
＜啓発ＤＶＤ・ビデオカセット・映画フィルム一覧について＞

  対象欄の略は次のとおりです。なお、対象及び備考は、あくまでも目安ですので、作品の内容・あらすじを

確認の上、ご利用ください（複数のテーマにまたがっている場合は、各々のページに記載されています）。

    一：一般　　企：企業　　小：小学校　　中：中学校　　高：高校　　Ｐ：ＰＴＡ

作
成

所要 配　置　箇　所

年
度

時間
(分)

東信 南信 中信 北信

15 228 一人ひとりの心は今！ 和歌山県人権啓発センター 34 　一
障害者、同和問題（エセ同
和）

○

15 227 善良な人々
徳島県
（財）徳島県同和対策委員会

56 　一 同和問題、人権全般 ○

15 226 ラストからはじまる 大阪市、大阪市教育委員会 53 一・中・高 同和問題（友情、吃音） ○

15 225 セピア色の風景 和歌山県同和委員会 55 　一 同和問題（家族） ○

15 224 陽だまりの家(ｱﾆﾒｰｼｮﾝ）
北九州市、北九州市教育委員会、
北九州市人権問題啓発推進協議会

42 一・小・中
人権一般（女性、高齢者、
命の尊さ）

○

14 223 夢の約束
大阪人権問題映像啓発推進協議会、大
阪府、大阪府市町村、大阪府教育委員
会、大阪府市町村教育委員会

53 　一 同和問題（就職、結婚） ○

14 222 残された日記
（財）滋賀県解放県民センター
滋賀県

56 　一
同和問題（解決のための視
点）

○

14 221 翔太のあした
法務省人権擁護局、（財）人権教
育啓発推進センター

54 一・小・中 女性（男女共同参画） ○

14 220 こころの交響楽(ｱﾆﾒｰｼｮﾝ)
北九州市、北九州市教育委員会、
北九州市同和問題啓発推進協議会

43 一・小・中 人権全般 ○

14 219 絵のある町 大阪府教育委員会 54 　一 同和問題、外国人 ○

14 218 夢の箱
法務省人権擁護局、（財）人権教
育啓発推進センター

50 　一 外国人（結婚差別） ○

14 217 元気をありがとう 大阪市、大阪市教育委員会 53 　一 障害者、同和問題 ○

13 216 ひかり 福岡市 50 一・高 同和問題（差別意識） ○

13 214 メール 大阪府教育委員会 54 一・高
同和問題（インターネット
による中傷）

○

12 215 心をむすぶ愛のハーネス 共和教育映画社 52 　一 障害者（盲導犬） ○

12 212 素顔の心で 大阪同和問題映像啓発推進協議会 53 　一
同和問題（結婚差別、身元
調査）

○

12 211 ぼくに涙はにあわない 共和教育映画社 50 一・高
障害者（ラグビーができな
くなった高校生）

○

12 210 おばあちゃんありがとう
（財）滋賀県解放県民センター
滋賀県

52 　一 同和問題（識字） ○

11 213 心ひらくとき
法務省人権擁護局、（財）人権教
育啓発推進センター

55 　一 人権全般 ○

11 209 一枚の絵てがみ（ｱﾆﾒｰｼｮﾝ）
北九州市、北九州市教育委員会、
北九州市同和問題啓発推進協議会

43 一・小・中 高齢者、外国人 ○

11 208 元気あります 大阪市、大阪市教育委員会 53 一・企 同和問題（職場） ○

11 206 今、光っていたい
兵庫県、兵庫県教育委員会、
（財）兵庫県人権啓発協会

48 一・高 高齢者（家族、地域社会） ○

11 205 港まちの小さなネットワーク 神戸市、神戸市教育委員会 51 一・高 高齢者（ボランティア） ○

11 203 風のひびき
法務省人権擁護局、（財）人権教
育啓発推進センター

54 　一 障害者（聴覚障害、結婚） ○

11 202 そして出発 大阪府教育委員会 54 一・企 同和問題（家族） ○

11 200 いのち輝く灯(ｱﾆﾒｰｼｮﾝ)
北九州市、北九州市教育委員会、
北九州市同和問題啓発推進協議会

48 一・高
障害者、同和問題、共生社
会

○

11 199 雲が晴れた日 栃木県、栃木県教育委員会 53 一・中・高
女性、高齢者、障害者、同
和問題、外国人

○

 映画フィルム一覧(県人権啓発センターでのみ貸出しています。）

作　　　品　　　名 対　象 テ　ー　マ企　　　　　　　画番号
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作
成

所要 配　置　箇　所

年
度

時間
(分)

東信 南信 中信 北信

作　　　品　　　名 対　象 テ　ー　マ企　　　　　　　画番号

10 201 旅立ちの夏 香川県教育委員会 49 一・高・企 同和問題（就職差別） ○

10 198 あかね雲 大阪市、大阪市教育委員会 53 　一 同和問題（家族） ○

10 197 こころの架け橋
兵庫県
（財）兵庫県人権啓発協会

50 　一
高齢者、同和問題、地域社
会、家族

○

10 196 メゾン風の丘 大阪同和問題映像啓発推進協議会 53 　一 同和問題（地域社会） ○

10 194 蛍の舞う街で
北九州市、北九州市教育委員会、
北九州市同和問題啓発推進協議会

42 一・中・高 人権全般 ○

10 192 明日があるやん 大阪市、大阪市教育委員会 53 一・高 同和問題（地域社会、友情） ○

10 191 うちへおいでよ 大阪府教育委員会 54 小・中・Ｐ 子ども（いじめ） ○

10 190 雨あがり 和歌山県同和委員会 55 一・企 同和問題（企業の差別意識） ○

9 207 わかりあえる季節
（財）滋賀県解放県民センター
滋賀県

52 一・高
同和問題、外国人、差別発
言

○

9 195 残照の中で 京都市、京都市教育委員会 55 　一 同和問題（結婚差別） ○

9 193 おーい！
同和問題啓発映画四区制作会（港
区・品川区・目黒区・大田区）

45 一・企 同和問題（企業の差別意識） ○

9 189 明日への伝言～神戸から 神戸市、神戸市教育委員会 50 一・高
人権全般（地域社会、阪神
大地震）

○

9 188 ハツエちゃんとハーモニカ 三重県 53 　一　　 同和問題（結婚差別、職場） ○

9 187 ぼくの青空（ｱﾆﾒｰｼｮﾝ） 東映株式会社教育映画部 26 小・中・高・Ｐ 障害者（筋ジストロフィー） ○

9 186 ふれあい家族
兵庫県
（財）兵庫県人権啓発協会

48 　一　　
人権全般（地域社会、阪神
大地震）

○

9 182 サインはストレート 埼玉県教育委員会 45 一・高 同和問題（友情） ○

9 181 だんじり囃子 大阪府教育委員会 54 　一　　 子ども、同和問題 ○

9 180 あしたの足音
岐阜県
岐阜県教育委員会

46 　一　　 同和問題（結婚差別） ○

9 179 若い波紋
総務庁地域改善対策室
全日本同和対策協議会他

57 一・高 同和問題（高校生の取組） ○

9 177 おじいちゃん元気になってね! 共和教育映画社 47 一・小　 高齢者（少年と老人の交流） ○

9 176 大山君、奮戦す！ 滋賀県商工労働部 56 一・企
その他（企業研修用（同
和、セクハラ等））

○

9 175 泣いて笑って涙して　ポコアポコ 共和教育映画社 53 　一　　 障害者（小児麻痺） ○

8 185 がんばれまあちゃん 共和教育映画社 48 小・中・Ｐ 障害者（聴覚障害） ○

8 184 ウエット・ブルー 大阪府教育委員会 56 一・企 同和問題（地域社会、企業） ○

8 183 誇り高き男
法務省
全日本同和対策協議会他

56 一・企 同和問題、人権全般 ○

8 178 サンセットサンライズ
兵庫県
（財）兵庫県人権啓発協会

49 　一　　 同和問題（結婚差別） ○

7 204 虚構
徳島県
（財）徳島県同和対策推進会

56 一・企 同和問題（結婚） ○

7 169 友情へ　ラン！ 埼玉県教育委員会 45 一・中 同和問題（友情） ○

7 168 風の中のスクラム
大阪市
大阪市教育委員会

53 一・高 同和問題（友情） ○

6 156 青空のように 埼玉県教育委員会 47 一・Ｐ 同和問題（差別発言） ○

6 155 はるか素顔の19歳 大阪府教育委員会 54 　一 同和問題（結婚差別、友情） ○

4 134 明日への彩り 埼玉県教育委員会 55 　一 同和問題、外国人 ○
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成

所要 配　置　箇　所

年
度

時間
(分)

東信 南信 中信 北信

作　　　品　　　名 対　象 テ　ー　マ企　　　　　　　画番号

4 128 私は負けない 長野県同和教育推進協議会 25 小・Ｐ 子ども、同和問題、友情 ○

3 125 獅子頭に雪が降る 大阪府教育委員会 54 　一 同和問題（地域社会の因習） ○

3 124 ひとりひとりの空
名古屋市
名古屋市教育委員会

57 　一 人権全般（同和、いじめ等） ○

3 118 にぎやかな家族
総務庁地域改善対策室
全日本同和対策協議会

55 　一 同和問題（地域社会） ○

3 116 心みつめて
兵庫県
（財）兵庫県人権啓発協会

47 　一 同和問題（結婚差別、家族） ○

2 121 淳一よ！明日の空へ 大阪市 54 中・Ｐ 同和問題（家族の絆） ○

元 98 新ちゃんがないた（ｱﾆﾒｰｼｮﾝ）
北九州市
北九州市教育委員会

36 小・中・高 子ども、障害者、友情 ○

62 63
人間をとりもどす
－被差別部落の歴史に学ぶ－

長野県同和教育推進協議会 43 一・高 被差別部落の歴史 ○

55 162 音次郎の庭 大阪府教育委員会 55 　一
その他（伝統文化、職業差
別）

○

3 



女性

作成 所要 配　置　箇　所

年度
時間
(分)

東信 南信 中信 北信

15 224 陽だまりの家(ｱﾆﾒｰｼｮﾝ）
北九州市、北九州市教育委員会、
北九州市人権問題啓発推進協議会

42 一・小・中 高齢者介護、命の尊さ ○

14 221 翔太のあした
法務省人権擁護局、（財）人権教
育啓発推進センター

54 一・小・中 男女共同参画 ○

11 199 雲が晴れた日 栃木県・栃木県教育委員会 53 一・中・高 高齢者、障害者、同和問題、外国人 ○

番号 作　　　品　　　名 対　象 テ　ー　マ企　　　　　　　画
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子ども

作成 所要 配　置　箇　所

年度
時間
(分)

東信 南信 中信 北信

10 191 うちへおいでよ 大阪府教育委員会 54 小・中・Ｐ いじめ、同和問題 ○

9 181 だんじり囃子 大阪府教育委員会 54 　一　　 いじめ、同和問題、伝統文化 ○

4 128 私は負けない 長野県同和教育推進協議会 25 小・Ｐ いじめ、同和問題、友情 ○

元 98 新ちゃんがないた（ｱﾆﾒｰｼｮﾝ）
北九州市
北九州市教育委員会

36 小・中・高 いじめ、友情、障害者 ○

番号 作　　　品　　　名 対　象 テ　ー　マ企　　　　　　　画
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高齢者

作成 所要 配　置　箇　所

年度
時間
(分)

東信 南信 中信 北信

15 224 陽だまりの家(ｱﾆﾒｰｼｮﾝ）
北九州市、北九州市教育委員会、
北九州市人権問題啓発推進協議会

42 一・小・中 女性、高齢者介護、命の尊さ ○

11 209 一枚の絵てがみ（ｱﾆﾒｰｼｮﾝ）
北九州市、北九州市教育委員会、
北九州市同和問題啓発推進協議会

43 一・小・中 高齢者との同居、結婚 ○

11 206 今、光っていたい
兵庫県、兵庫県教育委員会、
（財）兵庫県人権啓発協会

48 一・高 家族、地域社会 ○

11 205 港まちの小さなネットワーク 神戸市、神戸市教育委員会 51 一・高 ボランティア ○

11 199 雲が晴れた日 栃木県、栃木県教育委員会 53 一・中・高 女性、障害者、同和問題、外国人 ○

10 197 こころの架け橋
兵庫県
（財）兵庫県人権啓発協会

50 　一 同和問題、地域社会、家族 ○

9 177 おじいちゃん元気になってね! 共和教育映画社 47 一・小　 少年と老人の交流 ○

番号 作　　　品　　　名 対　象 テ　ー　マ企　　　　　　　画
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障害者

作成 所要 配　置　箇　所

年度
時間
(分)

東信 南信 中信 北信

15 228 一人ひとりの心は今！ 和歌山県人権啓発センター 34 　一 車椅子、エセ同和 ○

14 217 元気をありがとう
大阪市
大阪市教育委員会

53 　一
小児マヒ、同和問題、差別意
識

○

12 215 心をむすぶ愛のハーネス 共和教育映画社 52 　一 盲導犬 ○

12 211 ぼくに涙はにあわない 共和教育映画社 50 一・高 ラグビーができなくなった高校生 ○

11 203 風のひびき
法務省人権擁護局、（財）人権教
育啓発推進センター

54 　一 聴覚障害、結婚 ○

11 200 いのち輝く灯(ｱﾆﾒｰｼｮﾝ)
北九州市、北九州市教育委員会、
北九州市同和問題啓発推進協議会

48 一・高 視覚障害、車椅子、同和問題 ○

11 199 雲が晴れた日 栃木県、栃木県教育委員会 53 一・中・高 女性、高齢者、同和問題、外国人 ○

9 187 ぼくの青空（ｱﾆﾒｰｼｮﾝ） 東映株式会社教育映画部 26 小・中・高・Ｐ筋ジストロフィー ○

9 175 泣いて笑って涙して　ポコアポコ 共和教育映画社 53 　一　　 小児麻痺 ○

8 185 がんばれまあちゃん 共和教育映画社 48 小・中・Ｐ 聴覚障害 ○

元 98 新ちゃんがないた（ｱﾆﾒｰｼｮﾝ）
北九州市
北九州市教育委員会

36 小・中・高 四肢性マヒ、子ども、友情 ○

番号 作　　　品　　　名 対　象 テ　ー　マ企　　　　　　　画
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同和問題

作成 所要 配　置　箇　所

年度
時間
(分)

東信 南信 中信 北信

15 228 一人ひとりの心は今！ 和歌山県人権啓発センター 34 　一 障害者、エセ同和 ○

15 226 ラストからはじまる 大阪市、大阪市教育委員会 53 一・中・高 友情、吃音 ○

15 225 セピア色の風景 和歌山県同和委員会 55 　一 家族 ○

15 224 陽だまりの家(ｱﾆﾒｰｼｮﾝ）
北九州市、北九州市教育委員会、
北九州市人権問題啓発推進協議会

42 一・小・中 女性、高齢者介護、命の尊さ ○

14 223 夢の約束
大阪人権問題映像啓発推進協議会、大阪府、大阪府市
町村、大阪府教育委員会、大阪府市町村教育委員会 53 　一 就職差別、結婚差別 ○

14 222 残された日記
（財）滋賀県解放県民センター
滋賀県

56 　一 解決のための視点 ○

14 219 絵のある町 大阪府教育委員会 54 　一 外国人、公園活動 ○

14 217 元気をありがとう 大阪市、大阪市教育委員会 53 　一 障害者、差別意識 ○

13 216 ひかり 福岡市 50 一・高 差別意識 ○

13 214 メール 大阪府教育委員会 54 一・高 インターネットによる中傷 ○

12 212 素顔の心で 大阪同和問題映像啓発推進協議会 53 　一 結婚差別、身元調査 ○

12 210 おばあちゃんありがとう
（財）滋賀県解放県民センター
滋賀県

52 　一 識字 ○

11 208 元気あります 大阪市、大阪市教育委員会 53 一・企 職場 ○

11 202 そして出発 大阪府教育委員会 54 一・企 家族 ○

11 200 いのち輝く灯(ｱﾆﾒｰｼｮﾝ)
北九州市、北九州市教育委員会、
北九州市同和問題啓発推進協議会

48 一・高 障害者、共生社会 ○

11 199 雲が晴れた日 栃木県、栃木県教育委員会 53 一・中・高 女性、高齢者、障害者、外国人 ○

10 201 旅立ちの夏 香川県教育委員会 49 一・高・企 就職差別 ○

10 198 あかね雲 大阪市、大阪市教育委員会 53 　一 家族 ○

10 197 こころの架け橋
兵庫県
（財）兵庫県人権啓発協会

50 　一 高齢者、地域社会、家族 ○

10 196 メゾン風の丘 大阪同和問題映像啓発推進協議会 53 　一 地域社会 ○

10 192 明日があるやん 大阪市、大阪市教育委員会 53 一・高 地域社会、友情 ○

10 191 うちへおいでよ 大阪府教育委員会 54 小・中・Ｐ 子ども、いじめ ○

10 190 雨あがり 和歌山県同和委員会 55 一・企 企業の差別意識 ○

9 207 わかりあえる季節
（財）滋賀県解放県民センター
滋賀県

52 一・高 外国人、差別発言 ○

9 195 残照の中で 京都市、京都市教育委員会 55 　一 結婚差別 ○

9 193 おーい！
同和問題啓発映画四区制作会（港
区・品川区・目黒区・大田区）

45 一・企 企業の差別意識 ○

9 188 ハツエちゃんとハーモニカ 三重県 53 　一　　 結婚差別、職場 ○

9 182 サインはストレート 埼玉県教育委員会 45 一・高 友情 ○

9 181 だんじり囃子 大阪府教育委員会 54 　一　　 子ども、いじめ、伝統文化 ○

9 180 あしたの足音
岐阜県
岐阜県教育委員会

46 　一　　 結婚差別 ○

9 179 若い波紋
総務庁地域改善対策室
全日本同和対策協議会他

57 一・高 高校生の取組、偏見 ○

番号 作　　　品　　　名 対　象 テ　ー　マ企　　　　　　　画
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作成 所要 配　置　箇　所

年度
時間
(分)

東信 南信 中信 北信

番号 作　　　品　　　名 対　象 テ　ー　マ企　　　　　　　画

8 184 ウエット・ブルー 大阪府教育委員会 56 一・企 地域社会、企業 ○

8 183 誇り高き男
法務省
全日本同和対策協議会他

56 一・企 自尊心、偏見 ○

8 178 サンセットサンライズ
兵庫県
（財）兵庫県人権啓発協会

49 　一　　 結婚差別 ○

7 204 虚構
徳島県
（財）徳島県同和対策推進会

56 一・企 偏見、結婚 ○

7 169 友情へ　ラン！ 埼玉県教育委員会 45 一・中 友情、大人の偏見 ○

7 168 風の中のスクラム
大阪市
大阪市教育委員会

53 一・高 友情 ○

6 156 青空のように 埼玉県教育委員会 47 一・Ｐ 差別発言 ○

6 155 はるか素顔の19歳 大阪府教育委員会 54 　一 結婚差別、友情 ○

4 134 明日への彩り 埼玉県教育委員会 55 　一 外国人、地域社会、差別意識 ○

4 128 私は負けない 長野県同和教育推進協議会 25 小・Ｐ 子ども、いじめ、友情 ○

3 125 獅子頭に雪が降る 大阪府教育委員会 54 　一 地域社会の因習 ○

3 118 にぎやかな家族
総務庁地域改善対策室
全日本同和対策協議会

55 　一 地域社会 ○

3 116 心みつめて
兵庫県
（財）兵庫県人権啓発協会

47 　一 結婚差別 ○

2 121 淳一よ！明日の空へ 大阪市 54 中・Ｐ 家族の絆 ○

62 63
人間をとりもどす
－被差別部落の歴史に学ぶ－

長野県同和教育推進協議会 43 一・高 被差別部落の歴史 ○

9 



外国人

作成 所要 配　置　箇　所

年度
時間
(分)

東信 南信 中信 北信

14 219 絵のある町 大阪府教育委員会 54 　一 同和問題、公園活動 ○

14 218 夢の箱
法務省人権擁護局、（財）人権教
育啓発推進センター

50 　一 結婚差別 ○

11 199 雲が晴れた日 栃木県、栃木県教育委員会 53 一・中・高 女性、高齢者、障害者、同和問題 ○

9 207 わかりあえる季節
（財）滋賀県解放県民センター
滋賀県

52 一・高 同和問題、在日朝鮮人差別 ○

4 134 明日への彩り 埼玉県教育委員会 55 　一 同和問題、地域社会、差別意識 ○

番号 作　　　品　　　名 対　象 備　　考企　　　　　　　画
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その他人権全般

作成 所要 配　置　箇　所

年度
時間
(分)

東信 南信 中信 北信

15 227 善良な人々
徳島県
（財）徳島県同和対策委員会

56 　一 人権全般 ○

15 224 陽だまりの家(ｱﾆﾒｰｼｮﾝ）
北九州市、北九州市教育委員会、
北九州市人権問題啓発推進協議会

42 一・小・中
人権全般（女性、高齢者、命
の尊さ）

○

14 220 こころの交響楽(ｱﾆﾒｰｼｮﾝ)
北九州市、北九州市教育委員会、
北九州市同和問題啓発推進協議会

43 一・小・中 人権全般 ○

11 213 心ひらくとき
法務省人権擁護局、（財）人権教
育啓発推進センター

55 　一 人権全般 ○

10 196 メゾン風の丘 大阪同和問題映像啓発推進協議会 53 　一 同和問題、地域社会 ○

10 194 蛍の舞う街で
北九州市、北九州市教育委員会、
北九州市同和問題啓発推進協議会

42 一・中・高 人権全般 ○

9 189 明日への伝言～神戸から 神戸市、神戸市教育委員会 50 一・高
人権全般（地域社会、阪神大
地震）

○

9 186 ふれあい家族
兵庫県
（財）兵庫県人権啓発協会

48 　一　　
人権全般（地域社会、阪神大
地震）

○

9 176 大山君、奮戦す！ 滋賀県商工労働部 56 一・企 企業研修用（同和、セクハラ等） ○

8 183 誇り高き男
法務省
全日本同和対策協議会他

56 一・企 同和問題、自尊心、偏見 ○

3 124 ひとりひとりの空
名古屋市
名古屋市教育委員会

57 　一 人権全般（同和、いじめ等） ○

55 162 音次郎の庭 大阪府教育委員会 55 　一 伝統文化、職業差別 ○

番号 作　　　品　　　名 対　象 備　　考企　　　　　　　画
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