
９　人権

種類 整理番号 作品名 世代 分類 時間 アニメ 内容

DVD D-040 ホーム・スイートホーム 一般 人権 110分
現代社会の問題の一つとなっている高齢者社会福祉をテーマとして製
作された。痴呆症になってしまった元オペラ歌手・山下宏と、彼を取り巻
く家族の苦悩と愛を描いた作品。

DVD D-123 ホームタウン　朴英美（パクヨンミ）のまち 一般 人権 54分

在日外国人が学校や社会で経験するさまざまな葛藤を描きながら、本
名を名乗り看護師として生きようとする在日韓国人３世の姿を通してそ
れぞれの生き方・考え方を大切にして相互に理解しあうことの必要性を
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
るドラマ。

DVD D-163 アイムヒア　僕はここにいる 中学生 人権 54分
発達がアンバランスなために生きにくさを感じ、苦しんでいる発達障害の
人たちのことを理解し、すべての人権が尊重される社会の実現について
考えるドラマ。

DVD D-178 障害のある人とのふれあいと人権 一般 人権 23分

安心して暮らせる社会を築いていくためには、健常者と障がい者が助け
合うことが重要です。街で障害者に出会った時、どのように行動したらよ
いのか、関わり方・サポートの仕方を障がい者自身の言葉で伝える作
品。

DVD D-179 親愛なる、あなたへ 一般 人権 37分
一人一人の「気づき」が、互いに支えあう力が低下した地域の再生につ
ながる。無関心・無理解という冷たい壁を破って温かい見守りと相互支
援を進めることの大切さを語りかけます。

DVD D-210 ありったけの勇気 小学生 人権 27分
友達との関わりや相手の気持ちを考えることの大切さ。いじめをなくすた
めにお互いに認め合い、本音で話せる関係づくりなど、いじめに立ち向
かう勇気の大切さを訴えかける作品。

DVD D-212 マザー・テレサ 中学生 人権 15分
人間にとって最も悲しむべきことは、病気でも貧乏でもない、自分はこの
世に不要な人間なのだと思い込むことだ。現世の最大の敵はそういう人
に対する愛が足りないことだ。マザーテレサはそう確信している。

DVD D-220 毎日がつらい気持ちわかりますか 小学生 人権 18分 ○

最近インターネットや携帯電話を使った「ネットいじめ」が問題になってい
ます。本作品は「ネットいじめは絶対にしてはいけない」ということを描
き、いじめの対策、「心が通じるコミュニケーション」はどうすれば身につく
のかを考えさせる内容となっています。

DVD D-222 勇気あるホタルととべないホタル 小学生 人権 17分 ○
ぼくどうしてとべないんだろう？勇気あるホタルとやさしい子供たちの物
語。ホタルと子供たちとのふれあいを通して、やさしさと思いやりの大切
さを描きました。

DVD D-223 小学生のための人権　１　思いこみに気づく 小学生 人権 14分 テーマ１：思い込みってなんだろう？　　　テーマ２：ちがいを受け入れる

DVD D-224
小学生のための人権　２　大切なわたし・大切な
あなた

小学生 人権 15分
テーマ１：きずつくこと　きずつけること　　テーマ２：大切な自分　大切な
みんな

DVD D-285 ヘレンケラーをしってますか 一般 人権 105分
盲聾の老女と生きる意味を見失った少年の偶然の出会いから始まる、
感動の物語。金子みすヾの詩「私と小鳥と鈴と」の一節、「みんなちがっ
て、みんないい」をテーマに、生命の根源である「愛」を問う作品。

DVD D-289 みんな友だち 幼児 人権 15分 ○
悩み疲れたペンギンが気付いた自分の可能性。いじけ、いじめ、そして
友情。ペンギン、カモメ、カラス、海亀＆神様がおりなす生きるチカラの
物語。

DVD D-290 障害者と補助犬の生活から学ぶ　盲導犬編
小学生
中学生

人権 20分
目に障害のある人の盲導犬との生活や盲導犬訓練の様子を紹介。盲
導犬の必要性、健常者ができる手助けなど、盲導犬を使っている人の言
葉を交えて訴える。

DVD D-291 障害者と補助犬の生活から学ぶ　介助犬編
小学生
中学生

人権 20分
手や足に障害のある人を助ける介助犬。共に暮らす様子や、より自立で
きるようになったという声を紹介。障害のある人にどのように接したらよ
いか、考えるヒントを与えてくれる。

DVD D-292 障害者と補助犬の生活から学ぶ　聴導犬編
小学生
中学生

人権 20分
耳に障害のある人の生活を助ける聴導犬の役割を紹介。聴導犬と暮ら
す人が生活の変化について語る。「補助犬同伴可ステッカー」など社会
全体での取り組みの必要性も指摘している。

DVD D-293 障害者と補助犬の生活から学ぶ　総合編
小学生
中学生

人権 20分
目や手足、耳に障害のある人たちの補助犬との生活の様子を紹介。補
助犬の必要性や見かけた時の接し方など、知ってほしいことを挙げてい
る。

DVD D-301 大地の母　きくゑ 一般 人権 32分

差別を乗越え、人々の温かい心に支えられながら生き抜いてきたきく
ゑ。生活苦から考え出されたうどん作りが思わぬところで地域社会に役
立つこととなる。80歳を過ぎた今でもきくゑの地域交流活動はとどまると
ころを知らない。

DVD D-303 あの空の向こうに 一般 人権 38分
普段何気なく使っている携帯電話やインターネットによる人権侵害にス
ポットをあてた作品。誰もが被害者又は加害者になり得ることから、ここ
ろ豊かなコミュニケーション社会の在り方を考える。

DVD D-304 新ちゃんがないた！ 小学生 人権 38分 ○

四肢性マヒという障害のため、病院の設備が整った浜なす学園に行って
いた新ちゃんが四年ぶりに家に帰ってきた。幼なじみのツヨシはこの日
を一日千秋の思いで待っていたのだ。田上小学校５年生になった新ちゃ
んは、ツヨシと同じ２組に編入されたが彼の行く手には様々な困難が待
ち受けていた・・

DVD D-341-01 Ｍａｙｕ　まゆ　ーココロの星ー 一般 人権 123分
２１歳のまゆが、ある日突然直面した現実。乳がんという病気を主軸にし
ながら、本作で描かれるのは「生きる」こと。まゆの凛とした生き方は観
る者すべてに勇気と希望と強さを与えるだろう。

DVD D-341-02 Ｍａｙｕ　まゆ　ーココロの星ー（バリアフリー） 一般 人権 123分
２１歳のまゆが、ある日突然直面した現実。乳がんという病気を主軸にし
ながら、本作で描かれるのは「生きる」こと。まゆの凛とした生き方は観
る者すべてに勇気と希望と強さを与えるだろう。

DVD D-342-01 ゼロからの風 一般 人権 111分
飲酒運転事故で息子を亡くした女性が街頭に立ち署名を集め、やがて
危険運転致死傷罪の新設につながるまでを描いたもの。

DVD D-342-02 ゼロからの風（バリアフリー） 一般 人権 111分
飲酒運転事故で息子を亡くした女性が街頭に立ち署名を集め、やがて
危険運転致死傷罪の新設につながるまでを描いたもの。

DVD D-356 ひとみ輝くとき 小学生 人権 35分
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、子供を家庭・学校・地域が協力しあって支えていく社会の形成
ができることを願い制作された作品。



種類 整理番号 作品名 世代 分類 時間 アニメ 内容

DVD D-360 こころに咲く花 小学生 人権 35分

学校や地域でのいじめ、職場でのパワハラ、セクハラが人権侵害として
大きな社会問題になっています。いじめの構造の中で多数を占める傍
観者、観衆たちが一歩を踏み出して勇気をもって声を発すれば、必ずい
じめの解決につながることを訴える作品。

DVD D-361 みんなで跳んだ 小学生 人権 28分 ○
城北中学校の運動会。クラス対抗の大縄跳びを練習する２年１組には
軽い障害をもつ矢部ちゃんがいた。矢部ちゃんを外して勝つことを選ぶ
か、それともクラスの和か。みんなの選択とは・・・

DVD D-400 えっ！これも人権？４コマ劇場より 中学生 人権 30分
日常生活のふとした出来事などを例に挙げ、「なるほどこれも人権問題
なんだ」とその大切さに気付く４コママンガと実写でわかりやすく構成さ
れた作品。

DVD D-410 老いを生きる 高齢者 人権 35分
誰もが通らなければならない老いの問題を自分のこととして捉え、日常
生活の中で高齢者に対するやさしさや思いやりの心が、態度や行動に
表れるような人権感覚を身につける作品。

DVD D-446 五井先生と太郎 中学生 人権 18分 ○
太郎の担任五井先生は、クラスの中でもなぜか太郎だけを「太郎、太
郎」と呼び捨てにしていた。面白くない気持ちでいた太郎はある日五井
先生に呼び出される。先生は呼び捨てにしていた本当の理由を語る・・・

DVD D-447 今、地域社会と職場の人権は！ 一般 人権 36分

日常生活の中にある様々な人権問題に焦点をあて、４項目に分けた構
成ドラマ。①高齢社会の中の地域と職場の人権②子育てと働く女性の
人権③ハラスメントを見逃さない職場と人権④同和問題、差別のない明
るい社会を

DVD D-454 ねずみくんのきもち 幼児 人権 12分 ○
ロングセラーのねずみくんの絵本シリーズの中の「ねずみくんの気持ち」
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べるアニメーションです。

DVD D-455 クリームパン 中学生 人権 36分
失業中の多田は、隣室の男が男の子を２階から落とそうとしているのを
目撃する。児童虐待を描きながら、命の尊さについて考える。

DVD D-456 探梅～春、遠からじ～ 一般 人権 40分 ○
人権課題の多くは、人を排除する意識から生まれ人が孤立することで深
刻化していきます。しかし「困ったときはお互い様」その気持ちが人を温
かく結び付け、助け合う社会へと導きます。

DVD D-458 いのちのあさがお 一般 人権 36分
実話に基づくこの映画は、急性白血病のため7歳で亡くなった丹後光祐
君と家族の愛情の物語です

DVD D-476 無関心ではいけない！障害者の人権 一般 人権 24分
視覚・聴覚・身体障害者の日常を通し、直接・間接差別や合理的配慮を
怠った場合の差別について考えて、「差別解消法」への理解を深める

DVD D-480 エールを贈るバス 一般 人権 29分
親の無責任な発言から子供達の心が動く！
涙も元気も勇気も出る心温まる人権啓発映画です

DVD D-489
DX（ディスレクシア）な日々　-美（び）んちゃんの
場合ー

一般 人権 81分
ディスレクシアは、発達障害（LD）の中心的な症状です。このドキュメンタ
リーは、人生を楽しみ自信を持って前向きに生きる通称美んちゃんの日
常を描いています

DVD D-496 高齢者虐待　尊厳を奪わないために 一般 人権 26分
実例３例のオムニバスドラマ。介護の問題点と虐待防止の対応法を紹
介します

DVD D-511
配偶者からの暴力の根絶をめざして
～配偶者暴力防止法のしくみ～

一般 人権 35分
配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害で、そ
れは身近なところでおきてます。改正法が成立した配偶者暴力防止法を
わかりやすく紹介します

DVD D-514 ことばの暴力　心を傷つけたひと言 小学生 人権 20分
少女「美羽」は、腰を痛めた祖父に部屋を譲るように母から言われた。そ
のため祖父へ酷い言葉使いをしてしまい、イライラを学校に行っても友
達向けてしまうが・・・。

DVD D-519
友だちの声が聴こえる？
～本当の思いやり～

小学生 人権 24分
葉月の小学校に、手足の不自由な男の子・冬馬が転校して来た。面倒
見の良い葉月は自分が冬馬の役に立とうと決心し手伝うが・・・。

DVD D-547
悩まずアタック！
脱・いじめのスパイラル

中学生 人権 33分

いじめの防止対策推進法の成立を機に、実際にあったいじめで悩み苦
しんだある中学生が告白により問題解決していく手がかりを提示。大人
の適切な対処の大切さを訴える。平井堅『一人じゃない』の歌とメロ
ディーが心に訴える。

DVD D-624 聲の形（こえのかたち） 中学生 人権 30分

同名の漫画を原作とする。現代の子どものリアルな表現を描きつつ、
「いじめ」や「障害者との共生」などの難しいテーマを自然に考えさせる。
いじめや障害に対する意識と知識を高め、学校や家庭内で話し合うきっ
かけとなる教材です。

DVD D-627
子育てに希望を！
児童虐待のない社会のために

一般 人権 19分

児童虐待の増加が大きな社会問題になっています。母親なら誰でも感じ
ることのある子育ての不安から起因する問題とその解決法を、再現ドラ
マや、埼玉県和光市での地域ぐるみの取り組みを見ていきながら、わか
りやすく紹介します。

DVD D-658 金色のクジラ 小学生 人権 25分 ○
小さな弟ゆういちは白血病と診断され、兄のつとむは、自分の骨髄液を
提供し弟の命を救うために、手術室に入ってきます。骨髄移植をテーマ
にした、兄弟愛、家族愛を描いた感動の物語。

DVD D-662 マララ　教育を求めて闘う少女 一般 人権 30分
ノーベル平和賞を受賞したパキスタンの少女マララ・ユスフザイ。暴力に
屈することなく、女子教育の必要性を訴え続ける彼女の映像から、その
素顔と信念を見る。そして教育を受ける価値を改めて問う。

DVD D-681
障害のある子障害のない子
～ちがいを認めて助け合おう～

小学生 人権 18分

一人一人の障害の特性や症状に合わせた「合理的配慮」の仕方を具体
的に示し、障害の有無に関わらず、誰もが同じように遊び、学び、生き生
さと暮らす権利があることを理解させ、共に認め合い、助け合っていくこ
との大切さを訴えます。

DVD D-726
わっかカフェへようこそ～ココロまじわるヨリドコロ
～

小学生 人権 35分
わっかカフェにあつまるいろいろなひとたちのやりとりから、様々は人権
について学ぶ「インターネットによる人権侵害」「高齢者の人権」「外国人
の人権」

DVD D-728 きずだらけのりんご 小学生 人権 23分 ○
人間に化けてだました少女と友達になったいたずらたぬきのゲンタ。だ
んだんと嘘をついているのに耐えられなくなってきたゲンタだったが、あ
る日嘘を隠し通そうとして大変なことに…。

DVD D-747 LGBTを知ろう 一般 人権 20分
セクシャル・マイノリティであるLGBTの人たちを取り巻く現状を理解し、
職場や教育現場でどのように取り組んでいけばよいか解説しています。



種類 整理番号 作品名 世代 分類 時間 アニメ 内容

DVD D-765 Give and　Go 一般 人権 70分
ケガでチームを離れ地元に戻っていたプロバスケットボール選手のケ
ニーは、ろうあの少女夏希と出会う。2人の心の動き、周囲の人々との心
の触れ合いを描く青春ストーリーです。

DVD D-793 いのちに寄り添う～ターミナルケアと人権～ 一般 人権 35分
人はどんな風に生きてどんな風に最期を迎えるのか。終末医療の在り
方、病気との向き合い方を2組の実際のがん患者の姿から考える教材で
す。

DVD D-803 ５等になりたい。 小学生 人権 78分 ○
足が不自由な少女律子と彼女をめぐる人々との心の交流を描いた作
品。運動会のリレーに出場することになった律子はビリの6等でなく5等
になりたいと願います。

DVD D-804 地球が動いた日 小学生 人権 75分 ○
阪神淡路大震に被災し6年生の剛は家を失い、クラスメートも死んでしま
います。剛は過酷な生活の中で避難所の人々との交流やボランティア
の励ましから人と人とのつながりの大切さを学びます。

DVD D-805 ハッピーバースデー 命かがやく瞬間 小学生 人権 80分 ○
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あすか
は、祖父母の人間的な励ましによって癒され自らの生きる力を育んでい
きます。

DVD D-807 もも子 かえるの歌がきこえるよ。 小学生 人権 80分 ○
兄の力と妹のもも子は双子の兄弟。もも子は知的な遅れと体の生涯が
あり、酸素ボンベをつけて養護学級に通っています。ある時もも子の病
気が悪化し、元気づけるため力はリレーでがんばろうとしますが…。

DVD D-809 大ちゃん、だいすき。 小学生 人権 80分 ○
家族の素晴らしさ、主人公の舞ちゃんと重度の障害をもった兄の大ちゃ
んを取り巻く人々の友情や優しさなどを描き、舞の心の成長を感動的に
描きます。

DVD D-817
いのちと死の授業1
難病と闘って気づいたこと
～今このときの命を輝かせるために～

中学生 人権 30分
各テーマごとに語り手にまつわる出来事や体験を通じて生命の尊さや
生きることの価値を、様々な視点から気づき学べる教材です。

DVD D-818
いのちと死の授業2
殺処分から救われ人を助ける犬に
～動物のいのち～

中学生 人権 23分
各テーマごとに語り手にまつわる出来事や体験を通じて生命の尊さや
生きることの価値を、様々な視点から気づき学べる教材です。

DVD D-819
いのちと死の授業3
いじめ・自殺を防ぐために
～子どもたちのいのちを守る～

中学生 人権 34分
各テーマごとに語り手にまつわる出来事や体験を通じて生命の尊さや
生きることの価値を、様々な視点から気づき学べる教材です。

DVD D-820
いのちと死の授業4
学校における自殺予防教育
～こころの危機に寄り添う～

中学生 人権 25分
各テーマごとに語り手にまつわる出来事や体験を通じて生命の尊さや
生きることの価値を、様々な視点から気づき学べる教材です。

DVD D-821
いのちと死の授業5
少年犯罪をなくすために
～他人のいのち・自分のいのち～

中学生 人権 30分
各テーマごとに語り手にまつわる出来事や体験を通じて生命の尊さや
生きることの価値を、様々な視点から気づき学べる教材です。

DVD D-822
いのちと死の授業6
流産・死産経験者からの手紙
～生まれて来られなかったいのちへ～

中学生 人権 29分
各テーマごとに語り手にまつわる出来事や体験を通じて生命の尊さや
生きることの価値を、様々な視点から気づき学べる教材です。

DVD D-823 おじゃる丸 ちっちゃいものの大きなちから 幼児 人権 11分
おじゃる丸と「ちっちゃいものクラブ」の仲間達が月光町で助け合いの大
切さを学んでいきます。

DVD D-824 忍たま乱太郎のがんばるしかないさシリーズ 小学生 人権 30分
「よいと思うことをおこなう」、「あたたかい心でしんせつにする」、「きまり
を守って協力し合う」の全3話。

DVD D-865 プライドインブルー 一般 人権 84分
ハンディキャップ・サッカー選手たちによる『もうひとつのワールドカップ』
サッカー日本代表を追ったスポーツドキュメンタリーです。

DVD D-866 ヨーロッパ難民危機 一般 人権 50分
中東から多くの難民船がたどり着くギリシャの島からオーストリアまで、
およそ2000キロメートルにわたる難民の旅路を取材した、イギリスBBC
のドキュメンタリー。

DVD D-909 奇跡の子どもたち 一般 人権 80分
日本でたった3人しかいない難病「AADC欠損症」。寝たきりの希少難病
の患者とその家族を10年間取材し、彼らに訪れた“奇跡”を伝える感動
の物語。

DVD D-910 いじめ 心の声に気づく力 小学生 人権 19分

一見、遊んでいるように見えても、相手が苦痛を感じていればそれはい
じめです。本作品に登場する加害者・被害者・傍観者の立場に自分を置
き換えて視聴することで、いじめ防止の意識を持つことをねらいとしま
す。

DVD D-911 Voice!!人権の教室 中学生 人権 38分
舞台は休日の学校で開かれる「人権の教室」。招待状で招かれた3人の
中学生・高校生が、「声」を手掛かりに、3つの人権のテーマについて学
んでいきます。

DVD D-941 「ただいま」の声を聴くために 一般 人権 33分

中学校の部活から帰る途中で姿を消し、後に北朝鮮に拉致されたことが
判明した少女、横田めぐみさん。大切に育てた娘が、ある日突然消えて
しまった。それからずっとわが子を愛し続けて「家族のもとに返して」と叫
ぶ父と母の物語。

DVD D-968 くぅとしの　－あなたがいそばにいるだけでー 小学生 人権 12分 〇
もし、あなたの大切な人が認知症になってしまったら、あなたはその人に
何をしてあげることができるでしょうか。年も性別も違う犬と猫の関係性
を通して、子供たちが自然と考えることができる物語です。

DVD D-969
知りたいあなたのこと
外見からはわからない生涯・病気を抱える人

一般 人権 21分
外見ではわからない障害や病気を抱えながら日常生活を送る人は多く
います。そんな人たちの話を通じて、私たちにできる配慮を共に考えて
いく教材です。

DVD D-970 シェアしてみたらわかったこと 一般 人権 46分
東京のどこかにあるシェアハウスを舞台に、年齢も社会的立場も異なる
人たちが同じ屋根の下で暮らす中で気が付いた様々な人権についての
物語です。

16mm
フィルム

340 　竹とんぼの空　－ともだち－ 小学生 人権 25分
算数が苦手なぼくの友だち　でもいいじゃないか　ぼくの足りないものを
たくさんもっているんだから　おかげでぼくは勉強よりもっと大事な事を
教わった

16mm
フィルム

400 　海のコウモリ 小学生 人権 28分 ○
「あいうえお　かきくけこ・・・」言葉の不自由な人　その優しいメッセージ
が子供達の心に温かい感動を呼ぶ



種類 整理番号 作品名 世代 分類 時間 アニメ 内容

16mm
フィルム

453 　がんばれ！盲導犬サーブ 小学生 人権 27分 ○
目の不自由な主人をかばって前足を失った盲導犬サーブ　これは本当
にあった人間と犬との愛の物語です

16mm
フィルム

474 　きつねのかんちがい 小学生 人権 28分 ○
昔々「そうごろう」という貧しいけれども働きものでたいそう心の優しい若
者がいました　彼は井戸の中で死んでいる子狐を見つけ懇ろに弔いま
すが・・・

16mm
フィルム

514 　太郎のかがみ 中学生 人権 56分
鏡は太郎の心を映します　「僕の顔、笑ってる・・・僕の心も笑っていま
す」

16mm
フィルム

515 　友子よ晴れない霧はない 中学生 人権 42分
中学２年生の山田友子が友達の美佳とゆく　美佳は小児マヒの後遺症
により松葉杖をついている・・・

16mm
フィルム

543 　水色のハンカチーフ 小学生 人権 20分
つい出来心で犯してしまったあやまち（万引き）が引き起こす大きな波紋
反省と苦しみの中から少女は力強く立ち上がっていった・・・

16mm
フィルム

547 　しがらきから吹いてくる風 一般 人権 91分
信楽ここは狸の焼物で知られる窯業の里　知恵おくれと呼ばれる人たち
がおおらかに働き生きられる町　やわらかな人間の風が吹く町

16mm
フィルム

556 　わすれるもんか！ 小学生 人権 40分 ○
目の不自由な正彦がギターを演奏するようになったのは子供の頃の幼
稚園の先生とのある思い出からでした・・・

16mm
フィルム

689 　泣いて笑って涙してポコアポコ 小学生 人権 53分
車いすの女性が空き缶を集めお年寄りに車いすを１００台も送った心あ
たたまる実話を映画化

16mm
フィルム

690 　ぼくのお姉さん 小学生 人権 36分
障害を乗り越え自立して生きようとする姉　姉を疎ましく思いつつ心の痛
みや苦しみを理解しようとする弟　その家族の明るい生き方を描く

16mm
フィルム

718 　きみが輝くとき 小学生 人権 90分
片腕のない少年とサッカーの出逢いがすべての始まりだった・・・日本中
の胸を揺さぶる実話がいま感動の映画化

16mm
フィルム

719 　おじいちゃん元気になってね！ 中学生 人権 47分
動物好きの心やさしい少年と頑固じいさんの心のふれあいを明るい笑い
と涙で綴った感動の劇映画

16mm
フィルム

720 　だんじり囃子 小学生 人権 54分
地域に伝わる伝統文化を通じて人と人とのふれあう姿を描くことによって
今日の人権、同和問題について考える手がかりを提供しようと制作され
た

16mm
フィルム

722 　まじめで悪いか！ 中学生 人権 32分
「みんな違って、みんないい　誰かがきっと見てくれている」中学生自身
のことばと心で描いた感動的な実話

16mm
フィルム

741 　故郷は心の中に 小学生 人権 50分
家を飛び出したおじいちゃん　老人と少年の心のふれあいを描く感動の
物語

16mm
フィルム

742 　学校へ行けない子どもたち 一般 人権 30分
登校拒否の初期段階ともいえる小学生にスポットを当て保護者がこのこ
とについて正しい知識と理解を持つことを訴える

16mm
フィルム

743 　いじめ　１４歳のMessage 小学生 人権 25分 ○
１４歳の女の子が学校で実際に「イジメ」にあい、それを乗り越えて書い
た小説が原作

16mm
フィルム

744 　がばれまあちゃん 小学生 人権 48分
うまれつき耳が聞こえなく話もできない５歳のまあちゃんが障害にぶつ
かりながら温かな家庭に見守られ成長していく姿を姉・かよの目を通し
て描く

16mm
フィルム

754 　わかりあえる季節（とき） 小学生 人権 54分
「自分は差別していない」と思っている人たちの心の中にある差別性を
気づかせる感動のドラマ

16mm
フィルム

759 　一枚の絵てがみ 小学生 人権 43分 ○
一人暮らしの高齢者とその家族や地域の人達の心のふれあいや支えあ
いを通してこれから訪れる超高齢化社会に向けての問題を投げかける

16mm
フィルム

783 　夢の約束 中学生 人権 53分
飛び出そうとしているのに立ちすくむ若者たち　そんな彼らにも出会いが
あり愛が芽生える　自分らしく誇りをもって生きるには・・・

16mm
フィルム

784 　陽だまりの家 中学生 人権 42分 ○
人は皆人として尊重され幸せに生活する権利があります　そして誰もが
幸せになりたいと願っています

16mm
フィルム

789 　ぼくがおじいちゃんで　おじいちゃんがぼく 小学生 人権 32分 ○
いたずら好きな小学５年生の健児とがんこなおじいさんが、お地蔵さん
の超能力でお互いが入れかわり・・・

16mm
フィルム

800 　アイ・ラブ・ユー 一般 人権 111分
世界で初めて、ろう者と聴者の監督二人が共同演出した笑いと涙の感
動作


