

249
その人権問題わたしならどうす
る？～家庭編～

家庭内で起こる身近な人権を
考える

１８分
いじめ・高齢者・
ＤＶ・子ども

ドラマ ＤＶＤ

258 認知症と向き合う
認知症を理解し、当事者と家
族が寄り添う大切さを描く

３０分 高齢者 ドラマ ＤＶＤ

184 鉢
はち

かづき姫
ひめ

    　　　　　　　　      ★
いじめと差別の苦境の中、力
強く生きた姫。日本昔ばなし

３４分 いじめ アニメ VHS

192 ハードル　　　　　　　　　　　　　　★ 信念と勇気を持って行動するこ
とに気付かされるドラマ

８４分 子ども アニメ ＤＶＤ

197 それでも生きる子供たちへ ７つの国の巨匠が故郷の問題
をドラマチックに描いた作品

１１６分 子ども ドキュメンタリー ＤＶＤ

199 本当の友達 子どもが撮影し子どもが作っ
た、いじめを無くすための映画

５０分 子ども 映画 ＤＶＤ

200 モンゴルマンホールチルドレン モンゴルのマンホールの中で
暮す子どものドキュメンタリ―

３０分 子ども ドキュメンタリー ＤＶＤ

210
日常の人権Ⅰ－気づきから行動
へ－

差別や偏見で苦しむ人の心の
痛みを伝えるドラマ

２３分
女性・子ども・高
齢者

ドラマ･ドキュメ
ンタリー

ＤＶＤ

237 ボクとガク　　　　　　　　　　　　　★ 子どもとおばあさんの交流を通し戦争・子
どもの人権を考える ４２分 子ども・戦争 アニメ ＤＶＤ

239 Ｉmagination ラジオ局に寄せられる相談か
ら人権問題を考えるドラマ

３４分
子ども・同和・障
がい者

ドラマ ＤＶＤ
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番号 題名 内容 時間 テーマ スタイル 備考

246 全ての人々の幸せを願って 全ての人の人権が尊重される
ための理解を伝える解説

３５分
女性・子ども・障
がい者・外国人

解説 ＤＶＤ

247 全ての人々の幸せを願って 全ての人の人権が尊重される
ための理解を伝える解説

３５分
女性・子ども・障
がい者・外国人

解説 ＤＶＤ

249
その人権問題わたしならどうす
る？～家庭編～

家庭内で起こる身近な人権を
考える

１８分
いじめ・高齢者・
ＤＶ・子ども

ドラマ ＤＶＤ

260 鉢かづき姫    　　　　　　　　      ★
いじめと差別の苦境の中、力
強く生きた姫。日本昔ばなし

３４分 いじめ アニメ ＤＶＤ

266 君が、いるから
親からの心理的虐待、子供や若者の成
長・自立のための人との関わり ３３分 子ども・若者 ドラマ･解説 ＤＶＤ

268 認知症って、なんですか？　　　★ 始めて認知症を学ぶ。正しい
理解と接し方。

１４分 高齢者 ドラマ　解説 ＤＶＤ

225 裁判員 裁判員に選ばれた人の気持ち
の変化をドラマ化。

６９分 裁判員制度 ドラマ ＤＶＤ

226 審理 裁判員裁判とはどうなのか？
刑事裁判の様子をドラマ化

６０分 裁判員制度 ドラマ ＤＶＤ

207 新ちゃんがないた！ 生涯を持つ少年が家庭・学校
を通して成長する姿を描く

３６分 障がい者 アニメ ＤＶＤ

211
日常の人権Ⅱ
－気づきから行動へ－

差別や偏見で苦しむ人の心の
痛みを伝えるドラマ

２３分
外国人・障がい
者・同和問題・

ドラマ･ドキュメ
ンタリー

ＤＶＤ

212
障害のある人とのふれあいと人
権

障害者自身の言葉で障害者と
の関わり方・理解を伝える

２３分 障がい者 ドキュメンタリー ＤＶＤ

223 秋桜の咲く日 発達障害という目に見えにくい
障害者の人権を考えるドラマ

３４分 障がい者 ドラマ ＤＶＤ

227
無関心ではいけない！
障害者の人権

障害者への様々な差別と、社
会環境づくりのあり方を描く

２４分 障がい者 ドキュメンタリー ＤＶＤ

228 モップと箒 知的障害者と支援者を１年半
密着取材したドキュメンタリー

３０分 障がい者 ドキュメンタリー ＤＶＤ

239 Ｉmagination ラジオ局に寄せられる相談か
ら人権問題を考えるドラマ

３４分
子ども・同和・障
がい者

ドラマ ＤＶＤ

240 今日もよか天気たい 視覚障害者の行動から自分の
人権意識に気付くドラマ。

３５分 障がい者 ドラマ ＤＶＤ

246 全ての人々の幸せを願って 全ての人の人権が尊重される
ための理解を伝える解説

３５分
女性・子ども・障
がい者・外国人

解説 ＤＶＤ

247 全ての人々の幸せを願って
全ての人の人権が尊重される
ための理解を伝える解説 ３５分

女性・子ども・障
がい者・外国人

解説 ＤＶＤ

250
その人権問題わたしならどうす
る？～地域編～ 地域の中の人権問題を考える

１６分
障がい者・外国
人・ＬＧＢＴ・同

ドラマ ＤＶＤ

256 わたしたちが伝えたい、大切なこと★ 中学生人権作文をアニメ化。
人権とは何か？中学生向き

３１分
外国人
障がい者

アニメ ＤＶＤ

257 わたしたちが伝えたい、大切なこと★ 中学生人権作文をアニメ化。
人権とは何か？中学生向き

３１分
外国人
障がい者

アニメ ＤＶＤ

259 風の匂い 障がいを持つ人への合理的配
慮とは何かを考える

３４分 障がい者 ドラマ ＤＶＤ

264 障害のある人と人権 誰もが住みよい社会をつくるた
めに

３３分 障がい者 事例と解説 ＤＶＤ

265 障害のある人と人権
誰もが住みよい社会をつくるた
めに ３３分 障がい者 事例と解説 ＤＶＤ

224
配偶者からの暴力の根絶をめざ
して

配偶者暴力禁止法のしくみに
ついてわかりやすく紹介

３５分 女性 解説 ＤＶＤ

229 デートＤＶ
デートＤＶとは何か？相手を尊重する関
係作りの大切さを伝える ３０分 女性 ドラマ ＤＶＤ

246 すべての人々の幸せを願って 全ての人の人権が尊重される
ための理解を伝える解説

３５分
女性・子ども・障
がい者・外国人

解説 ＤＶＤ

247 すべての人々の幸せを願って 全ての人の人権が尊重される
ための理解を伝える解説

３５分
女性・子ども・障
がい者・外国人

解説 ＤＶＤ

196 亀も空を飛ぶ 戦後にたくましく生きる子ども
たちと人々の行き方を描く

９７分 戦争 映画 ＤＶＤ

237 ボクとガク　　　　　　　　　　　　　★
子どもとおばあさんの交流を通し戦争・子
どもの人権を考える ４２分 子ども・戦争 アニメ ＤＶＤ
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番号 題名 内容 時間 テーマ スタイル 備考

230 夢へのパスポート まちづくりにかける元気な女性
たちを描くドキュメンタリー

２９分×３ 男女共同参画 ドキュメンタリー ＤＶＤ

231 明日への道しるべ 青森・福島のまちづくりにかけ
る女性を描くドキュメンタリー

３０分×２ 男女共同参画 ドキュメンタリー ＤＶＤ

218 あなたの偏見、私の差別 若者４人が当事者を通して気
づき、人権意識を深めていく

３０分
DV、自死、ホームレ
ス、ハンセン病 ドキュメンタリー ＤＶＤ

219 パパ、ママをぶたないで！ 父の母に対する暴力を子ども
の実話に基づきアニメ化

２０分 DV アニメ ＤＶＤ

249
その人権問題わたしならどうす
る？～家庭編～

家庭内で起こる身近な人権を
考える

１８分
いじめ・高齢者・
ＤＶ・子ども

ドラマ ＤＶＤ

17 けがれと差別意識 けがれ意識を払しょくするもの
の見方、考え方を訴えた作品

５４分 同和問題 解説 VHS

61 しきじきょうしつ 識字教室での学級生と講師の
心の交流、生き方を考える

５４分 同和問題 ドラマ VHS

66 就職差別をなくすために
～統一応募用紙の成立とその趣旨～

就職の統一応募用紙にまつわ
る差別の実態を描く

２５分 同和問題 解説 VHS

79 人の値打ちを問う
～「部落の心を伝えたい」第２巻～

人権の詩の作者である江口い
とさんの人生を描いた作品

２５分 同和問題 ドキュメンタリー VHS

87 被差別民が担った文化と芸能 被差別民が担ってきた芸能の
歴史を解説

４３分 同和問題 解説 VHS

88 人の世に熱と光を　～「部落の心を伝
えたい」第４巻～

西光万吉の系譜を引く清原隆
宣さんが宣言の精神を語る

２６分 同和問題 ドキュメンタリー VHS

110 あした元気になあれ
～「部落の心を伝えたい」第３巻～

部落の若きスターと呼ばれる
松村さんの姿を追う

２７分 同和問題 ドキュメンタリー VHS

115
風化からの告発
～身元調査を考える～

身元調査をめぐる、企業と市民
の差別意識を問う

３２分 同和問題 ドキュメンタリー VHS

119 そっとしておけば・・・
寝た子を起こすなという考え方

そっとしておけば自然と差別は
なくなるという考えについて

３６分 同和問題 解説 VHS

122 差別っていったい何やねん?!
～「部落の心を伝えたい」第６巻～

歩く水平社宣言と言われる川
口泰司さんの活動を追う

３０分 同和問題 解説 VHS

126 人間の尊厳を求めて
～「部落の心を伝えたい」第７巻～

森田益子さんが自ら歩んだ解
放運動５０年の道のり

２５分 同和問題 ドキュメンタリー VHS

136 ツインズ１７ 双子の姉妹が同和問題・進路
問題を乗り越え成長していく

５５分 同和問題 ドラマ ＤＶＤ

137 橋のない川 奈良の被差別部落を舞台に全
国水平社の創立を描いた

１３９分 同和問題 映画 VHS

138 渋染め一揆に学ぶ 渋染め一揆から被差別部落の
人々の解放運動を学ぶ

１７分 同和問題 アニメ VHS

171 日本の歴史と部落問題　第１巻 前近代編。部落の役目・仕事・
生活・文化について

６０分 同和問題 解説 VHS

172 日本の歴史と部落問題　第３巻 現代編。戦後民主改革と部落
解放運動について

６０分 同和問題 解説 VHS

181 人の世に熱あれ、人間に光あれ１ 部落差別はなぜあるのか。解
放の道筋を明らかにする

４０分 同和問題 解説 VHS

182 人の世に熱あれ、人間に光あれ２ 部落差別はなぜあるのか。解
放の道筋を明らかにする

４５分 同和問題 解説 VHS

191 近代日本社会と部落問題 部落の人々の差別と闘った運
動や産業、思想などを学ぶ

６０分 同和問題 解説 VHS

201 若い力は今　　～吉岡　綾～ 同和問題の正しい知識を学ぶ
大切さを描くドキュメンタリー

３０分 同和問題 ドキュメンタリー ＤＶＤ

204 日本の歴史と部落問題２　近代編 水平社創立から部落解放運動
を展開したことを描く

６１分 同和問題 解説 VHS

205 近代身分制社会と被差別民
～役目と生業～

被差別民の果たした役割と生
業について解説

５０分 同和問題 解説 VHS

211
日常の人権Ⅱ－気づきから行動
へ－

差別や偏見で苦しむ人の心の
痛みを伝えるドラマ

２３分
外国人・障がい者・
同和問題・ネット

ドラマ･ドキュメ
ンタリー

ＤＶＤ

215 今、地域社会と職場の人権は！ 人権感覚と人権意識を身につ
ける学習教材ドラマ

３６分
高齢者・女性・
同和問題

ドラマ ＤＶＤ

235 同和問題 同和問題に対し企業が教育・
啓発する上で大切な事を解説

６１、１９分 同和問題 解説 ＤＶＤ

236 同和問題 同和問題に対し企業が教育・
啓発する上で大切な事を解説

６１、１９分 同和問題 解説 ＤＶＤ
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番号 題名 内容 時間 テーマ スタイル 備考

239 Ｉmagination ラジオ局に寄せられる相談か
ら人権問題を考えるドラマ

３４分
子ども・同和・障
がい者

ドラマ ＤＶＤ

248 光射す空へ 正しい知識と理解、多様性の
受容と尊重の大切さを描く

３２分
認知症・同和・
ＬＧＢＴ

アニメ ＤＶＤ

250
その人権問題わたしならどうす
る？～地域編～

地域の中の人権問題を考える １６分
障がい者・外国
人・ＬＧＢＴ・同

ドラマ ＤＶＤ

218 あなたの偏見、私の差別 若者４人が当事者を通して、気
づき人権意識を深めていく

３０分
DV、自死、ホームレ
ス、ハンセン病 ドキュメンタリー ＤＶＤ

220 The Wall 太陽は輝いたか？ ハンセン病に対する差別、正し
い理解の大切さを解説。

２５分 ハンセン病 ドキュメンタリー ＤＶＤ

221 The Wall 太陽は輝いたか？ ハンセン病に対する差別、正し
い理解の大切さを解説。

２５分 ハンセン病 ドキュメンタリー
ブルーレ

イ

251
ハンセン病問題／
家族で考えるハンセン病

ハンセン病問題の本質につい
て関係者の証言と解説。

５６分
２０分

ハンセン病 解説・ドラマ ＤＶＤ

168 雲が晴れた日 祖母の介護を通して自身の差
別に気付く。共生と人権を描く

５３分 人権全般 ドラマ VHS

216 人権感覚のアンテナって？ 人権侵害について正しく知り、
学ぶことの大切さを伝える

３９分 人権全般 ドラマ ＤＶＤ

217 生まれ来る子へ 祖父母と孫夫婦の会話を通し
て人権問題を考える

２５分 人権全般 ドラマ ＤＶＤ

222 新・人権入門 企業の人事担当者から取材し
た実際の出来事をドラマ化

２５分 人権全般 ドラマ ＤＶＤ

238 カラフル 子供も社会も十人十色。家庭
と社会の中の人権問題を描く

３１分 人権全般 ドラマ ＤＶＤ

244 未来を拓く５つの扉 全国中学生人権作文コンテス
トの入賞作品を朗読

４６分 人権全般 朗読 ＤＶＤ

245 未来を拓く５つの扉 全国中学生人権作文コンテス
トの入賞作品を朗読

４６分 人権全般 朗読 ＤＶＤ

249
その人権問題わたしならどうす
る？～家庭編～

家庭内で起こる身近な人権を
考える

１８分
いじめ・高齢者・
ＤＶ・子ども

ドラマ ＤＶＤ

250
その人権問題わたしならどうす
る？～地域編～ 地域の中の人権問題を考える

１６分
障がい者・外国
人・ＬＧＢＴ・同

ドラマ ＤＶＤ

195 イゴールの約束 一つの約束をきっかけに変化
していく少年の様子を描く映画

９０分 その他 映画 ＤＶＤ

213 生命を学ぶわくわく飼育体験 小学生が家畜飼育体験から学
び、成長する姿を追う

４８分 その他 ドキュメンタリー ＤＶＤ

254
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

インターネットの安全な利用法と対策につ
いて学ぶ。中・高生向き ３０分 インターネット 解説・ドラマ ＤＶＤ

255
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

インターネットの安全な利用法と対策につ
いて学ぶ。中・高生向き ３０分 インターネット 解説・ドラマ ＤＶＤ

266 君が、いるから
親からの心理的虐待、子供や若者の成
長・自立のための人との関わり ３３分 子ども・若者 ドラマ･解説 ＤＶＤ
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