
 
新№  　＊
ABの記号
は同じ内容
のビデオで
あることを
表す

分　　野 タイトル 制作年 企画・制作者等 時間 説明

①－１ ①同和問題
人権啓発ドキュメント
「風化からの告発」　身元調査を考える！

共和教育映画
DVD
３２分

１９７５年の部落地名総監事件から二十有余年。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ト！

①－２Ａ ①同和問題
人権アーカイブ・シリーズ
同和問題～過去からの証言、未来の提言～
同和問題未来に向けて

平成２６年度 人権教育啓発センター
DVD　　６１分

１９分
（６１分）：担当者が身に付けておくべき同和問題に関する基本的な知識や歴史的経緯、問題の本質についてインタビューを軸に解説し、様々な施策を概
観。貴重な経験や知識を今後に生かしてください。（１９分）：同和問題と結婚差別に関するドラマ　【研修展開例有り】

①－２Ｂ ①同和問題
人権アーカイブ・シリーズ
同和問題～過去からの証言、未来の提言～
同和問題未来に向けて

平成２６年度 人権教育啓発センター
DVD　　６１分

１９分
（６１分）：担当者が身に付けておくべき同和問題に関する基本的な知識や歴史的経緯、問題の本質についてインタビューを軸に解説し、様々な施策を概
観。貴重な経験や知識を今後に生かしてください。（１９分）：同和問題と結婚差別に関するドラマ　【研修展開例有り】

①ー３ ①同和問題
同和問題と人権
～あなたはどう考えますか～

平成２０年度 人権教育啓発センター DVD　　２８分
「同和問題とは一体どのような問題なのか」、「どうしてこの問題がなくならないのか」。同和問題をテーマに、ある家族の話し合いを通じて、国や地方公
共団体による施策や、いまだに残る差別事象、偏見などを分かりやすく紹介した作品。（副音声、字幕入り）

①ー４Ａ ①同和問題
許すな「えせ同和行為」～あなたの会社を不当な要
求から守ろう～

令和２年度
経産省中小企業庁
人権教育啓発推進ｾﾝﾀｰ

DVD
３６分

えせ同和行為は、同和聞題に関する誤った認識を植え付け、偏見や差別を助長する要因となっており、同和聞題の解決を阻害するものです。本ＤＶＤで
は、えせ同和行為をはじめとする不当要求行為の主な事例をﾄﾞﾗﾏ形式で具体的に紹介し、その心構えと対策を分かりやすく紹介しています。

①ー４Ｂ ①同和問題
許すな「えせ同和行為」～あなたの会社を不当な要
求から守ろう～

令和２年度
経産省中小企業庁
人権教育啓発推進ｾﾝﾀｰ

DVD
３６分

えせ同和行為は、同和聞題に関する誤った認識を植え付け、偏見や差別を助長する要因となっており、同和聞題の解決を阻害するものです。本ＤＶＤで
は、えせ同和行為をはじめとする不当要求行為の主な事例をﾄﾞﾗﾏ形式で具体的に紹介し、その心構えと対策を分かりやすく紹介しています。

①ー５ ①同和問題
これからの時代のための総合人権講座（事業者向
け）３
企業と部落問題

令和3年度 奈良県
DVD
60分

部落解放同盟奈良県連合会　伊藤満氏による講義録画。
知って欲しい基本的な知識ー就職差別と取組の経緯ー不動産購入に際しての差別ー企業と人権　etc

①ー６ ①同和問題

これからの時代のための総合人権講座（事業者向
け）4
人権が尊重される社会の形成に向けて～同和問題
から考える～

令和3年度 奈良県
DVD
60分

コロナ禍の完全な解決について見通しが十分に見えない状況の中、人権をめぐる新たな課題も浮上してきたのでは？人権課題の現代的様相をふまえつ
つ、人権尊重社会の形成のため、企業の果たし得る役割について、同和問題を軸に考えていく。
奈良大学　井岡康時氏による講義録画。

②－１ ②女性 配偶者からの暴力の根絶を目指して 平成２０年度 内閣府男女共同参画局
DVD
３５分

配偶者からの暴力の根絶に関する啓発

②－２Ａ ②女性
人と人とのよりよい関係つくるために
交際相手とすてきな関係をつくっていくには

平成２２年 内閣府男女共同参画局
DVD
７３分

交際相手からの暴力の予防啓発教材。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る。指導者用（全編再生）約42分　受講生
用（授業のみ）約22分　ＤＶとは？（映像資料）約４分　アニメ約３分　受講生インタビュー約２分

②－２Ｂ ②女性
人と人とのよりよい関係つくるために
交際相手とすてきな関係をつくっていくには

平成２２年 内閣府男女共同参画局
DVD
７３分

交際相手からの暴力の予防啓発教材。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る。指導者用（全編再生）約42分　受講生
用（授業のみ）約22分　ＤＶとは？（映像資料）約４分　アニメ約３分　受講生インタビュー約２分

②－３ ②女性 デートＤＶって何？～対等な関係を築くために～ 平成２４年 人権教育啓発センター
DVD
２２分

「デートＤＶ」に関する３つの事例紹介の後に、人権擁護委員による事例解説が入ります。【研修の展開例有り】

③－１ ③子ども 本当の友達「いじめをなくそう」 平成１９年度 人権教育啓推進センター
DVD
５０分

子どもがシナリオを考え、セリフを考え子どもが撮影し、子どもがつくったいじめをなくすための映画 　　１　なくなったうわぐつ　　２　突然起こったいじめ　　３
ごめんなさい　　【チラシ有り】

③－２A ③子ども
てんいち先生といっしょに考えよう
～子どもたちの笑顔のために～

平成２０年度 広報広聴課
DVD
２９分

（字幕入り）

③－２B ③子ども
てんいち先生といっしょに考えよう
～子どもたちの笑顔のために～

平成２０年度 広報広聴課
DVD
２９分

（字幕入り）

③－３ ③子ども
①勇気のお守り
②自分の胸に手を当てて

平成２３年度
法務省人権擁護局
(財)人権教育啓発推進セン
ター

DVD
３０分

①子ども達のいじめについて、考えてもらうきっかけとなるアニメ。
②近年、社会問題となっている学校裏サイトやネットいじめについて、その本質を理解してもらうアニメ。 【研修の展開例有り】【チラシ有り】

③－４ ③子ども
人権啓発ビデオ「虐待防止シリーズ」
（ＤＶＤ版）
①児童虐待②高齢者虐待③ＤＶ

平成２４年度
法務省人権擁護局
(財)人権教育啓発推進セン
ター

DVD
４７分

児童虐待の部分は１５分３４秒。児童虐待の他に、高齢者虐待、ドメスティックバイオレンスに関して、それぞれの現状についての説明、具体的な事例をもと
にした問題解決への方途等の内容。 【研修の展開例有り】【チラシ有り】

③－５ ③子ども
わたしたちの声　３人の物語
～「全国中学生人権作文コンテスト」入賞作品をも
とに～

平成２５年度
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

DVD
４５分

三話からなる。
①いじめをなくすために、今；中学生が、自らの思い体験を通して、命の大切さを知り、いじめを傍観することをやめた体験を振り返ります。
②温かさを分け合って；中学生が、東日本大震災を機に人の温かさに触れる一方で、偏見や心ない言動に接し、人権について考えを深めていく経験を
綴っています。
③リスペクトアザーズ；　中学生がアメリカと日本の対人関係を比較しながら、人権を尊重し合うために何が大切かを考えます。
【研修の展開例有り】【チラシ有り】
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④－１ ④高齢者 介護をめぐる家族の悩み （ＤＶＤ） 平成２１年 広報広聴課
DVD
２９分

高齢者の介護について身近なテーマを再現ドラマにより問題提起し、専門家がコメントしている

⑤－１ ⑤障害者 ひとみ輝かせて 平成１９年度 奈良県立盲学校
DVD
１８分

取り組み等を紹介している。県下でただひとつ、幼児から大人までが共に学びあう学校。来るべき時代の交流教育の発信地として、センター的機能を担う
新たな役割。高い専門性と最新の教育設備個々に応じた決め細やかな指導。

⑤－２ ⑤障害者
合理的配慮～知的障害・発達障害のある人への自立の

ためのコミュニケ－ション支援～ 　第１巻　合理的配慮
とは

平成２８年度
（株）アローウィン
（協力：発達協会）

DVD
３２分

Ｈ２８年４月施行の「障害者差別解消法」に明記された「合理的配慮」について、講義形式で考える。（合理的配慮の概略、合理的配慮に必要な障害の
知識、神経心理学からの理解）

⑤－３ ⑤障害者

合理的配慮～知的障害・発達障害のある人への自立のための

コミュニケ－ション支援～　 第２巻　合理的配慮の実際～
コミュニケ－ション支援を中心として～

平成２８年度
（株）アローウィン
（協力：発達協会）

DVD
３４分

Ｈ２８年４月施行の「障害者差別解消法」に明記された「合理的配慮」について、実際の子どもたちへのアプローチ方法を、１７のケースで紹介する。

⑤－４Ａ ⑤障害者
障害のある人と人権　誰もがすみよい社会をつくる
ために

平成３０年度 人権教育啓発推進センター
DVD
３３分

障害のある人もない人も誰もが住みよい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。障害のある人が直面する人権問題や心のバリ
アフリーの実現に向けた取組などを紹介し、「障害のある人と人権」について考えていく。
（副音声、日本語字幕入り）　【活用の手引き付き】

⑤－４Ｂ ⑤障害者
障害のある人と人権　誰もがすみよい社会をつくる
ために

平成３０年度 人権教育啓発推進センター
DVD
３３分

障害のある人もない人も誰もが住みよい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。障害のある人が直面する人権問題や心のバリ
アフリーの実現に向けた取組などを紹介し、「障害のある人と人権」について考えていく。
（副音声、日本語字幕入り）　【活用の手引き付き】

⑥－１Ａ ⑥外国人 外国人と人権　違いを認め、共に生きる 平成２８年度 法務省人権擁護局 ＤＶＤ　　　３３分
ドラマ　①家庭・地域で見られる差別　②職場で見られる差別　③ヘイトスピーチ　　　　　　　　　　　　　　　　　　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。【活用の手引き付き】

⑥－１Ｂ ⑥外国人 外国人と人権　違いを認め、共に生きる 平成２８年度 法務省人権擁護局 ＤＶＤ　　　３３分
ドラマ　①家庭・地域で見られる差別　②職場で見られる差別　③ヘイトスピーチ　　　　　　　　　　　　　　　　　　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。【活用の手引き付き】

⑦－１Ａ ⑦HIV・ハンセン病

①人権アーカイブシリーズ　ハンセン病問題
～過去からの証言、未来への提言～

②家族で考えるハンセン病

平成２７年度 人権教育啓発推進センター
ＤＶＤ

①５６分
②２０分

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しています。
①人権教育・啓発担当者向け一般向け。【証言集付き】５６分
②一般向け。【活用の手引付き】２０分

⑦－１B ⑦HIV・ハンセン病

①人権アーカイブシリーズ　ハンセン病問題
～過去からの証言、未来への提言～

②家族で考えるハンセン病

平成２７年度 人権教育啓発推進センター
ＤＶＤ

①５６分
②２０分

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しています。
①人権教育・啓発担当者向け一般向け。【証言集付き】５６分
②一般向け。【活用の手引付き】２０分

⑦ー２ ⑦HIV・ハンセン病
国及び地方公共団体の責務とは
～らい予防法と無らい県運動～

平成３０年度
社会福祉法人
ふれあい福祉協会

ＤＶＤ
５２分

「らい予防法」のもとで、戦前・戦後と続いた「無らい県運動」について、残された行政資料とハンセン病回復者と家族の証言から、国及び地方公共団体
が早急に取り組むべき課題について考える。
（日本語字幕（選択）あり）

⑦ー３Ａ ⑦HIV・ハンセン病 ﾊﾝｾﾝ病問題を知る　～元患者と家族の思い～ 令和２年度
法務省人権擁護局　　人権
教育啓発推進センター

ＤＶＤ
３５分

隔離政策によって偏見や差別に苦しみながら生きてきた、ﾊﾝｾﾝ病元患者やその家族のエピソードをアニメーション化し、国立ハンセン病資料館学芸員に
よる解説とともに収録しています。ハンセン病についての正しい知識や歴史、そして近年の動向など、ハンセン病に関する理解を深めるとともに、偏見や差
別のない社会の実現について考えるためのＤＶＤです。

⑦ー３Ｂ ⑦HIV・ハンセン病 ﾊﾝｾﾝ病問題を知る　～元患者と家族の思い～ 令和２年度
法務省人権擁護局　　人権
教育啓発推進センター

ＤＶＤ
３５分

隔離政策によって偏見や差別に苦しみながら生きてきた、ﾊﾝｾﾝ病元患者やその家族のエピソードをアニメーション化し、国立ハンセン病資料館学芸員に
よる解説とともに収録しています。ハンセン病についての正しい知識や歴史、そして近年の動向など、ハンセン病に関する理解を深めるとともに、偏見や差
別のない社会の実現について考えるためのＤＶＤです。

⑧－１A ⑧犯罪被害者等 ある日突然最愛の娘を奪われて 平成２０年度 内閣府
DVD
41分

犯罪被害者等に関する啓発。【チラシ有り】

⑧－１B ⑧犯罪被害者等 ある日突然最愛の娘を奪われて 平成20年度 内閣府
DVD
41分

犯罪被害者等に関する啓発。【チラシ有り】

⑧－２A ⑧犯罪被害者等 友達が被害者になったら 平成２１年 内閣府
DVD
21分

犯罪被害者等に関する児童・生徒向け啓発用教材

⑧－２B ⑧犯罪被害者等 友達が被害者になったら 平成２１年 内閣府
DVD
21分

犯罪被害者等に関する児童・生徒向け啓発用教材

⑧－３ ⑧犯罪被害者等
民間被害者支援団体における支援員養成研修　入
門編

平成２１年度 内閣府
DVD
81分

法・制度を学ぶ
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⑧－４ ⑧犯罪被害者等 民間被害者支援団体における支援員養成 平成２１年度 内閣府
DVD
96分

支援に関わる機関・団体の種類と役割

⑧－５ ⑧犯罪被害者等
民間被害者支援団体における支援員養成研修　初
級編

平成２１年度
内閣府犯罪被害者等施策
推進室

DVD
約47分

基本的な法律と制度

⑨－１ ⑨インターネット・情報
実践・情報モラル
あなたの会社は大丈夫？

平成２０年
ハイネットワーク社会研究
所

DVD
約39分

人権に配慮した個人情報の取り扱い。【資料有り】

⑨－２ ⑨インターネット・情報 インターネットの向こう側 平成２１年度 法務省人権擁護局
DVD
26分

中学生・高校生および保護者、教師、職員等向け。　【研修の展開例有り】【チラシ有り】

⑨－３ ⑨インターネット・情報
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

平成２８年度 法務省人権擁護局
DVD
30分

インターネットに関する知識や意識が十分でない場合、被害者になるだけでなく、意図せず加害者になることも少なくありません。中高生やその保護者、教
職員など、多くの方を対象に、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、分かりやすくまとめています。【活用の手引き付き】

⑩－１ ⑩拉致被害者等 拉致～許されざる行為～ 平成１９年度
日本国政府
拉致問題対策本部

DVD  

⑩－２ ⑩拉致被害者等 めぐみ 平成２０年 政府拉致問題対策本部
DVD
２５分

北朝鮮による日本人拉致問題啓発アニメ

⑪－１ ⑪性的マイノリティー ＬＧＢＴ　インタビュー 平成２１年度 新設Ｃチーム企画
ＤＶＤ本編４８分
学校の思い出
１７分

さまざまな性（ＬＧＢＴ）の当事者へのインタビュー

⑪－２Ａ ⑪性的マイノリティー
あなたが　あなたらしく　生きるために
性的マイノリティと人権

平成２６年度 人権教育啓発推進センター
DVD
３０分

１　姓的マイノリティとは
２　ドラマ「トランジェンダーの中学生　陽菜の場合」
３　姓的マイノリティが置かれた現状
４　ドラマ「同性愛の会社員　雄輔の場合」
５　誰もがいきいきと暮らせる社会　【研修の展開例有り】

⑪－２Ｂ ⑪性的マイノリティー
あなたが　あなたらしく　生きるために
性的マイノリティと人権

平成２６年度 人権教育啓発推進センター
DVD
３０分

１　姓的マイノリティとは
２　ドラマ「トランジェンダーの中学生　陽菜の場合」
３　姓的マイノリティが置かれた現状
４　ドラマ「同性愛の会社員　雄輔の場合」
５　誰もがいきいきと暮らせる社会　【研修の展開例有り】

⑪－２Ｃ ⑪性的マイノリティー
あなたが　あなたらしく　生きるために
性的マイノリティと人権

平成２６年度 人権教育啓発推進センター
DVD
３０分

１　姓的マイノリティとは
２　ドラマ「トランジェンダーの中学生　陽菜の場合」
３　姓的マイノリティが置かれた現状
４　ドラマ「同性愛の会社員　雄輔の場合」
５　誰もがいきいきと暮らせる社会　【研修の展開例有り】

⑪－３ ⑪性的マイノリティー ＬＧＢＴを知ろう 平成２８年度 アトリエエム（株）
DVD
２０分

１　ＬＧＢＴについて
２　現在の状況　行政、企業、教育現場
３　国際社会では
４　具体的な取り組みを　企業、教育現場で
５　ハラスメントのない社会に向けて

⑫－１ ⑫その他
セクハラ・パワハラ・えせ同和行為
あなたの職場は大丈夫？

平成２２年度
財団法人人権教育啓発推
進センター

ＤＶＤ　　約４６分 それぞれのテーマについて取り上げた３つのドラマを通して、一人ひとりが人権問題に向き合い、人権について考えることを目的とした作品。

⑫－２ ⑫その他
自殺予防にかかわる職員研修
　～現状理解と今後の対応～

平成２５年度
奈良県精神保健福祉セン
ター

DVD

⑫－３ ⑫その他
こころのサインに気づいたら
～ゲートキーパー養成研修用ＤＶＤ～
　（地域対応編・心得編）

平成２５年度 内閣府自殺対策推進室
DVD

１４４分
ゲートキーパーが自殺の危険性がある人をどのように認識し、対応するか、また、初期の支援や、適切な支援への導入をどのようにおこなうかということを
メンタルヘルス・ファーストエイドの５ステップに基づいて学びます。【研修指導例有り】

⑫－４ ⑫その他 奈良県ゲートキーパー講座 平成２５年度
奈良県精神保健福祉セン
ター

DVD

⑫－５ ⑫その他 考えよう！ハラスメント　セクシュアルハラスメント 平成２９年度 アトリエエム（株）
DVD
１８分

１　セクハラとは
２　現状と事例
３　被害を受けたとき
４　相談を受けたとき
５　事業主の義務
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⑫－６ ⑫その他
考えよう！ハラスメント　パワハラを学ぶ
～基礎から防止対策まで～

平成２９年度 アトリエエム（株）
DVD
２０分

１　パワハラとは
２　パワハラの背景
３　正しい指導法
４　被害を受けたとき
５　防止対策

⑫－７ ⑫その他
考えよう！ハラスメント　マタニティハラスメント
～女性が安心して働ける職場環境に～

平成２８年度 アトリエエム（株）
DVD
２０分

「マタハラ」の言動と対応、さらには具体的な防止対策について、イラストやデータも用いて分かりやすく解説。　①マタハラとは　②妊娠で降格は違法　③
妊娠の報告を受けた時　④パタニティハラスメント　⑤具体的な防止対策を
（日本語字幕入り）

⑫－８ ⑫その他
考えよう！ハラスメント　　メンタルヘルス
～セルフケア＆ラインケア～

平成３０年度 アトリエエム（株）
DVD
２１分

多様な働き方が進む中で、ハラスメントや長時間労働などのストレスによってメンタルヘルス不調になる人が増えている。ここでは、セルフケアを中心に、ラ
インケア、ストレスの基礎知識、ストレスコーピング、職場のメンタルヘルス対策等について、イラストやデータを豊富に乗り込んでわかりやすく解説。
（日本語字幕入り）

⑫－９ ⑫その他
これからの時代のための総合人権講座（事業者向
け）１
ハラスメントのない職場作りに向けて

令和3年度 奈良県
DVD
60分

奈良労働局雇用環境・均等室　雇用環境改善・均等推進管理監による講義録画。
ハラスメントとはー(参考）人口減少社会についてー職場におけるパワハラとはーハラスメントの防止について

⑬－1A ⑬人権全般
てんいち先生と人権ゆかりの地を訪ねて
～山辺郡・宇陀市・宇陀郡編～

平成１８年度 広報広聴課
DVD
２９分

（字幕入り）

⑬－１B ⑬人権全般
てんいち先生と人権ゆかりの地を訪ねて
～山辺郡・宇陀市・宇陀郡編～

平成１８年度 広報広聴課
DVD
２９分

（字幕入り）

⑬－２Ａ ⑬人権全般
てんいち先生と人権ゆかりの地を訪ねて
～大和高田市・香芝市・葛城市・北葛城郡編～

平成１８年度 広報広聴課
DVD
２９分

（字幕入り）

⑬－２Ｂ ⑬人権全般
てんいち先生と人権ゆかりの地を訪ねて
～大和高田市・香芝市・葛城市・北葛城郡編～

平成１８年度 広報広聴課
DVD
２９分

（字幕入り）

⑬－３Ａ ⑬人権全般
てんいち先生と人権ゆかりの地を訪ねて
～橿原市・桜井市・磯城郡・高市郡編～

平成１９年度 広報広聴課
DVD
２９分

（字幕入り）

⑬－３Ｂ ⑬人権全般
てんいち先生と人権ゆかりの地を訪ねて
～橿原市・桜井市・磯城郡・高市郡編～

平成１９年度 広報広聴課
DVD
２９分

（字幕入り）

⑬－４Ａ ⑬人権全般
てんいち先生と人権ゆかりの地を訪ねて
～大和郡山市・天理市・生駒市・生駒郡編～

平成１９年度 広報広聴課
DVD
２９分

（字幕入り）

⑬－４Ｂ ⑬人権全般
てんいち先生と人権ゆかりの地を訪ねて
～大和郡山市・天理市・生駒市・生駒郡編～

平成１９年度 広報広聴課
DVD
２９分

（字幕入り）

⑬－５Ａ ⑬人権全般
人権のための国際青年団  　“Youth for  Human
Rights”

平成１９年度
人権のための国際青年団
日本支部

DVD
２８分

世界人権宣言に記載された人間に固有の30の権利について映像で分かりやすく説明したもの。【資料有り】

⑬－５B ⑬人権全般
人権のための国際青年団  　“Youth for  Human
Rights”

平成１９年度
人権のための国際青年団
日本支部

DVD
２８分

世界人権宣言に記載された人間に固有の30の権利について映像で分かりやすく説明したもの。【資料有り】

⑬－６ ⑬人権全般 なかまとともに　小学校１　ＤＶＤ教材 平成２４年度 奈良県教育委員会
DVD 物語

さるとかに：森のなかまのまつりばやしともだちになるためにともだちになるために手話子どもとともにテロップ入りワークシート１年用、２年用、３年用

⑬－７ ⑬人権全般 なかまとともに　小学校２　ＤＶＤ教材 平成２５年度 奈良県教育委員会
DVD 物語

歩み：「までい」な村をおそった大震災写真東日本大震災（岩手県内）２０１１年台風１２号被害（奈良県吉野郡内）ワークシート　４年用、５年用、６年用

⑬－８ ⑬人権全般 なかまとともに　中学校　　ＤＶＤ教材 平成２６年度 奈良県教育委員会
DVD ＶＴＲ  「だけどくじけない」（津波の動画）画像「こんなときどうする！？～４つの立場から～」

資料　様々な統計指導資料集に掲載したワークシート人権スポット　県内各地にある人権スポットの紹介

⑬－９Ａ ⑬人権全般
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
～

平成２６年度 人権教育啓発推進センター
DVD
４６分

１　本当の国際化とは　広島県布野中2年　７分３０秒
２　電車内に咲いた、笑顔の花　大阪府　加賀田2年　7分30秒
３　立ち止まる　東京都小金井第二中2年　８分
４　ＮＯ！と言える強い心をもつ　～ハンセン病から学んだこと～　広島県えい進学園中1年　8分30秒
５　絆　福岡県九州朝鮮中高級学校中3年　6分30秒
６　審査員長からのメッセージ　落合恵子　5分　【それぞれ、作文と視聴のポイント付き】

⑬－９B ⑬人権全般
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
～

平成２６年度 人権教育啓発推進センター
DVD
４６分

１　本当の国際化とは　広島県布野中2年　７分３０秒
２　電車内に咲いた、笑顔の花　大阪府　加賀田2年　7分30秒
３　立ち止まる　東京都小金井第二中2年　８分
４　ＮＯ！と言える強い心をもつ　～ハンセン病から学んだこと～　広島県えい進学園中1年　8分30秒
５　絆　福岡県九州朝鮮中高級学校中3年　6分30秒
６　審査員長からのメッセージ　落合恵子　5分　【それぞれ、作文と視聴のポイント付き】
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⑬－１０ ⑬人権全般 えっ！　これも人権？
和歌山県人権啓発推進セ
ンター

DVD
３０分

日常生活のふとした出来事などを例にあげ、「なるほどこれも人権問題なんだ」とその大切さに気づく４コママンガと実写で、わかりやすく構成されていま
す。（字幕スーパー入り）

⑬－１１ ⑬人権全般 なかまとともに 平成２７年度 奈良県教育委員会 ＤＶＤ なかまとともに（高等学校）のＤＶＤ教材。パソコン利用用。音楽、映像、画像、統計・資料等、ワークシート

⑬－１２A ⑬人権全般
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～

平成２７年度 人権啓発推進センター
ＤＶＤ　　　　　全３５

分

世界人権宣言及び国際人権諸条約が自分たちの身近にある人権問題とどのように関わっているのかを国際的な視点から考えるために、４つの人権問
題（女性、子ども、障害のある人、外国人）とそれぞれに関連する条約を資料映像や写真、事例の再現ドラマなどで紹介している。中学生以上～一般　【活
用の手引あり】

⑬－１２Ｂ ⑬人権全般
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～

平成２７年度 人権啓発推進センター
ＤＶＤ　　　　　全３５

分

世界人権宣言及び国際人権諸条約が自分たちの身近にある人権問題とどのように関わっているのかを国際的な視点から考えるために、４つの人権問
題（女性、子ども、障害のある人、外国人）とそれぞれに関連する条約を資料映像や写真、事例の再現ドラマなどで紹介している。中学生以上～一般　【活
用の手引あり】

⑬－１３ ⑬人権全般
人権啓発ワークショップ事例集
ワークショップをはじめよう
参加型の人権教室

平成２７年度 人権教育啓発推進センター
DVD

５４分　２５秒
映　像    ワークショップの実施例（28分52秒）、アクティビティ事例集（25分33秒）
データ    資料集　【詳細なテキスト有り】

⑬－１４ ⑬人権全般
人権啓発ワークショップ事例集
ワークショップをやってみよう
参加型の人権教室

平成２８年度 人権教育啓発推進センター
DVD

１７分５０秒
映　像    ワークショップの実施例（17分50秒）
データ    資料集　【詳細なテキスト有り】

⑬－１５ ⑬人権全般 なかまとともに　高等学校　　ＤＶＤ教材 平成２７年度 奈良県教育委員会
DVD

映像　「人権教育の基本事項」「人権教育の指導方法」福田弘さん（山梨県立大学特任教授）　　画像　のぞいてみよう「ひと・まち・くらし」　だれにとって
も暮らしやすい社会に　　                                          アイヌモシリ～人間が静かに暮らす大地・北海道～　小さな場所から　使えるお金
統計・資料等　ワークシート

⑬－１６A ⑬人権全般
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
賞作品をもとに～

平成２８年度
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

DVD

「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。どの作品も、日常生活の中で「人権」　について理解をふかめていった気付きのプロセスを
描いている。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る。　「手
伝えることはありますか　「共に生きるということ」　「審査委員長からのメッセージ」

⑬－１６B ⑬人権全般
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
賞作品をもとに～

平成２８年度
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

DVD

「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。どの作品も、日常生活の中で「人権」　について理解をふかめていった気付きのプロセスを
描いている。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る。　「手
伝えることはありますか　「共に生きるということ」　「審査委員長からのメッセージ」

⑬－１７Ａ ⑬人権全般 企業と人権　職場からつくる人権尊重社会 平成２９年度
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

DVD
４０分

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、人権尊重の考え方を積極的に企業方針に取り入れたり、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。

⑬－１７B ⑬人権全般 企業と人権　職場からつくる人権尊重社会 平成２９年度
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

DVD
４０分

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、人権尊重の考え方を積極的に企業方針に取り入れたり、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。

⑬ー１８ ⑬人権全般
企業活動に人権的視点を
　～ＣＳＲで会社が変わる・社会が変わる～

平成２６年度
経済産業従中小企業庁委
託
人権教育啓発推進センター

DVD
１０３分

H14～H25開催の「企業の社会的責任と人権セミナー」の実践事例の中から、「障がい者雇用」「高齢者雇用」「ワークライフ･バランス」「継続的な震災
復興支援」「人権に関する社会貢献」等の先駆的な取組事例を取り上げ、専門家の解説を加えながら、企業活動に人権的視点を取り入れることによるメ
リット等を紹介する。
（副音声・字幕入り）【取組概要とポイント】付き

⑬ー１９Ａ ⑬人権全般
企業活動に人権的視点を②
～会社や地域の課題を解決するために～

平成３０年度
経済産業従中小企業庁委
託
人権教育啓発推進センター

DVD
９７分

「企業の社会的責任と人権セミナー」の実践事例の中から、「ユニバーサルデザイン」「ワークライフ･バランス」「外国人雇用」「ＬＧＢＴへの対応」「地域
社会への貢献（ＳＤＧｓの取組」等、先駆的な取組事例を取り上げ、専門家の解説を加えながら、企業活動に人権的視点を取り入れることによるメリット等
を紹介する。
（副音声・字幕入り）【取組概要とポイント】付き

⑬－１９Ｂ ⑬人権全般
企業活動に人権的視点を②
～会社や地域の課題を解決するために～

平成３０年度
経済産業従中小企業庁委
託
人権教育啓発推進センター

DVD
９７分

「企業の社会的責任と人権セミナー」の実践事例の中から、「ユニバーサルデザイン」「ワークライフ･バランス」「外国人雇用」「ＬＧＢＴへの対応」「地域
社会への貢献（ＳＤＧｓの取組」等、先駆的な取組事例を取り上げ、専門家の解説を加えながら、企業活動に人権的視点を取り入れることによるメリット等
を紹介する。
（副音声・字幕入り）【取組概要とポイント】付き

⑬－２０ ⑬人権全般

これからの時代のための総合人権講座（事業者向
け）２
持続可能な社会をめざして～SDGｓ　身近なところ
から～

令和3年度 奈良県
DVD
６０分

特定非営利活動法人ほっとねっと　寺前美加氏による講義録画。
MDGｓからSDGｓへー「誰一人取り残さない」最重要テーマ：女性と子どもに力をーSDGｓを広げる手法は？etc


