
人権ビデオ（ＶＨＳ）一覧

○人権全般

番号 タイトル 内　　　容 時　間 字幕 付属
VHS
DVD

１０１
人権ってなあに①　入門編
　－あなたへのメッセージ－

「人権」ってなんだか堅苦しい。でも「変だな」と疑問に思うことって案外身近
なところにある。そんな小さなきっかけを大人になっても忘れず、でも縛られ
ることなく各界で活躍されている5人の方からのメッセージ集。

４１分 VHS

１０２
人権ってなあに②　女性編
ジェンダーフリー　－男女共同社会へ－

性による差別を乗り越え、女と男が自由に生きるために「ジェンダー・フリー」
を目指す人々を紹介。

２５分 VHS

１０３
人権ってなあに③　在日外国人編
わいわいごちゃごちゃ
　－多文化・他民族共生の街－

神戸市と川崎市を舞台に在日韓国･朝鮮人の取組みと、共に活動する日本
人の姿を紹介。

３４分 VHS

１０４
人権ってなあに④　部落編
沖浦和光が語る　被差別民が担った文化と
芸能　－日本文化の地下伏流－

沖浦和光氏の研究成果をもとに、大阪、奈良、浅草で被差別民衆が担ってき
た芸能の歴史をたどる。

４３分 VHS

１０５
人権ってなあに⑤　移住外国人編
いっしょに歩こう
　－豊かな国際化社会をめざして－

80年代後半から多くなった外国人労働者。様々な人権侵害の中、日本社会
で生きようとしている。そして、共生の道を探ろうと模索する日本人。

４５分 VHS

１０６
人権ってなあに⑥　子ども編
いきいき生きる
　－子どもの権利とエンパワメント－

子どもたちが自立に向けて活動している姿を追い、虐待やいじめなどの問題
に触れ、本当の意味でのエンパワメントのあり方を探る。

３５分 VHS

１０７
みんな地球市民　人権の歴史と現代①
自由

フランス人権宣言から第二次世界大戦に至る世界と日本の人権の歴史をコ
ンパクトにまとめる。

３１分 ○ VHS

１０８
みんな地球市民　人権の歴史と現代②
差別

松原高校の生徒たちが、差別・被差別の関係をこえて、平等と共生の新たな
関係をつくり、どのような生き方を追求していくかを追う。

３１分 ○ VHS

１０９
みんな地球市民　人権の歴史と現代③
自己実現

浪速と並ぶ大阪の皮革産業の中心地西成で働き、自分に誇りを持ち、自分
らしく生きる人々を追う。

３５分 ○ VHS



番号 タイトル 内　　　容 時　間 字幕 付属
VHS
DVD

１１０ もう一人の私　　個人情報の保護
暮らしの中の身近なプライバシー問題を、ドラマと解説部の2部構成で提起。
現代社会においてますます重要性を帯びてきたプライバシーの権利、個人
情報保護をテーマに人権について学ぶ。

２７分 ○ VHS

１１１
国際人権を知っていますか
　～国連と市民のとりくみ～

国際連合が「国連人権教育の10年」を定め人権教育の推進を求めた歴史を
追う。地域社会における人権教育に必要な教材として制作されたビデオ。

２５分 ○ VHS

１１２
参加型学習　「人権」
　－ファシリテーターへの道しるべ－

「人権」について自分がどのように考え、何をしていけばいいのかを考える。
参加型学習とファシリテーターの役割などを具体的な事例で紹介。

３０分 VHS

１１３
勇気が出てくる　参加体験型
人権学習　　解説編・実践編

傍観から行動へ。参加型部落問題教材。
解説編３１分
実践編２３分

○ VHS

１１４
世界中のすべての人々のために
　－世界人権宣言のできるまで－

第2次世界大戦の悲劇の中から生まれた人類の最も高邁な理想の1つであ
る世界人権宣言はあらゆる社会を判断する尺度となっている。４つの大陸で
撮影されたドキュメンタリービデオ。世界人権宣言を知る参考資料に。

３０分 VHS

１１５
人権教育をひろげよう
「国際人権教育シンポジウム」
ワークショップの記録

大阪市人権啓発推進協議会と大阪市が世界人権宣言50周年記念に開催し
た「国際人権教育シンポジウム＆ワークショップ」の記録。

３１分 VHS

１１６
ヒューマンライツシンフォニー
辰巳啄郎がご案内する
世界人権宣言と我が国の人権擁護機関

世界人権宣言の重要性、人権擁護機関の役割について考える。 ４０分 VHS

１１７
ゴミに暮らす人びと
　～開発・環境・人権を考える～

「将来のいちばんの夢は生きていることです」「ゴミ拾いよりいい仕事があると
思っていませんでした」。カンボジア・フィリピンなど、ゴミに暮らす人々がいる
国に生まれた自分を想像してみてください。

２３分 VHS

１１８
「こんな時　あなたなら…」
企業活動の中での人権を考える

会社の中で日常に起こりうる５つの事例をアニメで紹介。それぞれの事例の
中に人権に関わる問題が含まれていることを認識し、何が問題となるのか考
えてみてください。

３５分 VHS

１２０
日本の国際化と人権
　～違いを認めあう地域社会を～

日本社会の国際化を進める主役である「外国人」といわれる人びとに光を当
て、日本社会の人権問題を考える。

２５分 ○ VHS



番号 タイトル 内　　　容 時　間 字幕 付属
VHS
DVD

１２１
長編ドキュメンタリー映画
未来世紀ニシナリ

西成の新しい町づくりの取り組みを２年間にわたり記録。さらに、先行モデル
として英国ロンドンのCANを取材し、日本の都市問題・町づくりの実践に対す
る一つの解決法を提示。

６８分 VHS

１２２ 「私」のない私　－同調と傍観－
人権侵害に気づいているのに行動できない。行動化をさまたげている同調と
傍観について問題提起。差別をなくすための一歩を踏み出すための教材。

ﾄﾞﾗﾏ部１７分
解説部１３分

○ VHS

１２３
私自身を見てください
（固定観念・ステレオタイプ）

暮らしの中にある身近な固定観念や偏見、ステレオタイプを切り口に人権問
題を総合的・系統的に学習できる。

ﾄﾞﾗﾏ部１４分
解説部１３分

○ ○ VHS

１２４
人権感覚のアンテナって？
　～人権侵害・差別がみえてくる～

偏見、差別、人権侵害に対するさまざまな意識や行動が描かれている。「知
らない・見えない・考えない」から「知ること・見ること・考えること」へ。自らの
人権感覚のアンテナに気づくきっかけに。

３９分 ○ ○ VHS

１２５ AIDS　　今、私たちがすべきこと 大阪市企画 ３０分 VHS

○同和問題

２０１
部落史学習ビデオⅧ
よき日のために
全国水平社８０年の闘いに学ぶ

全国水平社創立以来８０年におよぶ部落解放・人間解放にむけた苦闘の記
録。

３５分 VHS

２０２
部落史学習ビデオ９
職人の技
部落の生活を支えた仕事

部落の生活を支えたさまざまな産業・仕事に携わってきた職人の技を見ると
ともに、語りを通して生活と部落の産業について学ぶ。

１００分 VHS

２０３
部落史学習ビデオ１０
近世身分制社会と被差別民－役目と生業
－

前近代の身分及び近世身分制社会のあり方を城下町・大阪の形状から見る
とともに、被差別民の果たした役割と生業についてわかりやすく説明してい
る。

５０分 VHS

２０４
部落史学習ビデオⅣ
同和行政の歴史に学ぶ
　－オール・ロマンス事件を中心に－

同和行政の戦前から今にいたる歴史を、オール・ロマンス事件を中心に、そ
の背景を分かりやすく説明している。

６０分 VHS

２０５ 橋のない川
舞台は明治・大正期の、奈良の農村にある被差別部落。そこに生まれた兄
弟の成長を通して、真の人間の豊かさとは何かを問いながら、敢然と差別に
立ち向かっていく人々の姿を描く。

１３９分 VHS



番号 タイトル 内　　　容 時　間 字幕 付属
VHS
DVD

２０６ 天気になあれ　（アニメーション）
この村、このままでええんか　わてらの子ども、このままでええんか。
原作：岸キヌエ「みやらけの子もり唄」

４１分 VHS

２０７
部落史学習ビデオ１１
近代日本社会と部落問題

部落の人びとが主体となり、反差別の思想を打ち出して立ち上がった運動を
詳しく紹介。

６０分 ○ VHS

２０８
「部落の心を伝えたい」ビデオシリーズ（第６巻）

「差別っていったい何やねん」
　～歩く水平社宣言・川口泰司～

世代を超えて伝えなければならない強い思いがある―差別のない社会を願
い、懸命に生きてきた多くの先輩たち。川口泰司さんは、その思いを語り継ぐ
新世代として、自分の言葉と分かりやすい表現で語りかける。

３０分 VHS

２１０ 日本の歴史と部落問題　第１巻   前近代編 5分×10項目 VHS

２１１ 日本の歴史と部落問題　第２巻   近代編 5分×10項目 VHS

２１２ 日本の歴史と部落問題　第３巻   現代編 5分×10項目 VHS

２１３
部落史学習ビデオⅤ
「人権教育のための国連10年」と同和教育

戦後の同和教育の歴史や現状をインタビューや取材を交えて説明。
・戦後同和教育の歩み　・同和教育の実践　・部落の識字運動　・「人権教育
のための国連10年」とは・人権教育の試み・多文化教育と人権

５５分 VHS

２１４
部落史学習ビデオⅥ
被差別部落の芸能と文化

被差別部落の人々が保存継承した太鼓や人形芝居を、インタビューや現地
取材を交えて分かりやすく説明。
・円通寺人形芝居　・渡辺村と太鼓　・被差別部落と食肉業

４３分 VHS

２１５
部落史学習ビデオⅦ
皮革と被差別部落
　白なめし革と手縫い靴づくりの技

皮革の歴史、白なめし皮づくり、手縫い靴づくりの行程をわかりやすく説明。
・皮革の歴史と被差別部落　・白なめし皮づくりの技　・手縫い皮づくりの技

４０分 VHS

研究成果にもとづいた部落の歴史を日本史全体の中に位置づけ、学校や職
場などの人権学習に活用しやすいように編集。

・日本の歴史を、被差別民衆や部落からの視点で解説
・それぞれの事項を５分で簡潔に説明
・必要な項目を組み合わせての活用が可能



番号 タイトル 内　　　容 時　間 字幕 付属
VHS
DVD

２１６ 素顔の心で　えびす食堂幸せばなし
数知れない昼と夜のはざまで交錯する人びと。幸せと安らぎを求める日々の
暮らし。素顔の心で、みんなが手をつなぐために私たちは、いま…。

５３分 ○ VHS

２１７
部落史学習ビデオⅢ
被差別部落の成り立ちに学ぶ

被差別部落の歴史的成立過程やその社会的背景をわかりやすく説明。
・被差別部落はいかにして出来たか　・様々な被差別部落の成り立ち
・被差別民衆が担った芸能文化

４５分
（15分×3部）

VHS

○子ども・女性・男女共同参画

３０２
みんなで考えよう性差別の現在
女と男のイイ関係　　　（アニメーション映画）

どこにでもいる一人のOLとその夫の体験を通じて、未だ女性の自立を妨げて
いる「家制度」のなごりや「嫁意識」、職場における女性のみに課された「お茶
くみ」「出産退職」などの問題について考える。

２９分 VHS

３０３
ＳＴＯＰ　ＣＨＩＬＤ　ＬＡＢＯＵＲ
日本の子供たちは何を考えたか

日本に暮らす子どもたちは、同年代で働かされる世界の子どもたちの問題を
どう捉え、何を考えたのか。学校現場に取材したレポート。
（最悪の形態の児童労働禁止キャンペーンビデオ）

３２分 VHS

３０４
働かされる子供たち　　 Ｉ　ａｍ　ａ　ｃｈｉｌｄ！
（ILO児童労働ビデオ）

世界中の働かされる子どもたちを過酷な労働の現場から救い出し、その子ど
も時代を取り戻すことはすべての人道的社会の倫理的な義務といえる。児童
労働撲滅に向けての力強いメッセージを投げかける。

５５分 VHS

３０５ オタオタ　　子どもたちの成長
親の知らぬ間に子どもは成長する。
あなたならどうしますか？我が子に障がいがあると知ったとき。
協力：大阪市立北津守保育所、長橋小学校、梅南中学校

３０分
手話
有り

VHS

３０６
２１世紀はみんなが主役
男女共同参画社会をめざして

松島ひでお・さゆりのコントを通して男女共同参画社会の５つの基本理念を
解説。　・セクシュアルハラスメント　・結婚式　・同僚社員昇任　・会社戦略会
議　・こどもができた　・ボランティアをやろう　・国際的協調

２８分 VHS

３０７
自立をめざして
　～アジアの女性とこどもたち～

経済的・社会的に自立して、人間の尊厳を回復するため努力する女性と子ど
もたちが力強く生きる姿を通して、アジアの人権を考える。

３０分 ○ VHS



○在日外国人・その他

番号 タイトル 内　　　容 時　間 字幕 付属
VHS
DVD

４０１ 罪なく罰せられて　－婚外子の声－
「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の２分の１とする」。この
短い条文が婚外子や母親をどのように傷つけ苦しめてきたかは、当事者で
ない人の想像を超えている。婚外子たちの生の声。

２４分 ○ ○ VHS

４０２ 風の中のスクラム
“無意識の差別観”がどれだけ人を傷つけこころを踏みつけるものか、多感
な青春群像に重ね合わせて描く、青春ドラマ。
第３回演劇ストーリー優秀作品　　原作：田中宏子「ノーサイド」

５３分 VHS

４０３ いちばん近くに
（在日外国人人権啓発アニメーション）

大阪を舞台に、社会的・制度的差別とさまざまな偏見の中で、みずからの民
族的アイデンティティを大切にしながら生きる在日韓国・朝鮮人と日本人との
出会いをテーマに制作。

２２分 ○ VHS

４０４
在日の戦後補償　－鄭商根さんの場合－
戦争は終わっていない

６年にわたる長期取材、済州島ロケ敢行。 ２５分 VHS

４０５
在日コリアンの肖像
時代を生きる家族・７年の足跡

大阪府内在住の在日韓国・朝鮮人の家族を7年間にわたって老い、家族の
現状と社会のあり方を見つめ、共生の社会に向けての取り組みを訴えた作
品。

４５分 VHS

４０６ こころ曇りのち晴れ 企画発行：大阪市こころの健康センター・大阪市教育委員会 VHS

４０７ いまじん　－多民族・多文化共生への道－
（在日外国人入門編ビデオ）

外国人の直面する困難や人権侵害を乗り越えようとする努力、人権を守り共
生社会を築くためのさまざまな取り組みにスポットをあて、日本が「多民族・
多文化共生」の社会になるためには何が必要か考える。

２４分 VHS

４０８ 自分の生活、ひろげたい！ 企画発行：地域生活支援センター VHS

４０９
未来への虹
　－ぼくのおじさんは、ハンセン病－

平成15年11月、熊本県内のホテルでハンセン病療養所入所者らが宿泊を拒
否された。未来を担う子どもたちに、差別の痛みや苦しみ、帰りたくても帰れ
ないふるさとへの想い、人権の大切さを語りかける。

３０分 ○ VHS



番号 タイトル 内　　　容 時　間 字幕 付属
VHS
DVD

４１０ 残された名刺　～ある在日一世の軌跡～
（アニメーション）

「世の栄光を求めたわけではありません。人間としての尊厳を犯されることな
く静かに暮らしたかっただけです」という在日一世の苦難の道。背景には日
本と朝鮮の近代史が重なります。時代を振り返り考える。

３０分 VHS

４１１ 名前…それは燃えるいのち
（アニメーション）

ひとりにひとつ誰もが持っている名前。
名前に込められた想いを知り、命の大切さ、違いのすばらしさに気付く。

１８分 ○ VHS

４１８ 天然ガスってなんだろう？
・天然ガスってなんだろう？　・世界で天然ガスが…
・エネルギー・環境問題と天然ガス　・ＬＮＧ基地を見てみよう！

１５分 VHS

○事業開催関係

５１３ 陽だまりの町　（劇団・自由人会公演）
１９９７年度　人・愛・ふれあいプラザ
「西成」を胸はって語りたい。演劇を通して差別の解消を図りたい。

VHS

５１４
精神障害者地域生活支援センターを
あなたのまちに

障がい者と「まち」で暮らすのは不安ですか？
西成区が施設コンフリクトに反対して、精神障がい当事者やまちの人々が行
政といっしょに共に生きるまちづくりに取り組んだ記録。

２０分 VHS

５１５
私も西成のまちでいきたい
社会的入院から住み慣れたまちへ

社会的入院をしている人がもともと住んでいたまちに戻るためにはどんな支
援が必要か。

４０分 VHS

５１６ 私も西成の街で生きたい
あなたはどう答えますか？精神障がい者が地域で生きているということ…。
精神病の人に対する社会の偏見があるために孤立している人がいます。西
成では精神障がいを隠さずに生きていけるようになってきました。

３０分 ○ VHS


