
人権啓発DVDリスト
（２０２２年　４月　７日現在）

一般社団法人　佐賀県部落解放推進協議会

貸出について
貸出は予約制で、１回につき原則５本まで、期間は２週間以内です。

また、貸出は県内在住または県内事業所勤務の方で、直接取りに来ていただける方に限ります。

＜貸出の流れ＞

１．予約
お問い合わせのうえ、空き状況を確認して予約してください。

その際、「所属名」「氏名」「連絡先」「DVD№」「希望される受取日及び返却日」をお伝え

く

ださい。

２．貸出・返却

一般社団法人 佐賀県部落解放推進協議会にお越しください。

※各種受付時間は、月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く）の８時３０分～１７時１５分です。

【お問い合わせ先】 一般社団法人 佐賀県部落解放推進協議会
佐賀県唐津市栄町2588番地１１（佐賀県解放会館「りぶず」１階）
ＴＥＬ＆ＦＡＸ：０９５５－７４－７７６８
E-mail：libs.saga@vc1.people-i.ne.jp



№ タイトル
時
間

制作年 テーマ 対象 内容
その
他

1
同和問題と人権
　－あなたはどう考えますか？
－

28 2009 同和問題
中高生
/成人

　会社でセクハラなどの人権問題を担当する
主人公は、両親の体験を聞き、部落差別・同
和問題について知識を深めていく…。
　同和問題について考えるアニメーション作
品。

副音声
/字幕

2
人権のヒント 職場編
　～気づきのためのエピソード
集～

22 2010 人権一般 成人

　ごく普通の会社員の日常を描きながら、日
頃は気づかない「人権のヒント」を探り、職
場のなかで私たちが考えるべき人権問題につ
いて提起する。

■男女の役割　　■セクシュアル・ハラスメ
ント　　■パワー・ハラスメント　　■双方
向のコミュニケーションがつくるもの　　■
アサーティブな主張　　　　■障がい者との
共生　　■出自で差別　　　　　　　■ダイ
バーシティの尊重

字幕

3
人権のヒント 地域編
　～「思い込み」から「思いや
り」へ～

25 2010 人権一般 成人

　とあるカフェに集まった人々の交流のなか
から「人権のヒント」を考え、それぞれの違
いを思いやる心の大切さを理解していく。
■結婚したら女は家庭に入るのが常識？
■障がいのある人は何が何でも介護されるべ
き存在？
■自分を通すために強く主張して相手を傷つ
けたり、いい出せなくて自分が傷ついてし
まったりしたことはありませんか？
■根拠のない思い込みと決めつけはありませ
んか？

字幕

4

どうしてそんなこと聞く
の
　　－公正な採用選考のために
－

27 2010
公正採用
選考

企業

　最近では、採用選考を行う際、受験者にエ
ントリーシートを課す企業が増えています。
採用選考の新たな可能性につながる反面、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、適正と能力のみを判断
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。

字幕

5
今、地域社会と職場の
人権は！

36 2011

同和問題

女性

高齢者

ﾊﾗｽﾒﾝﾄ

成人
企業

　地域・職場の中に潜んでいる様々な人権問
題について気づき、鋭い人権感覚と豊かな人
権意識を身につける学習教材用ドラマ。
■高齢社会の中の地域社会と職場の人権　■
子育てと働く女性の人権　■ハラスメントを
見逃さない職場と人権　■同和問題、差別の
ない明るい社会を！

字幕

6 らくがき 35 1996 同和問題
成人
企業

　駅のトイレに書かれた差別らくがきを、釣
りに来た少年が発見。少年は他の釣りに来た
人たちにそのことを話しますが、みんなは他
人事で無関心。しかし、その後みんなの心が
次第に開いていきます…。
　駅のトイレに係れた差別落書きに対して、
「積極的に取り組む人」や「他人事として何
もしない傍観者」など、いろんなタイプの人
が登場します。
　あなたなら、どうしますか？

（一社）佐賀県部落解放推進協議会  　人権啓発DVDリスト



7 鬼の子とゆきうさぎ 22 1995 人権一般 小学生

中学1年生が書いた愛の童話を映画化。

鬼の子は夜明けの風の中を走ります。大切な
ものを届けるために…。

　鬼の子と人間の女の子との不思議な友情の
中から、私たちが忘れているやさしさや、思
いやりの心、家族のぬくもりがあたたかい感
動として伝わってくる物語。

字幕

8
部落解放運動の歩み
　人間は尊敬すべきもの

60 2012 同和問題
成人
企業

「戦前編」「戦後編Ⅰ」「戦後編Ⅱ」の3部
作で構成され、部落解放運動の歩みを分かり
やすく解説するDVD。部落問題の入門的な教
材として、学校や市民啓発、企業研修など多
様な場で活用することができる内容です。

字幕

9 生活の中の人権 22 2013 人権一般 成人
日常生活の中にある様々な人権問題を、登場
人物の母と娘の行動の中から考えていくドラ
マ。

10
家庭の中の人権

　　生まれ来る子へ
25 2013 人権一般 成人

　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。
　本作品では「家庭の中の人権」に目を向
け、祖父母と孫夫婦の会話を通して、私たち
の身の回りにある人権問題をクローズアッ
プ。家庭の中で、人権の尊さについて語り合
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く。

字幕

11 よみがえった黒べえ 13 同和問題
小学生
～

　川元詳一氏による原作「よみがえった黒べ
え」をもとに、木下川解放子ども会は、１９
９６年から、４回にわたって構成劇に取り組
んだ。そのシナリオをもとに、絵本「よみが
えった黒べえ」が２００８年に作られ、後
に、ＤＶＤに収録された。
　牛の黒べえが死んだ後、馬の鞍、ろうそ
く、肥料、薬などの他、生活に役立つたくさ
んの物によみがえっている。しかし、よみが
えらせた人々がなぜ差別され、悔しい思いを
しなければなければならないのかということ
を考えさせる作品である。

12 風化からの告発
　－身元調査を考える－

32 1999 同和問題
成人
企業

身元調査を考える！
1975年の部落地名総鑑事件から数十年。あ
の時の戒を破り差別を商う調査会社。
企業と市民の差別意識を鋭く問うドキュメン
タリー。

13 あなたに伝えたいこと 36 2014
同和問題

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
成人

　「インターネット時代における同和問題」
をテーマにした作品。　主人公・真央は物語
が進む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る。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、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ること
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伝える。

字幕
副音声



14

気づいて一歩ふみだすための人

権シリーズ①

　そんなの気にしない
　　　　－同和問題－

17 2016 同和問題 成人

　自分が同和地区出身であることを親友に明
かしたときに返ってきた「そんなの気にしな
い」という言葉。「気にしない」という言葉
の底には、そのことをマイナスに見る意識が
ないでしょうか。私たちが普段なにげなく使
う言葉や態度の中には、相手を傷つけるもの
があるかもしれません。そして、壁を乗り越
えるのは、相手を信じる力だということを伝
えます。

字幕
副音声

15

シリーズ映像で見る人権の歴
史　第５巻
　渋染一揆を
　闘いぬいた人々

18 2017 同和問題
中学生
～成人

　地元の方々の協力を得て現地を取材し、原
点資料を詳細に分析し、渋染一揆の経過を丁
寧に追った。人としての尊厳を掛け、社会情
勢を見抜き、知恵と力を合わせて闘った人々
から、今学ぶべき事は何かを問いかける。

解説書
指導案

16
シリーズ映像で見る人権の歴
史　第６巻
　日本国憲法と部落差別

17 2017 同和問題
小学生
～成人

　どのような経過を経て憲法が制定されたの
かを検証し、その過程で、戦後初の男女同権
による民主選挙によって選出された国会議員
たちが、主体的に憲法制定に取り組んだこと
を明らかにした。さらに、平和の基礎となる
人権の尊重の精神がどのようにして憲法に書
き込まれたか、特に、第１４条の条文を巡る
論議に注目し、ここに「部落差別の禁止」が
明確に記載されたことも明らかにした。

解説書
指導案

17

ともに生きる　私たちの未
来
　「部落差別解消推進
法」がめざすもの

38 2017 同和問題 成人

　「部落差別解消推進法」ができた背景の現
実社会と、ネット上で起きている新たな差別
実態を明らかにする一方で、被差別部落に
ルーツをもつことに誇りと自信を持って活動
する若者たちを紹介している。この二つの視
点から、ネット社会の中で新たな局面を迎え
ている「部落問題」について考え、「ともに
生きる社会」をどう実現していくのか、私た
ち一人一人に問いかけている。

字幕

18

部落の心を伝えたいシリー
ズ
　差別を問うた２９の証
言

30 2019 同和問題 成人

　「部落に心を伝えたいシリーズ」は、当事
者が自ら出演し、部落問題の本質を語るとい
う独自のスタイルを確立、全国から熱い支持
を受けてきた。全巻を揃えた大学や教育・啓
発期間、視聴覚ライブラリーも数多い。
　シリーズ第１作から２０年、全２９巻の出
版を果たした今、２０年を俯瞰し語り部たち
の資源を網羅した本巻を制作。部落問題の最
適のテキストとしてシリーズの入門編として
中高生たちにも幅広く活用していただきたい
特別版。

字幕

19
こんばんはⅡ
　ここから私の夢は
　はじまった

37 2019 夜間中学 成人

　基礎的な学びをしていないために、日常生
活の何をするにも不自由であるだけでなく、
自分はだめな人間だと思い込んでいた人が、
夜間中学に出会う。人間として胸をはって生
き抜くために必要な学びを、ここでつかもう
と懸命に努力する人たちの記録であり、学ぶ
こと、生きることをあらためて問うものであ
る。

20
人権啓発アニメーション
　
　　　光射す空へ

32 2016

若年性認
知症

同和問題

LGBT

高校生
～成人

　大学生たちの悩みと学びを通して、「正し
い理解」「多様性の受容と尊重」の大切さが
描かれている。また、主人公の朝陽にはトラ
ンスジェンダーの幼馴染との交流がある。大
学の担当教官の指導の下、新しく友人となっ
た優海と一緒に、同和問題について深く学び
を進めることになる。登場人物の成長と共
に、誰もが人権を尊重される社会について、
考えることができる。

字幕
副音声



21
わからないから、確かめ合
う
　～コミュニケーション～

29 2018

ハラスメ
ント

外国人

障害者

LGBT

働き方

同和問題

成人

　昨今、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、不当な差別
など、企業が関わる様々な「人権問題」がメ
ディア等で大きく取り上げられます。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、企業の社
会的責任（ＣＳＲ）や社会的責任投資（SＲ
Ｉ）に対する関心の高まりと相まって、人権
尊重の考え方を積極的に企業方針に採り入れ
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では、ハラスメントや差別的取扱
いなど、多くの日本企業が直面する可能性が
高いテーマを中心に取り上げ、それらに共通
する解決策として、「コミュニケーション」
を提示しています。
　誰もが暮らしやすい社会を目指して、一歩
ふみだしましょう。

字幕
副音声

22
わたしらしく　あなたら
しく
　　～多様な性を生きる～

38 2018 多様な性 成人

　多様な性が存在することに対する無知や無
関心によって生じる差別や偏見。それが根強
く残る今の社会で、性的マイノリティの人に
とって、本当の自分をカミングアウトするこ
とは容易ではありません。
　このビデオでは、悩みながらも自分らしく
生きようとする性的マイノリティの人たちの
姿を通して、多様な性が共に生きる社会はど
うあるべきかを考えていきます。

字幕
ミニ解
説書

23

部落の心を伝えたい」シリー

ズ㉛

ありのまま生きる

　～坂田愛梨・瑠梨～

24 2017 同和問題 成人

寝た子を起こす
　「寝た子を起こすな」で始まり、「寝た子
を起こす」で終わる部落問題。それを間近に
見聞きしてきた姉妹は、「寝た子を起こす』
活動を、無理せず軽やかに積み上げる。
逃げればいい、躱（かわ）せばいい
　差別との闘い方を教えたのは江嶋修作先生
だった。「圧倒的な力で差別してくる相手に
は、逃げればいい。躱せばいい。しなやかに
生きることが大切なんだよ」
母から娘へ、そして子へ
　母から受け継ぐ「ありのまま生きる」姿が
幼い頃から姉妹の自尊感情を育んだ。たくさ
んの仲間をつくり、つながりを結び、プラス
の出会いを重ねていく。幼子にも部落にルー
ツを持つ「私」を伝えていく。

字幕
副音声

24

シリーズ映像で見る人権の歴史　第
７巻

水平社を立ちあげた人々

17 2020 同和問題
中学生
～成人

　日本の人権の歴史を大きく変えた水平社創
立の背景や、創立大会の様子、そこに参加し
た人々の思いを、現地や関係者を訪ねて取材
し、明らかにしました。自分たちの力で差別
をなくそうと立ち上がった人々の姿から学ぶ
ことにより、いま何をなすべきか問いかけま
す。

字幕
副音声
解説資
料

25

シリーズ映像で見る人権の歴史　第
８巻
　
ひとと皮革（かわ）の歴
史

19 2020 同和問題
中学生
～成人

　「ひと」は、動物の「いのち」と深く関
わって生きてきました。ひとの歴史とは、他
の｢いのち｣と深くつながる歴史です。この
DVDでは、皮革製品の製造過程を取材した貴
重な映像を通して、部落差別の愚かさや｢い
のち｣の大切さを考える教材としました。

字幕
副音声
解説資
料

26
シェアしてみたらわかった
こと

46 2019

外国人
障害者
性自認・
性的指向
災害時

高校生
～成人

上京して、期待を胸に入居したシェアハウ
ス。そこに暮らしているのは、個性豊かな住
人たち。この住人たちとの交流は戸惑いの連
続だけど、時間、空間、思いをシェアして初
めて気づくこともある。
　外国人　　障害者　　性自認・性的指向
災害時

字幕
副音声



27

部落の心を伝えたいシリーズ
㉝

１２年後の決断
 吉岡 綾

28 2021 同和問題 成人

第１２巻「若い力は今」から１２年。
その間、綾さんも結婚し、生活環境も激変し
た。二人のこどもに部落についてどう伝える
べきか、母としての不安、揺れ動く気持ちを
赤裸々に語る。　心を蝕むリアルな部落差別
が、ここにある。

字幕
副音声

28 夕焼け 35 2021 ケアラー
中学生
～成人

テーマは、 「ケアラー　～誰もが人権尊重さ
れる社会を～」
ケアは他人事ではない。誰もがケアする側に
もケアされる側にもなる。年齢属性を問わ
ず、ともに助け合える「誰もが人権を尊重さ
れる社会」の実現をめざすことを目的とし
て、人権啓発ドラマが製作された。

字幕
副音声


