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501 あ 同和問題 あかね雲 H11 実写 53 分
東映教育映像部（大阪市・市
教育委員会）

部落出身である教師が、我が子に部落をどう教
えたらいいのか迷い悩みながらも部落を誇る気
持ちを伝えていく姿を描く。

502 あ 同和問題 明日への彩り H5 実写 55 分 教配（埼玉県教育委員会）

定時制高校に通い工場で働く隆と友人で同和地
区出身の則子。二人の生き方や考え方を通し、
部落差別や外国人差別の現状について考え、誤
解･偏見が差別を生むことを訴える。

503 あ 同和問題 雨あがり H10 実写 55 分
共和教育映画社（和歌山県
同和委員会）

百合子は信用金庫の外交員。柴崎に土地を担
保に店の改装資金を貸してほしいと頼まれる。し
かし、上司は担保の土地が同和地区にあること
を理由に受け付けない。

504 あ 同和問題 愛は海より深く H6 実写 55 分
共和教育映画社（和歌山県
同和委員会）

差別ゆえ一度も会ったことのなかった父親の訪
問に、順子は冷たく応対するが、職場の同僚や
たまたま町に来ていたギニヤ人の話から自分の
間違いに気づき、父親の故郷を訪ねていく。

505 あ 子ども
アイムヒア
僕はここにいる

H19 実写 54分
学習研究社（大阪府教育委
員会）

知的には遅れはないものの、発達がアンバラン
スなために学校や社会の中で生きにくさを感じ、
苦しんでいる”発達障害”の人たちのことを理解
するとともに、どんな支援が必要であるかをまな
び、すべての人権が尊重される豊かな社会の実
現について考えるきっかけとします。

506 あ 同和問題 明子のハードル H5 実写 41 分
東映（群馬県・県教育委員
会）

中学２年の明子が親友を巡る事件を機に、自分
の差別心に気づき、差別を許さない心を持とうと
する。

507 あ 全般他
明日があるから 泣き
虫記者と 三冊のノート

H13 実写 28 分
日本映画新社（三重県人権セ
ンター）

人権尊重の精神を高めるとともに、一人でも多く
の方の心から先入観がなくなることを願う。

508 あ 同和問題 あしたの足音 H9 実写 46 分
東映（岐阜県・県教育委員
会）

古い家柄で代々料理屋を営む父親が、１人娘の
恋人の父が同和地区出身であることを知り、結
婚を反対する。しかし二人の努力する姿に真に
大切なものは何かに気付いていく。

509 あ 同和問題
明日への伝言 －神戸
から－

H9 実写 50 分
東映（神戸市・市教育委員
会）

阪神大震災で住まいと店を失った一家が、避難
生活で学んだことや人間関係を大切に生活して
いる。高校生の娘は、仮設住宅で独り暮らしの
同和地区出身のお年寄りへの訪問ボランティア
を続ける。

510 あ 同和問題 青空のように H7 実写 47 分 教配（埼玉県教育委員会）

子供の入学をきっかけに親しくつきあう母親の集
まり「乙女の会」での差別発言が、子供たちの芋
掘り会を中止に追い込んでしまう。この後、「乙
女の会」は偏見をなくそうと立ち上がる。

511 あ 同和問題 明日にスウィングﾞ H10 実写 50 分
毎日映画社（埼玉県教育委
員会）

バンドメンバーの一人が同和地区の出身である
ために恋人の親に結婚を反対されていると告白
し、メンバーの足並みが乱れる。それを乗り越
え、市民文化祭で演奏を成功させいく姿を描く。

人権啓発映画（ビデオ)一覧
（H29年1月20日更新）
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512 あ 全般他 あすに生きる H13 実写 35 分
東映（神戸市・市教育委員
会）

企業内での社員同士の人権や社員を大切にす
ることの重要性を訴える。また企業の社会的役
割について、地域との交流やユニバーサルデザ
インを通して再認識してもらうことも狙いとする。

513 あ 女性 新しい風 H15 実写 30 分 東映(兵庫県）

今日、配偶者からの暴力や、親から子どもへの
虐待が大きな社会問題となっている。この作品で
は、家庭における一人ひとりの人権の大切さを
描く。

514 あ 外国人 アミーゴ友だち H11 アニメ
15 分

( ｱﾆﾒ )
電通九州・電通テッ ク福岡支
社（北九州市教育委員会）

ブラジルから隼人が転校してくる。サッカーが得
意な隼人はチ－ムに入るが、隼人は生活習慣の
違いで疎外感を感じることも多かった。異文化や
習慣の違いを越えて真の友人関係を築くのを描
く。

515 い
障害のあ
る人

生きてます、
 １５歳。

H14 アニメ
22 分

( ｱﾆﾒ )
東映

わずか５００ｇ生まれたため、視力を失ってしまっ
た主人公。厳しくも優しい母と主人公の成長を通
し、親子の心の行き交いを描く。

516 い 同和問題 いのち輝く灯 H11 アニメ
48 分

( ｱﾆﾒ )

東映（北九州市・市教育委員
会・北九州市同和問題啓発
推進協議会）

奈津子は交通事故で障害を負う。恋人･雅人母
親が同和地区出身、盲目の老人昭吉との関わり
や家族を含めた人々との関係を通して、奈津子
の心に“いのちの灯“がともる。

517 う 同和問題 ウェット・ブルー H9 実写 54 分 東映（大阪府教育委員会）

鞄製造会社に就職した浩二は、会社が同和地区
にあるという理由で他の会社から差別をされて
いることを知り、憤りを感じる。同時に自分自身
の考えも改め、ボランティアでその危機を乗り越
えていく。

518 う 同和問題 美しいメッセージ H13 アニメ
27 分

( ｱﾆﾒ )
井之上企画 （大阪市・市教育
委員会）

純夏は、故郷の同和地区に診療所を開く叔母、
絵里子の奮闘記を、地元のケーブルテレビで発
表することにする。母の絹代は反対する。悩む
純夏は、先輩で在日のパククッサンに相談する。

519 え 同和問題 笑顔の広がる街 H11 実写 54 分
学習研究社（大阪府教育委
員会）

「親子共育」を主題に取り上げ、同和地区の人々
とその周辺の人々が同じ子育てという悩みを通
して、ともに成長しながらよりより生き方を見いだ
そうと努力していく様子を描く。

520 え 同和問題
えせ同和排除のため
に

H14 実写 30 分
東映（人権教育啓発推進セン
ター）

企業に送られた書籍の扱いの様子をドラマで紹
介。実際の様子を示しながらどう対応すべきか
考えさせる。

521 お 同和問題 おじいちゃんの 花火 H10 アニメ
25 分

 ( ｱﾆﾒ )
読売新聞社（東京都教育委
員会）

交通事故で両親を失い足が不自由になった百合
子が、祖父に会うため介助犬とともに北海道から
東京にでてくる。それを助ける一志は百合子との
関わりで様々な人権問題について考える。

522 お 同和問題 お－い！ H10 実写 45 分
岩波映画製作所（同和問題
啓発映画四区制作会）

営業の初仕事で地区の所在を市役所の窓口で
尋ねてしまい、社内や親友の間に波紋を広げて
しまう。自分がしたことの意味を痛感した主人公
が、社内の推進員として問題解決に取り組んで
いく。

523 お 同和問題 大山君、奮戦す！ H9 実写 56 分 東映（滋賀県商工労働部）

企業の同和問題研修等を念頭に制作された短
編オムニバス。社内研修運営に関する問題、自
由な発言のできる研修の実施やセクシャルハラ
スメントの問題、同和地区に関するトラブルの５
編
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524 お 同和問題 贈られた湯飲み茶碗 H8 実写 48 分
東映（兵庫県・（財）兵庫県人
権啓発協会）

陶芸展で落選した陶芸家が、入選した同和地区
出身の後輩に劣等感を持ち差別的態度を取る
が、阪神大震災の被災地でのふれあいを通し心
に潜む差別意識に気付き、考え方を見直す。

525 お 高齢者 おじいちゃんの トマト H9 アニメ
39 分

( ｱﾆﾒ )

東映（北九州市・市教育委員
会・北九州市同和問題啓発
推進協議会）

貴志の家族は祖父の介護でバラバラになり、貴
志自身も外国人の母を持つ転校生をかばいいじ
めにあう。全てが嫌になるが、トマトを嵐から守ろ
うとする祖父の姿に家族の絆も元どおりになって
いく。

526 お 同和問題
おばあちゃん ありがと
う

H11 実写 52 分
共和教育映画社（滋賀県・
（財）滋賀県解放県民セン
ター）

差別で文字を奪われながら、一生懸命生きてき
たおばあちゃん。おばあちゃんの生き方から、人
間として共に生きる喜びと輝きを取り戻した家族
や周囲が、それぞれ新たな生活へと旅立ってい
く。

527 お 同和問題
おはようの声が響く街
に！

H14 実写 35 分
共和教育映画社（和歌山県
同和委員会）

差別を受けながらも希望を見いだし、それを乗り
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と知りながら、世間体にこだ
わる両親の考え方を正していく高校生。

528 か 同和問題 風かよう道 H13 実写 35 分
共和教育映画社（和歌山県
同和委員会）

古い因習にとらわれている主婦とその家族を通
し、六曜、穢れなどが差別意識を形成する土壌
となっていることを提起する。コンピュータを悪用
した同和問題の差別事件も絡めて展開してい
る。

529 か
障害のあ
る人

風の旅人 H15 アニメ
30 分

( ｱﾆﾒ )
電通テック（三重県・人権問題
研究所）

ベットに横になったままの主人公は、他人にベッ
トを押してもらい行動する。どんな人間でも他人
の力を借りて生きていることを訴える。

530 か
ハンセン
病

風の舞 H15 実写 60 分 東京シネ・ビデオ

ハンセン病で隔離された主人公の詩をモチ－フ
に、ハンセン病元患者の思いと、ハンセン病強制
隔離の「歴史と今」を描く。

531 か 全般他
桂文福の ふれあい人
権噺

H14 実写 25 分
メディア総合研究所・風楽創
作事務所

落語家･桂文福の体験を元にした「ふれあい人権
噺」。職業差別。障害差別･障害者への偏見･古
典落語の中にある差別･外国人への偏見･子ども
の人権など様々な人権問題が語る。

532 か 全般他 仮免許練習中 H16 実写 30 分
東映（ 神戸市・市教育委員
会）

息子の交通事故をきっかけに自尊感情を失った
親子が、自らの誇りを取り戻す過程の中で、人
権意識を高める姿を描く。

533 か 同和問題 川の約束 H12 実写 29 分 広島ホームビデオ   広島県

川とともに育ち、川とともに生きてきた川漁師の
姿を通して、地域を支える文化や生き様を描きな
がら、部落差別の問題を考えます。

534 か 同和問題 川をわたる風 H3 実写 55 分
東映（岐阜県・県教育委員
会）

一家にふりかかった結婚問題の波紋…各人が
それぞれの立場で対立しつつ、解決をめざして
いく。

535 か 同和問題 がんばれ！ 青春先生 H4 実写 54 分
東映（大阪市・市教育委員
会）

新任の小学校教師が、クラスの子供同志の喧嘩
をきっかけに、部落差別にかかわり、悩みながら
も、無理解な親たちを巻込み、差別の愚かさを訴
える。
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536 か
障害のあ
る人

風のひびき H11 実写 54 分
東映（法務省人権擁護局・
（財）人権教育啓発推進セン
ター）

聴覚に障害のある奈緒が、ホームヘルパーとし
て働きながら、さまざまな現実の壁を体感し、悩
みながらも心のバリアフリーを信じて前向きに生
きていく姿を描く。

537 か 同和問題 風はみどりに H11 実写 50 分
毎日映画社（埼玉県教育委
員会）

障害者の手伝いをするボランティアに参加してい
た幹男は同和地区出身。それを知ったメンバー
の間で差別意識が表面化し、グループ内に亀裂
が走る。

538 か 同和問題
風と大地と梨の木と第
１章 「故郷はひとつ」

H9 実写 45 分
オフィス・ヒューマンヒル（鳥取
県）

家族と故郷へ戻った牧原信彦へ大学時代の親
友高岡から手紙が届いた。彼も地元の中学校の
教師としてＵターンしていた。だが母のツネは、
高岡が同和地区出身と知らされてがく然とする。

539 か
障害のあ
る人

風と大地と梨の木と第
２章 「カナエの結婚」

H9 実写 40 分
オフィス・ヒューマンヒル（鳥取
県）

妹カナエが結婚の報告に帰ってきた。妹の結婚
を喜ぶ信彦だが、相手が障害者と知ると態度を
変え結婚に反対する。同和問題には理解を示す
が、妹の結婚には反対する信彦。

540 か 女性
風と大地と 梨の木と
第３章 「老いのいきさ
き」

H11 実写 54 分
オフィス・ヒューマンヒル（鳥取
県）

牧原家に女性志津が尋ねてきた。志津は「夫省
三の横暴な振る舞いに辛抱できない。人生を見
つめ直したい」と言う。老年期を迎えた夫婦の関
係を通し、女性･高齢者の問題を考える。

541 か 外国人
風と大地と梨の木と第
４章 「 WE ARE ONE 」

H14 実写 51 分
オフィス・ヒューマンヒル（鳥取
県）

日本人の父、韓国人の母との間に清水は生まれ
たが、父は清水を認知しないまま彼と母を捨て
た。自らの存在に悩む清水だが、目標とするボク
サー徳山昌守を心の支えに力強く歩き出す。

542 き 同和問題
きずな －にんげんの
詩 2 －

H3 アニメ
30 分

( ｱﾆﾒ )
学研（（財）東京都同和事業
促進協会）

「にんげんの詩」の続編。主人公の結婚後を描
く。結婚差別に焦点をあて、部落差別がいかに
不当なものか、どうしたら問題を解決できるか考
える。

543 き 同和問題 きつねのかんちがい H１ アニメ
28 分

 ( ｱﾆﾒ )
電通ブロックス大阪支支社
（大阪市・市教育委員会）

奈良地方に伝わる民話をもとに作成。本人自身
ではどうにもできない要素によって悪意に判断さ
れたら、の判断は訂正されなければならないと
訴える。

544 き 子ども 希望の春 H12 実写 54 分
東映（大阪府教育委員会・大
阪府同和事業促進協議会）

高校進学を断念してバイクで遊び回っていた少
年と、難病を抱え死と直面しながらも希望を失わ
ない少年との友情と心の成長、それを支える院
内学級教師を描く。

545 き 子ども
虐待から子どもたちを
まもるために

H13 実写 53 分
ＮＴＶ映像センター   法務省
擁護局

児童虐待の潜在化、深刻化を未然に防ぐために
は、早期発見が望ましく、社会全体の児童虐待
に対する認識を深める必要があります。児童虐
待救済の状況をドラマとドキュメンタリーで紹介。

546 く 子ども くもりのち晴れ H8 アニメ
40 分

( ｱﾆﾒ )

東映（北九州市・市教育委員
会・北九州市同和問題啓発
推進協議会）

いじめで言葉を失った幸子は、文化祭で「いじ
め」の劇の主役になる。幸子を励ます加奈子た
ち、いじめグループ、無関心のふりをしていた生
徒達が、自分自身の問題であることに気付く。

547 く 全般他 クレヨンの星 H3 アニメ
14 分

( ｱﾆﾒ )
電通･電通ブロック ス（大阪府
教育委員会）

クレヨンの星に、金の星の王子コインがやって来
て、誰が一番偉いかとたずねた。偉いという価値
観のなかったクレヨンたちの間に争いが起こる。
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548 く 子ども クリームパン H22 実写 36分 東映

このドラマでは、人によって生かされ、つながって
いく「いのち」を中心に描いています。
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ます。

549 く 全般他 雲が晴れた日 H11 実写 53 分
東映（栃木県・県教育委員
会）

ある家族が、一人ひとりの「自分の力で生きてい
きたい。」という気持ちを知ることで障害者、高齢
者、外国人、同和地区住民だからといって差別し
ていたことに気づく。

550 け 同和問題 元気あります H12 実写 53 分
東映（大阪市・市教育委員
会）

同和地区に工場を持つ玩具メーカーを舞台に、
人事係長に昇進した祥太郎が同和問題に向か
い合う姿を描く。

551 け 全般他 元気をありがとう H14 実写 53 分
トキ映像プランニング（大阪
市・市教育委員会）

不況の只中にあって、誰もが生きることに精一杯
の社会では、差別や偏見が増幅される危険性が
ある。弱い者、異端の者にそれは向けられる。社
会を少しでもいい方向に向かわせるものは何
か？

552 け 女性
検証！ セクハラ判例
正しい対応のあり方

H16 実写 ２１分 アスパクリエイト

セクハラが起きたら、相談が持ちかけられたら。
それらへの対処法を、判例を元に具体的に解
説。

553 け 女性
検証！ セクハラ判例
見逃していませんか？
職場のセクハラ

H16 実写 ２０分 アスパクリエイト

セクハラが起きたら、相談が持ちかけられたら。
それらへの対処法を、判例を元に具体的に解
説。

554 こ 全般他 心ひらくとき H11 実写 55 分
ＮＴＶ映像センター（法務省人
権擁護局・（財）人権教育啓
発推進センター）

主人公は、夫の理解も得て職場では旧姓を使用
しながら新聞記者として奮闘している。様々な人
権問題の取材をとおして、改めて日常の中に潜
む差別や偏見に気づいていく。

555 こ 全般他 公正な採用って？ H12 実写 29 分 東映（東京都労働経済局）

紀子は昇格を命じられ、「公正採用選考人権啓
発推進委員」にも選任される。知識の少なかった
紀子は、先輩社員の投げかける設問にとまどい
ながらも、役割を全うしようとする。

556 こ 同和問題 心のどこかに H6 実写 30 分
共和教育映画社（和歌山県
同和委員会）

父と娘が、ドライブをしながら差別について話し
合い、人間の心の中にある差別をなくすにはどう
したらよいかを考えていく。

557 こ 全般他
心のメガネ 曇ってませ
んか？

H12 実写 20 分
電通九州・電通テッ ク福岡支
社（北九州市・北九州市同和
問題啓発推進協議会）

日常生活の中にみられる事例を紹介し、女性･
障害者･高齢者･子育て等に対しての思い込み
が形成する偏見や差別について考える材料を提
供する。

558 こ 同和問題 心みつめて H3 実写 47 分
東映（兵庫県・（財）兵庫県人
権啓発協会）

同和地区出身ということで周囲から反対を乗り越
えて結婚した若い夫婦の心の葛藤を通し、自立
した生き方をめざすことが差別をなくし、共に生
きる基盤となることを訴える。

559 こ 外国人 この街で暮らしたい H14 実写 32分 （財）人権教育啓発センター

近年、様々な国からやってきた外国人が私たち
の町で暮すようになりました。今後、ますます国
際化が進む中で、お互いに違いを認めあって、
共に生きていくことができる社会を築いていくこと
が求められます。この作品では、外国人の人権
を大切にする社会は、日本人にも暮しやすい社
会であることを伝えています。
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560 こ 外国人 こんど逢うとき H8 実写 55 分
共和教育映画社（和歌山県
同和委員会）

日系三世の留学生尚美は、今なお日本に残る
部落差別や、外国人の差別に直面してショックを
受けるが、「差別をなくすことはできる」とひたむ
きに取り組み、周囲の人の心を動かしていく。

561 こ 全般他 こころの交響楽 H14 アニメ
43 分

( ｱﾆﾒ )

東映（北九州市・市教育委員
会・北九州市同和問題啓発
推進協議会）

家庭や身近なところで起こる言葉や力による暴
力の問題を取り上げ、「人間の尊厳･いのちの尊
さ」、「自他共によりよく生きていくには何が必要
か」、「家庭のあり方」などを考えることを意図す
る。

562 こ ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ 声を聞かせて H21 アニメ
40分
(ｱﾆﾒ)

東映

主人公「優衣」という一人の女子高校生が念願
だった携帯電話を入手し学校裏サイト（インター
ネット掲示板）で傷つき、そして真の友人・両親の
愛を知っていく･･･

563 こ 外国人 この空の下で H18 アニメ
42 分

( ｱﾆﾒ )
東映（北九州市、市教育委員
会）

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心の壁に気づき、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
る。

564 さ 同和問題
ザ・会社 －えせ同和
行為を なくすために－

H6 実写 30 分 東映（法務省人権擁護局）

下請への参加強要というえせ同和行為に直面し
た会社の担当者が、何に悩み、問題にどう対処
し、どう解決していくのかを、心理的葛藤と上司と
のやり取りを中心に具体的に描く。

565 さ 同和問題 サンセット・サンライズ H9 実写 49 分
東映（兵庫県・（財）兵庫県人
権啓発協会）

娘の危機を救った裕之が同和地区出身であるこ
とを知り、母の沙織は態度を変える。裕之の結
婚が壊れかけていることを知った由美は、勇気
を出して行動を起こす。

566 さ 同和問題  三人兄妹 H7 実写 43 分
東映（茨城県・県教育委員
会）

ある地方都市で父親とスーパーを営んでいる長
男の結婚問題を中心に、若い人たちが悩みなが
らも差別の壁を乗り越えていく姿をとらえる。

567 さ 同和問題 サインはストレート H9 実写 45 分
共和教育映画社（埼玉県教
育委員会）

同和地区出身であることで、ライバルやコーチか
ら差別を受け野球をやめた直人は、高校で野球
部の誘いを拒み続ける。人の痛みを自分の痛み
として考えることを知り、差別を乗り越える姿を描
く。

568 さ 同和問題 さわやかに風吹く町 H6 実写 55 分 教配（埼玉県教育委員会）

亡夫の生まれのことで中傷されながらも、負けず
に明るく青果店を営む由美子。一方、同和地区
の生まれの恋人との交際を両親に反対され悩む
明子は、由美子に励まされ両親を説得する。

569 さ 同和問題
三月三日の風
 - 水平社誕生物語 -

H9 実写 53 分
宝塚映像（大阪同和問題映
像啓発推進協議会）

全国水平社創立者の一人西光万吉の生い立ち
を、親友で同志であった阪本清一郎らとともに
「黒潮会」「燕会」「水平社」…と運動し、全国水平
社創立大会の開催を収める過程を描く。

570 し 同和問題 しきじきょうしつ H8 実写 54 分 東映（大阪府教育委員会）

同和地区の人々を対象に開かれた識字教室
は、ここ数年、在日韓国･朝鮮人や中国残留孤
児などが日本語を学ぶ場となっている。識字教
室での人々のふれあいや悩みを克服していく姿
を描く。

571 し 同和問題
就職差別をなくすため
に

H7 実写 25 分
東映（東京都同和教育研究
協議会）

就職難が続く中、採用試験時の面接状況を学生
にインタビューし、また、近年発覚した差別選考
事例を紹介する。「統一応募用紙」、「部落地名
総鑑事件」など資料映像を交え紹介する。
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572 し 同和問題 淳一よ！ 明日の空へ H4 実写 54 分
共和教育映画社（大阪市・市
教育委員会）

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。

573 し 女性 翔太のあした H13 実写 54 分
東映（法務省人権擁護局・
（財）人権教育啓発推進セン
ター）

３部のオムニバス形式。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き出す。
男女共同参画社会の実現がどんな意義を持つ
のか考え、実現への行動力を育んでいく。

574 し アイヌ
ー人権ってなあに⑪―
チャランケ

H18 実写 40 分
アズマックス（神奈川人権セン
ター）

北海道に昔から暮らすアイヌ民族。このビデオで
は、北海道を離れ、東京、首都圏で暮らす古老
や若いアイヌの人々を訪ね、民族としての誇りを
持って生きる姿や取り組みを追う。

575 し 外国人
ー人権ってなあに⑤―
いっしょに歩こう

H18 実写 45 分
アズマックス（神奈川人権セン
ター）

８０年代後半からたくさんの外国人が働く場を求
め日本にやってきた。しかしそこに横たわってい
たのは低賃金、社会保障なしの劣悪で不安定な
労働条件、そして、企業や地域社会での根深い
偏見や差別。

576 し 全般他
人権ってなあに
あなたへの メッセージ

H13 実写 41 分
アズマックス（神奈川県人権
センター）

一言で「人権」と言ってもその内容は多種多様。
人種、民族、女性、子供等。言葉では捉えにくい
「人権」を各界で活躍する６人の方々が実際の体
験からわかりやすく語る。

577 し 同和問題
人権ってなあに
差別民が担った 文化
と芸能

H13 実写 43 分 アズマックス

全国各地の被差別部落を訪れ、伝承されてきた
芸能と産業技術を研究してきた沖浦さん。作品
では沖浦さんの研究成果をもとに、大阪、奈良、
浅草に、被差別民衆が担ってきた芸能の歴史を
辿る。

578 し 全般他
人権ってなあに
あなたへの メッセージ
２

H14 実写 44 分
アズマックス（神奈川県人権
センター）

人権問題について各界で活躍の５人が、実際の
体験から分かりやすく語る。

579 し 女性
人権を考える！ 女性
と子どもと 母親

H10 実写 30 分 共和教育映画社

働く女性と、幼い子供を持つ母親が同和問題に
直面し悩みながら同和問題、女性問題、在日外
国人の問題など、様々な差別解消に向けて行動
していく姿を描く。

580 し 同和問題 シャッター チャンス H11 アニメ
25 分

( ｱﾆﾒ )
東映（東京都教育委員会）

大樹は、卒業後は写真の勉強をしたいが親には
言い出せない。ある日大学受験を巡って父親と
口論になり、家を飛び出して指物師の叔父･康二
の家へ。

581 し 全般他
人権に向き合う ため
の６つの素材

H15 実写 27 分 東映（東京都教育委員会）

「日常を問い直す」「差別や人権侵害は誰にでも
おきること」「人権を生活の土台にする」という３
つの視点で制作。ミニドラマ４本と出演者の問い
かけで構成。

582 し 全般他 人権入門 H17 実写 23 分 東映

日常の出来事の中で、「人権を考える１０の
チェックポイント」を用意し、人権について考えて
いく。

583 し 全般他 人権の扉をひらく H16 実写 25 分 東映

人権に関する「気づき」を大切にし、安易に同調
するのではなく、人を「個」として捉え、主語を一
人称にして考えることの重要性を訴える。
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584 す
障害のあ
る人

ステップ H17 実写 54 分 東映（大阪府教育委員会）

障害のある主人公が、自分の生き方を見つけて
いく中、周囲の人々が主人公の障害について正
しく理解する姿をとおして、障害者と共生する社
会の実現について考えるきっかけとする。

585 す 同和問題
素顔の心で えびす食
堂 幸せばなし

H12 実写 53 分
メディアメロー（大阪同和問題
映像啓発推進協議会）

同和問題に係る「結婚」「就職」差別に直面した
調査会社に勤める主人公が、幸せになることの
意味を探る。

586 せ 同和問題 セピア色の風景 H12 実写 55 分
共和教育映画社（和歌山県
同和委員会）

淳中学生は、交通事故で意識不明の状態にある
父の過去を知らなかった。同和地区出身で妹と
とも別れ別れになった差別の厳しさを学ぶ。

587 せ 全般他 世界人権宣言 H１ アニメ
25 分

 ( ｱﾆﾒ )
アムネスティ・インターナショ
ナル日本支部

世界人権宣言の日本語の定訳を、子供たち自身
がい つも使っている言葉におきかえて語りかけ
る。

588 せ 全般他 善良な人々 H15 実写 56 分 東映   徳島県

家族の日常を異なる観点から三話オムニバス形
式で描く。差別は善意の中にも存在する。今まで
の社会の構図とは別の観点から描かれた作品。

589 そ 同和問題 そして出発 H11 実写 54 分
共和（大阪府教育委員会・大
阪府同和事業促進協議会）

直子は、高校時代の手紙によって受けた心の痛
みとこだわりとを引きずったまま、恵美と再会す
る。そして子供の事故を契機に、同和地区出身
であることを隠してきた恵美の夫がそれを明か
す。

590 そ 外国人 外からみた わたしたち H16 実写 27 分
東映（徳島県・（財）徳島県同
和対策推進会）

外国の人から見た「わたしたち」を知ることで、社
会の持つ矛盾や人権問題を考え直すことを問い
かける。

591 た 同和問題 旅立ちの夏 H11 実写 49 分 東映（香川県教育委員会）

新入社員美華は、後輩が自分の会社を希望して
いることを知りアドバイスする。一方自分の面接
時の質問事項に対する疑問や、社内で身元調
査が行われているのではという疑問を上司に投
げる。

592 た 同和問題 だけん･なん H10 実写 58 分 東映（熊本県・中山映画）

息子の親が同和地区出身であることでいじめを
受けたのを、知り亜希子はがく然とする。亜希子
は就職差別により走ることをやめたが、差別に
負けない姿を示すため再び走ることを決意する。

593 た 同和問題  だんじり囃子 H9 実写 54 分
共和教育映画社（大阪府教
育委員会）

進一は新しい街に引っ越してきた。友達もでき楽
しく過ごしていたが、母が同和地区出身だという
ことが噂になり無視される。進一が太鼓が上手
だと知った先生は、太鼓練習でクラスの心をまと
めていく。

594 た
障害のあ
る人

旅立ちの日に H16 アニメ
40 分

( ｱﾆﾒ )

東映（北九州市・市教育委員
会・北九州市人権問題啓発
推進協議会)

結婚式の企画に携わる中で、登場人物のそれぞ
れの問題を解決しながら、自分の心に見えない
障壁を壊し「心のバリアフリ－」を形成していく姿
を描く。

595 ち 同和問題 父の一番長い日 H5 実写 54 分 東映（大阪府教育委員会）

娘の恋人が同和地区出身であることを知り結婚
に反対する父親。職場では部下が差別発言を受
けトラブルを起こす中、父として意識変革を行っ
ていく。
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596 ち 同和問題 千鶴子が微笑った H4 実写 54 分
井之上企画 （堺市同和事業
促進堺地区協議会）

「愛する人と幸せな家庭を築きたい」という人間
の当然の願いが、差別により踏みにじられた社
会の中で、新しい視点から人間のあり方を問い
直す。

597 ち 全般他 千夏のおくりもの H17 実写 54分 東映

好奇心いっぱいの保育園児である千夏が日常
生活の中で持つ率直な疑問をきっかけに、様々
な出来事に潜む、大人が無意識に持っている
「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について正しい理解を促す
ドラマ。

598 つ 全般他 紡ぎだす未来 H19 実写 35 分 解放出版社

被差別部落出身者、在日コリアン、日本に住む
外国人、同性愛者・・・。あなたの身近にいるかも
しれない被差別当事者の日々の思いをドラマ
に。観て、感じて、考えて、考え方のヒントを示し
た人権啓発ビデオ。

599 て 同和問題 天気になあれ H7 アニメ
41 分

 ( ｱﾆﾒ )
電通ブロックス大阪支社（大
阪市・市教育委員会）

昭和初期から、戦後の復興期に至るまで、取り
残されてきた被差別部落が、「このままでいいの
か」と立ち上がる過程を描く。原作は、岸キヌエ
「みやらけの子もり唄」。

600 と 同和問題 同級生 H13 実写 30 分 井之上企画（滋賀県）

部落差別が原因で物別れになった２人の父親を
通し、子供たちや家族同士のふれあいを見つめ
ることの大切さ、人として生きる上で親が子ども
に伝えなければならないことは何か等を示す。

601 と 同和問題
東京の同和問題Ⅱ
　　差別の現状を 考え
る

H7 実写 30 分 東映（東京都教育委員会）

解放令以後の歴史分析、就職差別の具体例、
差別事件の心理的背景など、差別の解消に取り
組む人たちの証言を通じて差別の現状を考えさ
せる。

602 と 同和問題
東京の同和問題Ⅲ
　　表現からみた 差別
意識

H8 実写 30 分 東映（東京都教育委員会）

マスメディアにたずさわる人が言葉や表現につ
いての考えを語り、差別表現の問題を通して、そ
の背景にある「意識」について考えさせる。

603 と 同和問題
東京の同和問題
　　　- その歴史と現状
-

H6 実写 30 分 東映（東京都教育委員会）

就職差別、パソコン通信による差別事件など今
日的な差別の実態を伝え、部落差別がどのよう
につくられたのかを歴史的に描く。

604 と 同和問題 ドキュメンタリー結婚 H10 実写 33 分
信越放送（長野県同和教育
推進協議会）

同和地区出身者との結婚に家族、親戚から猛反
対を受けたが、理解してもらうために３人で部落
問題に真剣に取り組んできた過程をそれぞれが
語る。

605 と 同和問題
友子よ、晴れない 霧
はない

H2 実写 42 分
東映（群馬県・県教育委員
会）

中学２年生の友子が真っすぐな心をもった子に
育っていくまでを通して、いじめを許さない学級
づくり、部落差別を許さない家庭と地域社会づく
りこそ誰にとっても本当は幸せであると示唆す
る。

606 と 子ども
どんぐり森へ
－ひとりにひとつのた
からもの－

H11 アニメ
15 分

( ｱﾆﾒ )
東映（北九州市・市教育委員
会）

タッくんが病気にかかった鳥のたまごを「どんぐり
森」にある「どんぐり病院」へ連れていく。「どんぐ
り森」での不思議な体験を通してタッくんが見つ
けた“ひとりにひとつのたからもの”とは。

607 な 子ども
名前・・・ それは燃える
いのち

H18 アニメ
18 分

( ｱﾆﾒ )
東映

名前のことでケンカになったよりかと平吉。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・・・。
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608 な 同和問題 直子のブローチ H3 実写 23 分
東映（栃木県・県教育委員
会）

中学生の直子を主人公に、部落差別を許さない
心を持った子供に自己成長していく過程をドラマ
構成する。

609 な 同和問題 菜の花 H8 実写 57 分

岩波映画（ 総務庁地域改善
対策室・全日本同和対策協
議会・地域改善啓発セン
ター）

福岡県の被差別部落の語り伝えをもとに、人間
らしく生きる道を奪われてきた人々の悲しみと怒
りそして誇りを描く。

610 な 全般他
内藤剛志の中学生
トークライブ

H13 実写 30 分
岩波映像   法務省人権擁護
局

中学生の人権作文を紹介するとともに集まった
中学生たちによるトークライブ。差別や偏見をな
くすために語り合うことの重要性を印象づけて締
めくくる。

611 に 同和問題 虹のかけ橋 H3 アニメ
30 分

( ｱﾆﾒ )
教配（埼玉県教育委員会）

転校生聡と同じクラスの香織は、聡が同和地区
の生まれと知り差別しはじめる。相手の立場に
立って人の心の痛みを理解し行動することの大
切さを知る。

612 に 子ども
二匹の猫と元気な家
族

H9 アニメ
25 分

( ｱﾆﾒ )
読売映画社（東京都教育委
員会）

神戸で震災に遭った一家が、父の転勤で東京に
引っ越してくる。クラスでは外国人を母に持つ子
にいじめがあり、母のパート先でも仲間外れがあ
り、飼い猫もボス猫たちからケンカをうられ…。

613 に 同和問題
日本の歴史と部落問
題　１巻

H１ 実写 各50 分 大阪人権歴史資料館

第１巻「前近代篇」、第２巻「近代篇」、第３巻「現
代篇」。日本の歴史を被差別民衆や部落からの
視点で解説。それぞれ１０項目からなり、制止画
構成で１項目７分で説明。

614 に 同和問題
日本の歴史と部落問
題　２巻

H１ 実写 各51 分 大阪人権歴史資料館

第１巻「前近代篇」、第２巻「近代篇」、第３巻「現
代篇」。日本の歴史を被差別民衆や部落からの
視点で解説。それぞれ１０項目からなり、制止画
構成で１項目８分で説明。

615 に 同和問題
日本の歴史と部落問
題　３巻

H１ 実写 各52 分 大阪人権歴史資料館

第１巻「前近代篇」、第２巻「近代篇」、第３巻「現
代篇」。日本の歴史を被差別民衆や部落からの
視点で解説。それぞれ１０項目からなり、制止画
構成で１項目９分で説明。

616 に 同和問題 にんげんの詩 H1 アニメ
26 分

( ｱﾆﾒ )
学習研究社（（財）東京都同
和事業促進協会）

部落差別の問題に直面することになった主人公
がその差別の根源を追い求めて、時空を越えた
幻想的な旅をつづける。その姿を通して差別の
問題点を明らかにし、また差別を解消していく重
要性を浮かび上がらせる作品

617 に 子ども
にじいろのふしぎない
し

H9 アニメ
15 分

( ｱﾆﾒ )
電通九州・電通テック福岡支
社（北九州市）

保育園の子共達は、いじわるをしたり仲よく遊べ
なかったり。｢にじいろのいし｣の話を聞いた子供
達は冒険にでかける。協力して魔女を退治した
子どもたちは、知らずに優しさを取り戻していた。

618 ぬ
障害のあ
る人

ぬくもりの彩 H15 実写 36 分 共和教育映画社（滋賀県）

突然、障害を持った高齢者と住むことになった家
族を通し、同和問題も交え、日常の生活の中で
いかにして人権を尊重するかを考える。

619 ね 子ども ねずみくんのきもち H20 アニメ
12分
(ｱﾆﾒ)

東映

ねずみくんの絵本シリーズの中の『ねずみくんの
きもち』を映像化。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ねずみくんと
一緒に学ぶアニメです。一人ひとりが大切なそん
ざいであるといううことに気づき、共に生きている
ことを感じる。
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620 ね 子ども
ネットワ－クで防ぐ子
どもの虐待

H16 実写 25 分 東映

深刻化する子どもの虐待は、地域住民の結びつ
きの崩壊と無縁ではない。人と人がお互いに支
え合う、そんな地域づくりが今求められている。

621 ね 同和問題 根雪とける頃 H7 実写 47 分
東映（兵庫県・（財）兵庫県人
権啓発協会）

娘が同和地区出身の男性と結婚して十年以上も
絶縁だった家庭で、弟の婚約に際し、はじめはそ
の事実を隠そうとするが、やがて差別はいけな
いと考え直していく姿を描く。

622 の
障害のあ
る人

 ﾉｰﾏﾗｲｾﾞｰｼｮﾝ を考え
る －歪んだｲﾒｰｼﾞを
問い直す－

H16 実写 22 分 東映

精神障害者に対する歪んだイメ－ジをなくすため
に、当事者たちの様々な行動を紹介。

623 の 全般他 残された日記 H14 実写 56 分
オフィス・ヒューマンヒル（滋賀
県・（財）滋賀県解放県民セン
ター）

３人の主人公「英一」亡き妻が残した日記を巡
り、これまでの自分の生き方を一変させる出会い
へと歩んでいく姿を描く。

624 は 子ども 走れ、ジョン H10 アニメ
24 分

( ｱﾆﾒ )
Ｉ＆Ｓ（法務省人権擁護局・総
務庁地域改善室）

クラスに転校生がやってきた。思いやりの欠如や
仲間だけで固まる集団意識、互いの違いを差別
につなげてしまう意識などから「いじめ」がうまれ
てしまうことを訴る。

625 は 同和問題 八人は考えた H6 実写 30 分
東映（長野県同和教育推進
協議会）

職場の差別事件を契機に、差別された青年の同
僚や上司たち八人でもたれた会議の過程を通
じ、職場の啓発がどうあるべきかなどを考えさせ
る。

626 は 子ども ハッピー バースデー H11 アニメ
80 分

( ｱﾆﾒ )
ゴーゴービジュアル企画・マ
ジックバス・シネロケット

母親からの精神的虐待によって心と身体に傷を
負った主人公が、祖父母の励ましによって、人間
への信頼をとりもどす。また、重度の障害を持つ
少女とのふれあいを通して、人間の命の尊さを
描く。

627 は 同和問題 花咲く日 H4 実写 55 分
共和教育映画社（和歌山県
同和委員会）

家族が同和問題に直面し、各人が人間の尊厳と
差別の実態の中で、その重要性を理解し同和問
題を解決していく人権啓発ドラマ。

628 は 同和問題 春をまつ雪 H7 実写 53 分
共和教育映画社（滋賀県・
（財）滋賀県解放県民セン
ター）

家族に反対されながらも同和地区の青年と結
婚、母となり幸せに暮らしていた佐枝子は、仲良
く近所付き合いをしていた郁代がふと口にした言
葉に差別心を知りショックを受ける。

629 は
犯罪被害
者

犯罪被害者の人権を
守るために

H15 実写 33 分
ＮＨＫソフトウェア（法務省人
権擁護局・（財）人権教育啓
発推進センター）

犯罪被害者やその家族の人権の保護が社会的
重要な課題となっている被害者の現状を広く伝
え、人権について身近な問題として考えていきま
す。

630 は 子ども はげ H12 アニメ
16 分

( ｱﾆﾒ )
学習研究社

病気のために頭がはげてしまった泉。小１の作
文を原作として、その生活の日々を、子供の視
点から具体的に描く。

631 ひ 同和問題 ひかり H13 実写 50 分 井之上企画（福岡市）

転校生の光平。初めて同和教育の授業を受け、
同和問題を調べ出す。先輩の映像作家のドキュ
メンタリー撮影の手伝いを通し、自分の勝手な思
いこみがいかに差別と結びついているかに気づ
く。
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632 ひ 同和問題

人に いちばん近いま
ち
　　 - まき子の人権宣
言 -

H7 実写 58 分
オフィス・ヒューマンヒル（福知
山市）

いじめをうけている中学２年の少女とその友達で
同和地区出身の少女が、互いに理解し合う姿を
通し、やがて自分達の経験を弁論大会の作文に
書くことで、教師の心も動かす姿を描く。

633 ひ 同和問題
一人ひとりの 心は
今！

H15 実写 34 分
共和教育映画社(和歌山県人
権啓発センター）

えせ同和行為に対して怯むことなく、一環として
毅然とした態度で拒否し、また、障害者問題を社
内で取り組んでいく若い社員たちの姿を描く。

634 ひ 同和問題 ひとりひとりの空 H4 実写 57 分
東映（名古屋市・市教育委員
会）

ある家族が職場･学校･地域で、同和問題やいじ
めなどに遭遇する様子を通して、人権の大切さ
を考えていく。

635 ひ 子ども ひびけ！和だいこ H16 アニメ
22 分

( ｱﾆﾒ )

東映（北九州市・市教育委員
会・北九州市人権問題啓発
推進協議会)

「子どもの権利条約」を踏まえ、大人と子どもの
かかわり方や「意見表明権 ( 第１２条 ) に焦点を
当て、「他人の権利を大切にすることが自分の権
利を守ることである」ことであることを訴える。

636 ひ 全般他
ヒューマンライツ・ シン
フォニー

H10 実写 40 分
日本テレビビデオ 法務省人
権擁護局

人権とは何かを説明し、日本の歴史を振り返っ
て人権が昔からあったものではなく、今でも人権
の侵害が行われていることを例に挙げて解決す
る

637 ひ 全般他 陽だまりの家 H15 アニメ
42 分

( ｱﾆﾒ )

東映（北九州市・市教育委員
会・北九州市人権問題啓発
推進協議会)

女性とその娘が、出会いを通し成長していく姿を
描く。「自分を認めるとは」「相手を認めるとは」
「生命の尊さとは」「共生とは」を感じ、そこから
様々な人権問題を考えることを意図する。

638 ひ 全般他 ひとみ輝くとき H20 実写 35分
共和教育映画社・福岡県人
権啓発情報センター

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・地域社会が協力し合って支えていく社
会の形成を願う。また、子どもたちが「いじめの
構造」を考え、話し合うための契機とする。

639 ふ 同和問題
二つめの門 － 1 枚の
調書から－

H7 実写 43 分 東映（滋賀県商工労働部）

企業が独自に使用している「社用紙」の提出か
ら、同和地区出身ということで差別を受ける女性
社員と、用紙の提出に疑問を感じる男性社員の
姿を通して、人権上の問題点を指摘する。

640 ふ 同和問題 ふたりのタロウ H2 アニメ
26 分

( ｱﾆﾒ )
学研（埼玉県教育委員会）

小学生のタロウが、江戸時代にタイムスリップし
て、もう一人のタロウたちの生活を知り、差別や
仲間はずれにされる人の心の痛みを理解してい
く。

641 ふ 同和問題

部落の歴史第２巻
部落差別のおこりを考
える

S60 実写 22分 東映(埼玉県教育委員会) 部落差別のおこりを考える（全３巻）

642 ふ 同和問題

部落の歴史第１巻
部落差別のおこり以前
を考える

S60 実写 21分 東映(埼玉県教育委員会) 部落差別のおこりを考える（全３巻）

643 ふ 同和問題

部落の歴史第３巻
部落差別解消への歩み
から考える

S60 実写 23分 東映(埼玉県教育委員会) 部落差別のおこりを考える（全３巻）
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644 ふ 同和問題 ふれんど H1 アニメ
57 分

( ｱﾆﾒ )
東映（埼玉県・県教育委員
会）

留学生シンディは同和問題に対して興味をもつ。
一方、ホームステイ先の娘純子は、クラスの人
気者のシンディにしっとを覚えていく。４人が真の
“ふれんど”になるまでの姿を描く。

645 ふ 同和問題
部落の心を伝えたい
⑩ ―えびす舞に思い
をのせてー

H18 実写 28 分
メディア総合研究所・風楽創
作事務所

辻本一英さんは、被差別民の生活文化や伝統
芸能の調査研究と掘り起こしのとり組みをライフ
ワークとし、阿波木偶箱廻しを復活する会の仲
間とともに、講演活動を精力的にこなしている。

646 ふ 同和問題
部落の心を 伝えたい
① －更池の語り部－

H11 実写 30 分
メディア総合研究所・風楽創
作事務所

同和地区に生まれ育った吉田氏の講演記録。

647 ふ 同和問題
部落の心を伝えたい
② 人の値打ちを問う

H12 実写 25 分
メディア総合研究所・風楽創
作事務所

３世代にわたる就職や結婚等の差別を経験した
詩人･江口氏の講演記録。

648 ふ 同和問題
部落の心を伝えたい
③ あした元気になあ
れ

H12 実写 27 分
メディア総合研究所・風楽創
作事務所

中学校教師である松村氏が自らのありのままの
姿を語った講演記録。

649 ふ 同和問題
部落の心を伝えたい
④ －人の世に 熱と光
を－

H13 実写 26 分
メディア総合研究所・風楽創
作事務所

２１世紀の人権文化の思想的原点である「水平
社宣言」。その精神を清原隆宣さんは、「水平の
ものさし」の見直しという。「水平社宣言」の核心
を描く。

650 ふ 同和問題
部落の心を 伝えたい
⑤ －峠を越えて－

H15 実写 25 分
メディア総合研究所・風楽創
作事務所

中学校教師のユニークな同和教育実践の様子
を紹介。豊富な経験と強い信念で語りかける。

651 ふ 同和問題
部落の心を伝えたい
⑥ －差別っていった
い何やねん－

H16 実写 30 分
メディア総合研究所・風楽創
作事務所

２６歳の主人公が、ハートフルでエネルギッシュ
に、差別の本質を追究し自分の言葉とわかりや
すい表現で語りかける。

652 ふ 同和問題
部落の心を 伝えたい
⑦ - 人間の尊厳を求
めて -

H17 実写 25 分
メディア総合研究所・風楽創
作事務所

８１歳で若々しくエネルギッシュに活躍する主人
公の、その人生での出会いや身につけた理論と
実践を描く。

653 ふ 同和問題 ふれあい家族 H10 実写 48 分
東映（兵庫県・兵庫県人権 啓
発協会）

阪神大震災で被災した信一は仮設住宅に一人
で暮らす。詮索好きの光代は、同じ仮設に住む
女性が同和地区の出身であると噂をするが、自
分も差別を受けはじめて自分の過ちに気付く。

654 ふ 子ども  プレゼント H15 アニメ
17 分

( ｱﾆﾒ )

毎日映画社（法務省人権擁
護局・ ( 財 ) 人権教育啓発推
進センター）

子どもたちに、身近な問題であるいじめについて
考えてもらうことにより、自分の人権の大切さに
気づき、さらに自分と同様に他の人に人権も大
切であることに気づいてもらうことを目的としてい
る。

655 へ 同和問題
へんてこな
 ボランティア

H5 実写 46 分
東映（北九州市・市教育委員
会・北九州市同和問題啓発
推進協議会）

ひとり暮らしのおばあさんと、そのおばあさんに
字を教えようと“ボランティア”活動をはじめた中
学生のふれあいを描き、部落差別の厳しさ、社
会と人間のあり方を問いかける。
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656 ほ 同和問題 誇り高き男 H10 実写 56 分
東映（法務省人権擁護局・全
日本同和対策協議会）

新入社の主人公は、地方の小さな営業所に配属
になり落胆する上司に反発したり、様々なトラブ
ルを起こす。しかし同和地区出身の男性に出
会ったことから、次第に自分の過ちに気づく。

657 ほ 全般他 蛍の舞う街で H10 アニメ
42 分

( ｱﾆﾒ )

電通九州・電通ﾃｯｸ（北九州
市・市教育委員会・北九州市
同和問題啓発推進協議会）

２つの家族の交流を中心に、生活に潜む様々な
人権問題を描き、互いの人権を尊重することや
家族の絆の大切さなどを訴えている。「自分らし
く光る」とはどういうことなのかと問いかける。

658 ほ 外国人
ホームタウン
朴英美（パク・ヨンミ）
のまち

H20 実写 54分 東映

在日外国人が学校や社会で経験する様々な葛
藤を描きながら、本名を名のり、看護師として前
向きに生きようとする在日韓国人３世の姿を通し
て、名前や国籍の違いを認め合い、相互に理解
し合うことの必要性を学び、すべての人の人権
が尊重される豊かな社会の実現について考え
る。

659 ま 全般他 街かどから H13 実写 24 分
東映（兵庫県・（財）兵庫県人
権啓啓発協会）

住宅街で起こったバイク事故をきっかけに、地域
社会で暮らす大人･若者･外国人への対する偏
見や異質性を排除する意識に気づき、互いを思
いやる人間関係を育み始める。

660 ま 全般他 マイ・プロジェクト H14 実写 60 分 東映

企業の中での人権問題をオムニバス形式で紹
介。社会的存在としての企業の姿を描く。

661 ま 全般他 ま･さ･か わたしが！？ H14 実写 25 分
毎日映画社（兵庫県・県教育
委員会・（財）兵庫県人権啓
発協会）

まさか、わたしの流した情報が、こんなに人を苦
しめることになろうとは、まさか、わたしがこんな
目に遭うなんて。情報化の中で、どのような人間
関係を築き、人権が尊重される社会にできるの
か。

662 み 同和問題 未来からの メッセ－ジ H1 アニメ
25 分

( ｱﾆﾒ )
東映（（財）東京都同和事業
促進協会）

就職差別に焦点を当てる。適性や能力に直接関
係ないことで、差別すべきでないと訴える。

663 み 子ども 見上げた青い空 H19 実写 34分 （財）人権教育啓発センター

巧妙かつ残酷ないじめの現実、そして、いじめら
れる側もいじめる側も苦しんでいる“いじめ”の本
質を直視し、あらためて“いじめ”について考える
きっかけになることを企図。一人一人に、人ごと
ではなく自らの問題としての「気付き」を考える。

664 み
ハンセン
病

未来への虹 - ぼくの
おじさんは、ハンセン
病 -

H17 アニメ
30 分

( ｱﾆﾒ )

共同映画（法務省人権擁護
局・ ( 財 ) 人権教育啓発推進
センター）

実話を元に作成された子ども向け絵本を原作と
し、小学校高学年以上を視聴対象としている。未
来を担う子どもたちに、差別の痛みや苦しみ、そ
して「人権」の大切さを語る。

665 み 全般他
ＭＥＥＴ ＴＨＥ ヒューマ
ンライツ

H14 実写 27 分 東映（東京都教育委員会）

若者達が、人権問題に取り組んでいる人や当事
者の人達と実際に合い、話を聞き、事実を知り、
素直に話し合う。日常的に無自覚に行われてき
た言動に潜む「偏見や差別」を自覚する。

666 み 全般他 見えないライン H17 実写 55 分
東映（徳島県・（財）徳島県同
和対策推進会）

差別を固有の課題から見つめるだけでなく、社
会全体の中に位置づけて考えてみる。

667 め ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ  メール H13 実写 54 分 東映（大阪府教育委員会）

覚えのない中傷や同和地区出身であるなどと、
ネット上の掲示板に書き込まれた女子高校生の
苦痛を題材にしている。主人公が、仲間の応援、
両親や周囲の支えで、自ら立ち直っていく姿を描
く。
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668 め 同和問題 めばえの朝 H16 アニメ
41 分

( ｱﾆﾒ )

東映（北九州市・市教育委員
会・北九州市人権問題啓発
推進協議会)

新しい生命の誕生を控えた家族とその周りの
人々のふれあいや葛藤を通して、「相手を理解
すること」「尊重し合うこと」「自分の問題として行
動すること」の大切さやすばらしさを描く。

669 め 同和問題 芽吹き H7 アニメ
41 分

 ( ｱﾆﾒ )

東映（北九州市・市教育委員
会・北九州市同和問題啓発
推進協議会）

相手が同和地区出身というだけで結婚に反対し
たため、息子を失い町から去ったおばあさんが、
屋敷の始末と謝罪の念から再び戻ってくる。少
女や高校生とのふれあう姿を描く。

670 も 同和問題
燃えろ！ 青春のかが
り火

H4 アニメ
30 分

( ｱﾆﾒ )
埼玉新聞事業社（埼玉県教
育委員会）

結婚差別に正面から立ち向かう晶子と誠一を軸
に、それを応援する晶子の妹で高校生の美鈴
や、担任の先生たちの差別をなくそうとする活躍
を描く。

671 も 同和問題 もっと フレンドリーに H4 実写 54 分
東映（北九州市・市教育委員
会・北九州市同和問題啓発
推進協議会）

二人の子をもつ旅行代理店の女性課長を主人
公にし、同和地区の人たちに対する偏見や女性
差別に焦点を当て、一人ひとりが差別意識に気
づき、克服していくことの大切さを訴える。

672 も 子ども
盲導犬クイールの一
生

H19 アニメ
25 分

( ｱﾆﾒ )
アニメーション画房　わ組

立派な盲導犬へと成長したクイールは、視覚障
害者の渡辺と巡り会い、互いにかけがえのない
存在になっていく。しかし、渡辺は病に冒され、3
年後、この世を去り、それから8年後、クイールも
また、12年の生涯を静かに閉じたのだった。

673 も 子ども 桃色のクレヨン H18 アニメ
28 分

( ｱﾆﾒ )

日本アニメーション（法務省人
権擁護局・（財）人権教育啓
発推進センター）

知的障害のいとことのふれあいを通じて大切な
ことに気付いていく主人公の姿をテーマにしてお
り、子どもと大人が一緒に見て楽しめ、少しほ
ろっときて、それでいて心が温まる作品です。

674 も 高齢者 もう一度 あの浜辺へ H16 実写 38 分
東映（兵庫県・県教育委員
会・（財）兵庫県人権啓発協
会）

日常生活の中で高齢者の尊厳を奪うことがない
か振り返り、高齢者が安心して心豊かな生活を
送ることができる社会をどう築いていけばいいか
考える。

675 や 全般他 山本家の場合 H13 実写 13 分 エージー（岡山市）

私たちは、日頃、気づかないままに人を傷つけて
いることがあります。人権ショートストーリー「山
本家の場合」で、振り返ってみませんか。話し
合ってみませんか。

676 ゆ 全般他 夢、空高く H13 アニメ
41 分

( ｱﾆﾒ )

学習研究社（北九州市・市教
育委員会・北九州市同和問
題啓発推進協議会）

凧揚げ大会の準備に多くの人が関わっていく中
で、親や子供の自立の問題や、いろいろな人間
が共生し協力していくことが何故大切なのかとい
うことを投げかける。

677 ゆ ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ 夕映えのみち H18 実写 38 分
東映（兵庫県・（財）兵庫県人
権啓発協会）

もし、わが子がインターネットを使って他の人の
人権を侵したら、逆にわが子がその被害者にな
り    『いじめ』 にあったら、あるいは学校や地域
で同じ事件が起きたなら･･･。

678 ゆ 同和問題 勇気への出発 H11 実写 52 分 東映（滋賀県）

企業を舞台に、職場での差別問題を解決しよう
と、社員が「言いたいことが言える会社を作ろう」
と前向きに歩み始める姿を描く。

679 ゆ 同和問題 友情へラン！ H8 実写 45 分 東映（埼玉県教育委員会）

転校を間近に控えた中学生の裕子は、サイクリ
ング友達と最後のランへ出かける計画を親たち
の偏見により阻まれそうになるが、こわれかけた
友情を取り戻すため、約束のランへと出かける。
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680 ゆ 同和問題 友情の キックオフ！ H7 アニメ
27 分

 ( ｱﾆﾒ )
東映（名古屋市・市教育委員
会）

小学校のサッカーチームに親たちが持ちこむ偏
見と差別。バラバラになりかけたチームが子供た
ちの友情で再び甦る。

681 ゆ 高齢者 夢のつづき H20 実写 40分 東映

高齢者の尊厳を守り、だれもが最後まで自分ら
しく生きることができる社会を実現するにはどうし
たらよいか。自分自身の問題として考え、行動す
るきっかけとなることをめざす。

682 ゆ 外国人  夢の箱 H13 実写 50 分
読売映像   法務省人権擁護
局

国際化が進む中で外国人の持つ文化の多様性
を受け入れ、認め合い、理解していくことの大切
さを描いている。

683 ゆ 同和問題 夢の約束 H15 実写 53 分
共和教育映画社（大阪人権
問題映像啓発推進協議会）

仕事に就くことができないで悩んでいる同和地区
出身の青年とその周囲の人達が悩み、苦しみ、
そして愛し合いながら、自分らしく生きることとは
何かを考える。

684 ら 同和問題 らくがき H11 実写 35 分 共和教育映画社（和歌山県）

明男達は、駅のトイレで「ドウワノルナ」という差
別落書を見つけその話をする。同和地区の人と
娘の結婚、子供のいじめ等、悩みをうち明けあう
内、同和問題に無関心ではいけないことに気付
く。

685 ら 同和問題 ラストから はじまる H15 実写 53 分
メディア総合研究所・風楽創
作事務所

中学生３人の姿を中心に、彼らが出会う人々と
の関わりを描く。お互いを認め合って始めて本当
の出会いが始まるということを伝える。

686 ら 子ども ラブレター H15 実写 54 分 東映

介護ヘルパーを目指す主人公が、不登校の中
学生と出会う。「人はみんなに愛される資格があ
る」がテーマ。「ラブレター」というタイトルに注
目。

687 わ 子ども ワオくんのはね H11 アニメ
17 分

( ｱﾆﾒ )
電通九州・電通テッ ク福岡支
社（北九州市）

あおぞら保育園に竜の子どものワオ君がやって
来た。ワオ君はみんなにいじめられても「いや
だ」と言えない。ある日「いやだ」という気持ちが
お腹にたまって火を吹いて大暴れする。

688 わ 同和問題 若い波紋 H9 実写 57 分

学研クリエーティブ（総務庁長
官地域改善対策室・全日本
同和対策協議会・（財）地域
改善啓発センター）

誤解から偏見が差別を生む危険があると教えら
れた三人は、「人権研究部」を発足することにな
る。十二月の人権週間に「ふれあい集会」の開
催を決意した三人は、部落差別の演劇に取り組
む。

689 わ 全般他
私たちと人権
－赤ちゃんの ささやき
－

H9 実写 31 分
東映（北九州市・市教育委員
会・北九州市同和問題啓発
推進協議会）

恋人の妊娠で、世間体を考えたり勝手に子ども
の将来を決めつける姿を描く第１話。本音とタテ
マエを使い分ける人の姿を描く第２話。職場でも
信頼し合える人間関係を築く大切さを描く第５
話。

690 わ 同和問題
私たちと人権 －課題
編－

H5 実写 30 分
東映（北九州市・市教育委員
会・北九州市同和問題啓発
推進協議会）

同和問題や外国人差別問題など、日常生活の
中に潜む差別を色々な角度から取り上げ、問題
提起する。

691 わ 全般他
私たちと人権 －家庭
編－

H2 実写 26 分
東映（北九州市同和問題啓
発推進協議会）

家庭に焦点をあて、私たちの意識やものの考え
方について、色々な角度から問題を提起する。３
部構成で取上げ話し合いの材料となる内容。
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692 わ 全般他
私たちと人権 －職場
編－

H3 実写 29 分
東映（北九州市同和問題啓
発推進協議会）

職場での出来事を、第一部ドラマ、第二部解説
と、２部構成で取り上げ、問題を提起する。話し
合いの材料となる内容。

693 わ 同和問題 私たちと同和問題 H7 実写 30 分
東映（北九州市同和問題啓
発推進協議会）

差別の事例、同和対策事業の成果と課題、心理
的差別と実態的差別、同和地区の人々の活動
状況などを分かりやすくまとめる。

694 わ 同和問題
わたしたちの試み 第１
部

H12 実写 54 分
東映（徳島県・（財）徳島県同
和対策推進会）

一般公募で集まった１６人の高校生が、差別問
題について本音をぶつけ合った９日間のドキュメ
ントの前編。

695 わ 同和問題
わたしたちの試み 第２
部

H12 実写 55 分
東映（徳島県・（財）徳島県同
和対策推進会）

一般公募で集まった１６人の高校生が、差別問
題について本音をぶつけ合った９日間のドキュメ
ントの後編。

696 わ 同和問題
私の歩んだ道 －差別
の中を 生きて－

H12 実写 35 分
信越放送（長野県同和教育
推進協議会）

祝は同和地区出身の慎一との結婚し、３人の女
の子に恵まれた。長女の保育園入園、結婚等に
おいて体験した差別等を語る。

697 わ 同和問題 私の質問状 H8 実写 32 分 東映（大阪市）

不動産会社に入社して二年、亜矢は念願の営業
課総合職の辞令をもらう。そこで女性差別や同
和問題に直面した亜矢は、自分の決意を込めて
会社に対する質問状を送る。

698 わ 全般他 私の好きなまち H17 実写 35 分
東映（兵庫県・（財）兵庫県人
権啓発協会）

誰もが体験しうる身近な問題を取り上げながら
「共生」の大切さを訴えかける。また、同和問題
を今日的な視点から見つめ直す。

699 わ 同和問題 我ら心をつなげ H3 実写 44 分 東映（滋賀県）

弟の結婚問題をきっかけに、主人公の差別に対
する心の揺れを描く。企業の社会的役割や責任
を自覚し、一人ひとりが同和問題を自分自身の
問題として受け止めるよう示唆する。

700 わ
障害のあ
る人

わすれるもんか！ H4 アニメ
40 分

( ｱﾆﾒ )

東映（北九州市・市教育委員
会・北九州市同和問題啓発
推進協議会）

目の不自由な正彦がクリスマスに開かれた演奏
会で、ギターを演奏し、その姿に感動した人々が
更に周囲の人々を支えていく様子を爽やかに描
く。

701 わ 全般他
私たちの人権宣言 転
校生は おばあちゃ
ん！？

H14 実写 50 分
日本テレビビデオ   法務省人
権擁護局

人権の基本である命の大切さに気づき、さらに
自分と同じように相手の命も大切にし、相手を思
いやる気持ちを育ててもらうために作られた作品

702 わ 高齢者
私たちの声が聴こえま
すか

H19 実写 30分
日テレ（（財）人権教育啓発セ
ンター）

女優・渡辺美佐子による「ひとり芝居」を中心に、
施設職員の人権意識を高める必要性・手法等に
関する専門家へのインタビューで構成。施設運
営の人権の観点が不可欠であることを強調して
いる。


