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分類番号 題    目 副     題 所要時間 制作年

A-9 a DVD チャレンジ・ストーリー
まちづくりにかける元気な女
性たち 39分 2006年 2本

A-36 a DVD 夢へのパスポート
まちづくりにかける元気な女
性たち 87分 2007年 4本

A-43 d DVD 裁判員　　
選ばれ、そして見えてきたも
の 69分

A-44 f DVD
あなたのためのストーカー対
策ビデオ

ひとりでなやまないで　　　
Ｗｅ are not  alone

A-45 ｇ CD あなたに逢えてよかった 沖田孝司　　

A-56 a DVD 明日への道しるべ　　
まちづくりにかける元気な女
性たち ６０分 2008年 2本

A-58 b DVD
ワーク・ライフ・バランスを
知っていますか？ 働くオトコタチの声 2008年 4本

A-59 e DVD ずっと一緒にいたいから あなたと私とデートＤＶ 6分15秒 2009年

A-60 e DVD
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 35分 2008年 5本

A-61 e DVD ＤＶ被害者支援
その思いを受け止めてつな
いでいくために ２７分 2009年

A-62 e DVD ＳＴOP DV! ひとりでなやまないで　　　 １０分 2009年

A-63 g DVD
一人ぼっちの戦後を乗り越え
て

土屋圭示　「ラジオ深夜便」
列島インタビュー 2008年

A-64 g CD あなたに逢えてよかった 沖田孝司　 2008年

A-65 g DVD
ヒロシマの証人
WITNESS TO HIROSHIMA 土屋圭示（2カ国語版） 15分56秒 2010年

A-66 g CD
「さぁ　はじめよう！
　It's my pleasure!」 沖田孝司　 2010年

A-67 g CD あなたに逢えてよかった 沖田孝司　 2008年

A-68 e DVD
人と人とのよりよい関係を
つくるために

交際相手とのすてきな関係
をつくっていくには 2010年 2本

A-69 d DVD 見上げた青い空 2007年

A-70 ｂ DVD
パートタイマーの”やる気”
を企業活力に

～均衡処遇で活かせパート
の人財力～ 27分 2006年

A-71 e DVD 暴力は愛じゃない！ 男女交際のハラスメント 21分 2010年

A-72 e DVD 配偶者虐待
―DVを許さない・しないた
めに― 25分 2008年

A-73 g DVD
いわたくんちのおばあちゃ
ん ～ぼく、戦争せんけえね～ 20分 2009年

A-74 d DVD 女子差別撤廃条約

～その理念の実現を目指して
～ 6分28秒 2011年

A-75 d DVD ボクとガク ～あの夏のものがたり～ 42分 2010年

A-76 ｄ DVD 未来への絆 ハンセン病問題から学ぶ ３０分 2014年

A-77 d DVD
あなたがあなたらしく生きる
ために

～性的マイノリティーと人権
～ ３０分 2014年

A-78 d DVD
同和問題
同和問題未来に向けて

～過去からの証言、未来への
提言～ 7０分 2014年

図　　　書　（DVD・CD）
a＝男女共同参画 　ｂ＝ﾜｰｸﾗｲﾌﾊﾞﾗﾝｽ　ｃ＝子育て　ｄ＝人権　e＝DV　ｆ＝ｽﾄｰｶｰ　ｇ＝平和
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分類番号 題    目 副     題 所要時間 制作年

図　　　書　（DVD・CD）
a＝男女共同参画 　ｂ＝ﾜｰｸﾗｲﾌﾊﾞﾗﾝｽ　ｃ＝子育て　ｄ＝人権　e＝DV　ｆ＝ｽﾄｰｶｰ　ｇ＝平和

A-79 d DVD 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～ ４６分 2014年

A-80 d DVD
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～ ３１分 2016年

A-82 d DVD 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～ ３０分 2016年

A-83 a DVD
H29年度　すてき・さんかく
塾（１）

ワハハと楽しむセカンドライ
フ応援講座 2017年

A-84 a DVD
H29年度　すてき・さんかく
塾（２） 幸せの時間活用講座 2017年

A-85 e DVD
STOP DV(配偶者からの暴
力） ～ひとりで悩まないで～ １０分 2012年 2本

A-86 e DVD ＤＶ被害者支援
～その思いを受け止めてつ
ないでいくために～ ２７分 2012年 2本

A-87 a DVD
みんなイキイキ！
男女が共に輝く”おかやま” ２２分 2本

A-88 d DVD
社会福祉施設等における人権

私たちの声が聴こえますか ３０分 2007年

A-89 d DVD 障害のある人と人権
誰もが住みやすい社会をつ
くるために ３２分 2018年

A-90 d DVD 企業と人権
職場からつくる人権尊重社
会 ４０分 2017年

A-91 ｄ DVD
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～ ３５分 2015年

A-92 ｇ DVD あの夏の日私たちは・・・
～語り継ぐ原爆被爆者たち
の声～ ３２分 2016年

A-93 ｇ DVD 学ぼうヒロシマ ７６分 2014年

A-94 ｇ DVD
ピカドンの恐ろしさを体験し
て ３８分 2015年

A-95 ｇ DVD サダコの鶴 ～地球をつなぐ～

A-96 d DVD 外国人と人権 違いを認め、共に生きる ３３分 2016年

A-97 d DVD ハンセン病問題を知る 元患者と家族の思い ３４分 2021年 2本

A-98 ｂ DVD ハラスメント
パワハラのない風通しの良
い職場をめざして ３４分 2021年

A-99

A-100

A-101

A-102

A-103

A-104

A-105

A-106



2022/3/23現在

№ 作品名 時間 内容 分類 制作

9

体験！発信！チャレンジ・ストー
リー
～まちづくりにかける元気な女性た
ち～

87分
【ＤＶＤ】

京都府舞鶴市（”人”と”気持ち”をつなげたい！）
滋賀県栗東市（コミュニティ・ショップの夢にチャレン
ジ）
熊本県宇城市（歴史ある街並みをよみがえらせる女
性たち）

まちづくり
2005年
内閣府

36
夢へのパスポート
～まちづくりにかける元気な女性た
ち～

87分
【ＤＶＤ】

新潟県上越市（子育て№１の街を作りたい）
岐阜県郡上市（地元の伝統食を現代に発信した
い！）
東京都大田区（団塊世代が”元気”を生み出す街に
したい）

まちづくり
2007年
内閣府

43
裁判員
～選ばれ，そして見えてきたもの～

69分
【ＤＶＤ】

平成21年初冬，営業マン村瀬智昭のもとに1通の手
紙が届く。それは裁判員候補者名簿に自分の名前
が載ったとのお知らせだった。裁判員候補者になる
可能性は低いと思っていた村瀬だが，平成22年3
月，村瀬のもとに裁判員選任手続期日の「お知らせ」
が送られてくる。村瀬は仕事の都合もあり，当初は
参加に消極的であったが，徐々に参加してもよいと
思うようになっていく。そして，選任手続当日。選ばれ
たのは，美容師・大沼恵美，主婦・佐々木郁恵，個人
タクシー運転手・山下修・NPO団体職員・青井卓也，
元会社役員・小林勇作と村瀬であった。

人権
2007年
最高裁判
所

44
あなたのためのｽﾄｰｶｰ対策ﾋﾞﾃﾞ
ｵ
～ひとりでなやまないで～

40分
【ＤＶＤ】

主演：藤谷美紀 暴力
2001年
（財）警察
協会

45
あなたに逢えてよかった
　　　　　　／沖田孝司

【ＣＤ】
あなたに逢えてよかった
伝えよう笑顔と心
We love the EARTH from HIROSHIMA

平和 2008年

56
明日への道しるべ
～まちづくりにかける元気な女性た
ち～

60分
【ＤＶＤ】

青森県八戸市「はちのへ女性まちづくり熟生の会」
再発見！私たちのオリジナル観光マップ（30分）
福島県安達郡大玉村「森野民話茶屋」
伝えたい！民話で語る村の心（30分）

まちづくり
2008年
内閣府

58
ワーク・ライフ・バランスを知って
いますか？
～働くオトコたちの声～

27分
【ＤＶＤ】

ワーク・ライフ・バランスという言葉を知っています
か？それは，「仕事」と「生活」を調和させるライフス
タイルのこと。家庭や会社など私たちの身近なところ
で，既に様々な取組がはじまっています。このＤＶＤ
では，ワーク・ライフ・バランス社会の実現を目指す
企業や，仕事と家庭の理想的なバランスを実践する
人々の姿をドキュメンタリータッチで紹介します。

ﾜｰｸ･ﾗｲ
ﾌ･ﾊﾞﾗﾝ

ｽ

2008年
内閣府

59
ずっと一緒にいたいから
～あなたと私とデートＤＶ～

6分15秒
【ＤＶＤ】

早大生が贈るメッセージ
「あなたにとって理想の関係って何ですか？」

暴力

2009年
早稲田大学平
山郁夫記念ボ
ランティアセン
ター

60
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～

35分
【ＤＶＤ】

配偶者からの暴力は，犯罪となる行為をも含む重大
な人権侵害です。配偶者からの暴力は，あなたの身
近なところでおきています。「配偶者暴力防止法」は
平成13年に制定され，平成19年に保護命令の拡充
や市町村の取組の強化を柱とした改正法が成立し，
平成20年1月に施行されました。このＤＶＤでは，配
偶者からの暴力の根絶をめざして，「配偶者暴力防
止法」のしくみ等についてわかりやすく紹介していま
す。

暴力
2008年
内閣府

61
ＤＶ被害者支援
～その思いを受け止めてつないでい
くために～

27分
【ＤＶＤ】

（職員研修用） 暴力

てらすセンターDVDライブラリー
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№ 作品名 時間 内容 分類 制作

てらすセンターDVDライブラリー

62
ＳＴＯＰ　ＤＶ！
～ひとりでなやまないで～

10分
【ＤＶＤ】

配偶者からの暴力 暴力
2009年
内閣府

63
一人ぼっちの戦後を乗り越えて
～土屋圭示「ラジオ深夜便」列島イ
ンタビュー～

【ＣＤ】
元陸軍兵士・土屋圭示
インタビュアー・ＮＨＫ岡山放送局　芳川隆一
ＮＨＫラジオ第1／ＦＭ　　　2007.9.9

平和 2007年

64
あなたに逢えてよかった
　　　　　　／沖田孝司

【ＣＤ】
あなたに逢えてよかった
伝えよう笑顔と心
We love the EARTH from HIROSHIMA

平和 2008年

65
ヒロシマの証人
～WITNESS　TO　HIROSHIMA～

15分56秒
【ＤＶＤ】

原爆投下直後17歳の兵士であった土屋圭示氏が，
広島での被爆体験，その後の生涯をかけて取り組ん
だカブトガニとその生息地の保護活動について，
2002年に描いた12枚の水彩画をもとに物語る。

平和 2010年

66
さぁ　はじめよう！　
IT's my pleasure!／沖田孝司

【ＣＤ】 平和 2010年

67
あなたに逢えてよかった
　　　　　　／沖田孝司

【ＣＤ】
あなたに逢えてよかった
伝えよう笑顔と心
We love the EARTH from HIROSHIMA

平和 2008年

68

人と人のよりよい関係をつくるた
めに
～交際相手とのすてきな関係をつ
くっていくには～

42分
【DVD】

このDVDは，若年層を対象とした交際相手からの暴
力の予防啓発教材「人と人とのよりよい関係をつくる
ために」を使った授業の例を指導者向けにわかりや
すく解説した教材です。若年層にそのまま視聴させ
ることもできる部分を含めた構成になっています。

暴力
2010年
内閣府

69 見上げた青い空 34分
【DVD】

「落ちて行く，落ちて行く，青い空へ，岸田くん・・・」
このビデオは，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”の本質を直視していただき，あらためて”いじめ”
について考えていただくきっかけになることを企図し
て作成されました。

人権
2007年
法務省

70

パートタイマーの”やる気”を企業
活力に
～均衡処遇で活かせパートの人財
力～

27分
【DVD】

近年，パートタイマーが増え，従来のような補助的・
定型的な仕事を行うだけでなく，正社員が行っている
ような管理業務や指導業務を行うパートタイマーも増
えてきています。人口の減少などにより労働力の不
足が見込まれる中，企業にとって人材となるパートタ
イマーの能力と「やる気」を引き出し，企業の活性化
につなげていくための取組が，企業にとって，これか
らますます重要になってきます。本映像は，そうした
取組を行っている企業を紹介し，パートタイマーの処
遇制度の見直しの参考にしていただこうと制作したも
のです。

雇用
2006年
21世紀職
業財団

71
暴力は愛じゃない！
　男女交際のハラスメント

21分
【DVD】

正一の娘、由香は、恋人の石村幸生から携帯やメー
ルにすぐに返信しないと暴力を振るわれ、行動を監
視されるようになっていた。だが、両親に自分を受け
止めてもらったことがなく、愛に飢えていた由香は、
石村の愛を信じ、暴力に走ってしまう苦しみを受け入
れようとしていた。由香はバイト先の先輩のアドバイ
スでカウンセリングを受け、やがて、自分の弱さに目
覚めていく・・・。

暴力
2010年
東映
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てらすセンターDVDライブラリー

72
配偶者虐待
―DVを許さない・しないために―

25分
【DVD】

実例の2話オムニバスドラマ。自らがDV被害者でも
ある高橋実生先生がドラマに沿って、問題点と対応
法を紹介します。
〈事例１　やさしいときを信じたくて〉
由美子と結婚して、康之はすぐに怒って物に当たる
ようになる。由美子は二人がうまく行けばと仕事を辞
める。だが、頻繁に電話をし、家を空けることを嫌う。
セックスの強要も。康之の顔色を伺うようになる由美
子。友人の智子は女性相談センターに相談すること
を勧める。だが、康之を信じたい由美子は決心がつ
かなかった。
〈事例2　気づかぬうちに子どもの虐待へ〉
小枝子は賢一と結婚後も暴力を我慢していた。交際
中に妊娠。当初から暴力もあったが、亮が生まれれ
ば変わると期待した。しかし、暴力は激しくなる。生
活費も入れない。亮が心配で暴力に耐えながら、賢
一の気に障ることをすると亮を叱りつけている自分。
自分も亮もダメになる。しかし、家を出ても生活でき
ない。小枝子は苦しみに耐えていた。

暴力
2008年
東映

73
いわたくんちのおばあちゃん
～ぼく、戦争せんけえね～
【アニメーション】

20分
【DVD】

今日は運動会。友だちのいわたくんと競走して負け
た寛太は、少しふくれ気味だ。みんなで記念写真を
撮ろうということになり、お母さんがシャッターを押そ
うとすると、いわたくんちのおばあちゃんは「いやー
よ」と手を振って断った。なぜ？
昭和20年。そのとき日本は戦争をしていた。おばあ
ちゃん（ちづこさん）はまだ女学生だった。ある日、疎
開する前の記念に、写真屋を呼んで家族6人で写真
を撮影する。その数日後、広島の町に原爆が落とさ
れた。
町中が火の海になり、ちづこさんは家族と二度と会
えなくなった。しばらくして写真屋と再会したちづこさ
んは、家族と最後に撮った写真を受けとる。それ以
来、ちづこさんは家族とは写真を撮らなくなったの
だ。
寛太はその写真をみせてもらった。お父さんとお母さ
んと仲の良い4人の姉妹が写っている。ちづこさんだ
けが生き残り、家族の幸せな時間は永久に失われて
しまった。
寛太は誓う。「おとなになっても戦争せんよ。ほんと
よ」

平和 2009年

74
女子差別撤廃条約
～その理念の実現を目指して～

6分28秒
【DVD】

男女
一般

2011年
内閣府

75
ボクとガク
～あの夏のものがたり～

42分
【DVD】

「子どもの人権」と言えば「与えること」「守ること」と思
われがちですが、子どもは「いや！」と拒否すること
も「自分でやる」と主張することもできる存在です。権
利の主体として社会に参加し、意見を表明する権利
があります。この映画では、希望（のぞむ）と岳（がく）
という二人の子どもと近所にするおばあさんとの交
流を描きながら、そうした子どもの人権と、地域では
ぐくむ人権文化というものに目を向けました。また、
私たちが決して忘れてはならないもの、次代に受け
継ぐものとして「戦争と平和」についても描いていま
す。

平和
人権

2010年
東映

76
未来への絆
ハンセン病問題から学ぶ

３０分
【DVD】

岡山県保健福祉部健康推進課から配布 人権
２０１４年
岡山県
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№ 作品名 時間 内容 分類 制作

てらすセンターDVDライブラリー

77
あなたがあなたらしく生きるため
に
～性的マイノリティーと人権～

３０分
【DVD】

性・セクシュアリティはとても多様です。しかし、それ
をしっかり理解している人はごくわずかでしょう。その
ため性的マイノリティーの多くが、生きづらさを感じて
います。誰もがありのままで受け入れられ自分らしく
生きたいと望んでいます。そんな社会を実現させる
ためには、まず相手を正しく理解し、偏見や差別をな
くす必要があります。この教材は、性的マイノリティー
について人権の視点で理解を深めるのがねらいで
す。性的マイノリティー入門編として制作されていま
す。
チャプター１：性的マイノリティーとは
チャプター２：ドラマ「トランスジェンダーの中学生　陽
奈の場合」
チャプター３：性的マイノリティーが置かれた現状
チャプター４：ドラマ「同性愛の会社員　雄輔の場合」
チャプター５：誰もがいきいきと暮らせる社会

人権
２０１４年
法務省

78

同和問題
～過去からの証言、未来への提
言～
人権教育・啓発担当者向け

同和問題未来に向けて
ドラマ
一般向け

６１分
＋１９分
【DVD】

この教材は、我が国固有の人権問題である人権問
題に焦点を当て、国や地方公共団体、企業等のさま
ざまな団体における人権教育・啓発に携わる職員等
が身に付けておくべき同和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、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して
の映像も併せて制作し、同和問題の解決のために
次世代へ伝承するものです。

人権
２０１４年
法務省

79
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～

４６分
【DVD】

全国中学生人権作文コンテストでは、次代を担う中
学生が、身の回りで起きたいろいろな出来事や自分
の体験などから、人権について考えています。このビ
デオでは入賞作品の中から５編の作文を朗読して、
アニメーションやイラストで紹介します。中学生が作
文の中でつぶやいている言葉に、あなたも耳を傾け
てみてください。
＊本当の国際化とは
＊電車内に咲いた、笑顔の花
＊立ち止まる
＊NO!と言える強い心をもつ
＊絆

人権
２０１４年
法務省

80

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～

３１分
【DVD】

「全国中学生人権作文コンテスト」入賞作品に基づい
て政作されました。どの作品も、日常生活の中で「人
権」について理解を深めていった気づきのプロセスを
描いています。入賞作品を原本とした３つのアニメー
ションを通して、「人権って何だろう」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ます。
＊差別のない世界へ
＊手伝えることはありますか
＊共にいきるということ
＊審査員長からのメッセージ

人権
２０１６年
法務省



2022/3/23現在

№ 作品名 時間 内容 分類 制作

てらすセンターDVDライブラリー

82
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～

３０分
【DVD】

インターネットでは、私たちの生活を豊かにするとと
もに欠かすことのできないものになっています。しか
し一方で、インターネット上の人権やプライバシーの
侵害につながる行為は後を絶たず、近年特にネット
いじめや子どもたちをターゲットとした犯罪が大きな
社会問題となっています。また、インターネットに関す
る知識や意識が十分でない中学生や高校生は、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。本DVDは、主に中高生やその保
護者、教職員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
やすくまとめました。
１：オープニング
２：ドラマ「下着姿の画像を送信してしまった事例」
３：解説「インターネットの落とし穴」
４：ドラマ「無断で個人情報をインターネット上に公開
してしまった事例」
５：解説「加害者にも被害者にもならないために」

人権
２０１６年
法務省

83
H29年度　すてき・さんかく塾（１）
ワハハと楽しむセカンドライフ応
援講座

【DVD】
認知症？！オレオレ詐欺にはかからんぞ！
～ワハハと楽しむセカンドライフ～

講座等
２０１７年
６月

84
H29年度　すてき・さんかく塾（２）
幸せの時間活用講座

【DVD】
目指せ！時間上手な素敵ママ
～きっと見つかるあなたの時間～

講座等
２０１７年７
月

85
STOP DV!（配偶者からの暴力）
～ひとりで悩まないで～

１０分
【DVD】

配偶者からの暴力 暴力
２０１２年
岡山県男女共
同参画

86
ＤＶ被害者支援
～その思いを受け止めてつない
でいくために～

２７分
【DVD】

（職員研修用） 暴力
２０１２年
岡山県男女共
同参画

87
みんなイキイキ
男女が共に輝く”おかやま”

２２分
【DVD】

岡山県
ウィズセンター

88
社会福祉施設等における人権
私たちの声が聴こえますか

３０分
【DVD】

近年、高齢化が急速に進行する中で、社会福祉施
等の入所者に対する身体的・心理的虐待等が表面
化し、大きな社会問題となっています。
本作品は、女優の渡辺美佐子による「ひとり芝居」
（施設職員編・入所者編）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
のインタビューや、人権意識を高める取組として実際
に施設内で行われた人権啓発活動の紹介等「どん
な行為が入所者の人権を侵害する行為に当たるの
か」ということが自然に理解されるような構成になっ
ており、施設の運営に人権の観点が不可欠であるこ
とを強調しています。

人権
２００７年
法務省

89
障害のある人と人権
誰もが住みやすい社会をつくるため
に

３２分
【DVD】

障害のある人もない人も誰もが住みやすい社会をつ
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」について考えていきます。

人権
２０１８年
法務省



2022/3/23現在

№ 作品名 時間 内容 分類 制作

てらすセンターDVDライブラリー

90
企業と人権
職場からつくる人権尊重社会

４０分
【DVD】

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。

人権
２０１７年
法務省

91
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～

３５分
【DVD】

世界には、性別や人種、皮膚の色の異なる人々、大
人や子ども、障害のある人など、一人ひとり違いを
持ったたくさんの人たちが暮らしています。すべての
人々の人権が尊重され、相互に共存し得る、平和で
豊かな社会を実現するためには、私たち一人ひとり
が人権に対する理解を深め、相手の違いを認めつ
つ、同じ一人の人間として相互に尊重し合うことが必
要です。

人権
法務省

92
あの夏の日私たちは・・・
～語り継ぐ原爆被爆者たちの声

３２分
【DVD】

被爆者が語るヒロシマ 平和

93 学ぼうヒロシマ
７６分
【DVD】

被爆者が記憶を受け継ぐ 平和
２０１４年
中国新聞社

94 ピカドンの恐ろしさを体験して
３８分
【DVD】

土屋圭示さんが語る朗読 平和 ２０１５年

95 サダコの鶴～地球をつなぐ～ 【DVD】

原爆の影響の白血病でなくなった折り鶴の少女サダ
コが現代に蘇り、福島の少年と、沖縄、国会前、アメ
リカ、イラクを旅し、武力ではなく対話でつくる平和な
未来について考え、行動する映画です。

平和

96
外国と人権
～違いを認め、共に生きる

３３分
【DVD】

このＤＶＤは、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
かを考えるものです。外国人に対する偏見や差別を
なくし、皆が住みよい社会を築くために私たちにどの
ようなことが問われているのか学びます。

人権
２０１６年
法務省
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分類番号 著者

いー1 昭和女子大学女性文化研究所

いー2 中村英一

いー3 碓井　巧

いー4 ベアテ・シロタ・ゴードン

いー5 岡山県消費者センター

いー6 向井万起男

いー7 松村智弘

いー8 村上信夫

いー9 土屋圭示

いー10 佐々木正美

いー11 佐々木正美

いー12 （財）横浜市女性協会

いー13 レオ・バスカーリア

いー14
岡本香代子　　　　　
港野恵美

いー15 山本博意

いー16 鹿島　敬

いー17 鎌田　實

いー18

いー19 笠岡市水道局

いー20
笠岡市　
笠岡商工会議所

いー21 女性の家HELP

いー22 ウィメンズネット・こうべ

いー23 （財）横浜市女性協会

いー24
独立行政法人　　　
国立女性教育会館

いー25 有斐閣

いー26 山陽新聞社

　　　　　　　図　　　書    （ 書籍 ）       　    

書籍名

輝く女性たち　光葉の三五名

老いと暮らしの実用百科

地方紙記者の目

1945年のクリスマス

くらしの豆知識

女房が宇宙を飛んだ

あした天気になあれ

おやじの腕まくり

瀬戸内のカブトガニ

「お母さんがすき、自分がすき」と言える子に

いい人間関係ができる子に育てたい

女性施設ジャーナル

葉っぱのフレディ　－いのちの旅ー

若さと健康をつくるウォーキング

ニキビ・ニキビ跡の完全治療マニュアル

男と女　変わる力学　－家庭・企業・社会ー

がんばらない

笠岡市史　　第二巻

笠岡市水道の歩みⅡ

笠岡商工名鑑

希望の光をいつもかかげて　

女たちが語る　阪神・淡路大震災（２冊）

女性問題キーワード

キャリア形成に生涯学習をいかした女性たち

女性学教育／学習　　ハンドブック　ジェンダー・フリーな社会をめざして

岡山の女性と暮らし　　　「戦前・戦中」の歩み



2

分類番号 著者

　　　　　　　図　　　書    （ 書籍 ）       　    

書籍名

いー27 山陽新聞社

いー28 大蔵省印刷局

いー29 ドメス出版

いー30 三重県人権センター

いー31 世界連邦全国婦人協議会

いー32 独立行政法人国立女性教育会館

いー33 独立行政法人国立女性教育会館

いー34 土屋　圭示

いー35 独立行政法人国立女性教育会館

いー36 独立行政法人国立女性教育会館

 いー37  笠岡市原爆被爆者会

いー38 独立行政法人国立女性教育会館

いー39 紺野朝子

いー40 炭谷　茂

 いー41  （社）部落解放・人権研究所

いー42 日本女性学会ジェンダー研究会

いー43 日本ＤＶ防止・情報センター

いー44
NPO法人かながわ女のスペースみ
ずら

いー45 ユニベール財団

いー46 ピースウォール実行委員会

いー47 大和書房

いー48
独立行政法人国立女性教育会館　
ぎょうせい

いー49 ぎょうせい

いー50 イデアフォー

いー51
特定非営利活動法人
全国女性会館虚偽会

いー52 こども未来財団

岡山の女性と暮らし　　　「戦後」の歩み

男女共同参画白書１２

キャリアを拓く　　女性研究者の歩み

森の棘　花の記憶（３冊）

女性たちが歩む　平和への道しるべ（２冊）

研究ジャーナル　ＶｏＬ。１１

交流・協力協定締結記念シンポジウム報告書

ピカドンの恐ろしさを体験して（２冊）

研究ジャーナル　ＶｏＬ。１０

研究ジャーナル　ＶｏＬ。１2

 被爆者生存誌　（生きている間に核兵器の廃絶を願って）
次世代育成と公民館
　━これからの家庭教育・子育て支援をするために━

ネコと裁判官

私の人権行政論

 お となの学び　　 人権研修リーダーのために

男女共同参画／ジェンダーフリー・バッシング　　　　　　　　　バックラッ
シュへの徹底反論

デートＤＶってなに？Ｑ＆Ａ　理解・支援・解決のために

シェルターから考える　ドメスティック・バイオレンス　　　　　　
被害女性と子どもの自立支援のために　

災害で活きた　心を支えるシニア･ボランティア

Peacewall    平和の壁

加藤シヅエ１０４歳の人生

男女共同参画統計データブック2009（日本の女性と男性）

女性のための法律相談ガイド

乳がん治療・日本の医療　イデアフォー講演録２　1999～2007

パソコン講座ガイドブック

はたら区カエル野の仲間たち
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分類番号 著者

　　　　　　　図　　　書    （ 書籍 ）       　    

書籍名

 いー53
 威徳寺住職
 長田曉一

いー54 松井やより

いー55 こども未来財団

いー56
独立行政法人
国立女性教育会館

いー57 岡山県

いー58 作画　南一平

いー59 小野山　博子

いー60 小見山　洋子

いー61
北九州市立女性センター”ムー
ブ”

いー62 リベルタ出版

いー63 こやま　峰子

いー64 金子みすず

いー65

いー66

いー67
独立行政法人
国立女性教育会館

いー68 ヒューマン・リーグ

いー69 木馬書館

いー70 木村　栄

いー71
箱崎　幸恵：文
せき　あやこ：絵

いー72 （財）21世紀職業財団

いー73 日本赤十字社

いー74
DV法を改正しよう全国ネットワー
ク

いー75
DV法を改正しよう全国ネットワー
ク

いー76
DV法を改正しよう全国ネットワー
ク

いー77 画・文　緒方俊平

いー78 アジア女性センター

 ちょっといい話を＜７＞

グローバル化と女性への暴力

はたら区カエル野の仲間たち

研究ジャーナル　　Vol。13

岡山県男女共同参画社会に関する県民意識調査報告書

内山完造の生涯

原爆記

家族からはじめる豊かな社会

女性差別撤廃条約〔名訳コンクール入選作品集〕

メディア・リテラシー　入門編

平和の鐘

金子みすず童謡集

ハートフルかるた

ハートフルかるた

研究ジャーナル　　Vol。1４

女性のためのカウンセリング情報　’96～’97

女たちが語る阪神大震災

女が年齢を愉しむとき

生きづらさから自由になる　気持ちのキセキ

女性労働の分析2009年～景気後退化での女性労働者～

災害時のこころのケア

女性たちが変えたDV法

女性たちが変えたDV法

女性たちが変えたDV法

わすれていてごめんね　ー夾竹桃物語ー

女たちの21世紀　2008.6（ｼﾞｪﾝﾀﾞｰから見る住まい・居住権）
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分類番号 著者

　　　　　　　図　　　書    （ 書籍 ）       　    

書籍名

いー79 アジア女性センター

いー80 コスモ石油株式会社

いー81
（財）日本キリスト教婦人矯風会
女性の家　ＨＥＬＰ

いー82
独立行政法人
国立女性教育会館

いー83 木山　捷平

いー84 女性人権機構

いー85 （社）部落解放・人権研究所

いー86 ウィメンズネット・こうべ

いー87 船橋　邦子

いー88
阿久澤　麻里子
金子　匡良

いー89
笠岡市男女共同参画推進セン
ター

いー90
笠岡市男女共同参画推進セン
ター

いー91 金子みすず童謡絵本

いー92
独立行政法人
国立女性教育会館

いー93
笠岡市男女共同参画推進セン
ター

いー94 大石　泉

いー95
独立行政法人
国立女性教育会館

いー96
独立行政法人
国立女性教育会館

いー97
独立行政法人
国立女性教育会館

いー98
川邊　暁美

いー99
村上　進通

いー100
夏川　草介

いー101
「おかんメール」制作委員会編

いー102
「おかんメール」制作委員会編

いー103
「おかんメール」制作委員会編

いー104
石原　加受子

女たちの21世紀　2009.９（エイジングなんてこわくない？「老い」と
フェミニズム）
パパとキッズのアートプログラム　
世界でたった一つの絵本
「シェルターにおける子どもの虐待からの回復に関する調査研
究」報告書

NWEC実践研究　第1号〈女性人材育成〉

余光

2009年報告　女性と貧困の撲滅
学びから始まる私たちの人権
多様な場面における人権教育・啓発の推進に向けて

被災地における性暴力　～防止と対応のためのマニュアル～

知っていますか？ジェンダーと人権　一問一答　第2版

人権ってなに？　Ｑ＆Ａ

平成21年度　男女共同参画講座集

平成22年度　男女共同参画講座集

ほしとたんぽぽ

ＮＷＥＣ実践研究　第２号〈複合キャリア〉

平成23年度　男女共同参画講座集

女性のためのマンション選びとお金の本

NWEC　実践研究
女性に対する暴力のない社会の構築に向けて
平成２４年度NWBC国際シンポジウム

↑英語版

「声」「言葉」で心に響くプロの話し方

吉備国　「農」の風景ー生命産業・人間産業讃歌

神様のカルテ

おかんメール１

おかんメール２

おかんメール３

妻が抱える「夫のストレス」
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分類番号 著者

　　　　　　　図　　　書    （ 書籍 ）       　    

書籍名

いー105
夏川　草介

いー106
夏川　草介

 いー107
 岡山県部落解放運動連合会

 いー108
 岡山県部落解放運動連合会

いー109
笠岡の女性美をつくる会

いー110
一般社団法人地域活性化センター
一般社団法人移住・交流推進機構

いー111
実業之日本社

いー112
実業之日本社

いー113
実業之日本社

いー114
樹林舎

いー115
山口　のり子

いー116
ＮＨＫスペシャル取材班

いー117 大塚　茂樹

いー118 峠　三吉

いー119
（公益財団法人）
せんだい男女共同参画財団

いー120
（社団法人）
日本戦災遺族会

いー121
部落解放・人権政策
確立要求中央実行委員会

いー122 藤田　正

いー123
全国障害者解放運動連絡会議関西
ブロック編

いー124
「知っていますか？高齢化社会と人権一問一答」編
集委員会編

いー125
（一般社団法人）
若草プロジェクト

いー126 田中寿美子さんの足跡をたどる会

いー127 田中寿美子さんの足跡をたどる会

いー128 全国女性会館協議会

いー129 女性問題図書総目録刊行会

いー130 日本ＤＶ防止・情報センター編

神様のカルテ２

神様のカルテ３

 戦 後岡山県部落解放運動方針 書 　上巻

 戦 後岡山県部落解放運動方針 書 　下巻

たくましく　しなやかに

地域おこし協力隊
日本を元気にする６０人の挑戦

エール１

エール２

エール３

井原・笠岡・浅口今昔写真集

DVあなた自身を抱きしめて
アメリカの被害者・加害者プログラム

原爆死の真実　きのこ雲の下で起きていたこと

まどうてくれ　藤居平一・被爆者と生きる

原爆詩集

よりよく生き延びる－3・11と男女共同参画センター
まんが子ども太平洋戦争物語

焼けあとに眠る約束の絵　横浜大空襲日記

2007年度版　全国のあいつぐ差別事件

竹田の子守唄　名曲に隠された真実（ＣＤつき）

知っていますか？障害児問題　一問一答

知っていますか？高齢化社会と人権　一問一答（２冊）
少女　若年女性を支援する人のためのハンドブック　
若草プロジェクト支援マニュアル

田中寿美子の足跡　20世紀を駆け抜けたフェミニスト

記録集　田中寿美子の足跡に学ぶ
ー女性と政治のこれまで、これから
男性のための男女共同参画事業等についての調査
主に男性を対象とした講座　事例集

「くらし・ジェンダー・女性」図書総目録　2018－2019
知っていますか？ドメスティック・バイオレンス　夫・恋人からの暴力
一問一答
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　　　　　　　図　　　書    （ 書籍 ）       　    

書籍名

いー131 石井　朝子

いー132
ドメスティック・バイオレンス国際比
較研究会

いー133 ＤＶ法を改正しよう全国ネットワーク

いー134
岡山弁護士会
岡山遺言・相続センター編

いー135
独立行政法人
国立女性教育会館

いー136
独立行政法人
国立女性教育会館

いー137
独立行政法人
国立女性教育会館

いー138
独立行政法人
国立女性教育会館

いー139
独立行政法人
国立女性教育会館

いー140 深江　誠子

いー141 石井　恵子

いー142 ヨグマタ　相川　圭子

いー143 ヨグマタ　相川　圭子

いー144 京都部落問題研究資料センター

いー145 深江　誠子

いー146 解放新聞社　徳島支局

いー147
武者小路公秀・鈴木美恵子・友
永健三

いー148 加藤　敏明

いー149 横田　耕一

いー150
平川洋児・作
目黒やすし・画

いー151
平川洋児・作
目黒やすし・画

いー152 大阪市人権啓発推進協議会

いー153 大阪市人権啓発推進協議会

いー154 大阪市人権啓発推進協議会

いー155 大阪市人権啓発推進協議会

いー156 大阪市人権啓発推進協議会

よくわかるＤＶ被害者への理解と支援　
対応の基本から法制度まで現場で役立つガイドライン

夫・恋人からの暴力　国境のない問題・日本と各国のとりくみ

女性たちが変えたＤＶ法

【改定版】遺言・相続　Q&A

NWEC実践研究　第４号〈女性リーダー〉

NWEC実践研究　第５号〈大学における男女共同参画の推進〉

NWEC実践研究　第６号〈女性のエンパワーメント〉

NWEC実践研究　第７号〈女性の初期キャリア〉

NWEC実践研究　第９号〈ジェンダーに基づく暴力〉

わたしの性ってなんだろう－もっとステキに恋をしようよ－

ジェンダーフリーな住まいを創る

思った以上の人生は、すぐそこで待っている

あなたは答えを知っている
二〇〇七年度部落史連続講座　講演録
京都の被差別部落と仕事

「家族すること」からの自由
新しい意識にめざめた人達の記録
四国からのいぶき　人権文化の礎（いしずえ）

国連と人権NGO－反差別国際運動とは？－

自分らしく学ぶ　啓発新時代

アメリカの平等雇用　アファーマティブ・アクション

笑顔の教育学１

笑顔の教育学２
演劇ストーリー入選作品集②

一緒に過ごした三週間
演劇ストーリー入選作品集③

とまどいの新居
演劇ストーリー入選作品集④

お弁当の味は、いかが？
演劇ストーリー入選作品集⑤

舞台（ステージ）
演劇ストーリー入選作品集⑥

あんたらヤメときや！
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いー157 大阪市人権啓発推進協議会

いー158 大阪市人権啓発推進協議会

いー159 大阪市人権啓発推進協議会

いー160 笠岡市拓友会

いー161 笠岡市遺族連合会

いー162 柴田　久美子

いー163 藤　和彦

いー164 藤　和彦

いー165
独立行政法人
国立女性教育会館

いー166

いー167

いー168

いー169

いー170

いー171

いー172

いー173

いー174

いー175

いー176

いー177

いー178

いー179

いー180

いー181

いー182

演劇ストーリー入選作品集⑦

花が、おがった。
演劇ストーリー入選作品集⑧

チマ・チョゴリの祈り
演劇ストーリー入選作品集⑨

あした・きらりん
戦後７５年記念　あぁ満州　岡山県唯一の分村
浩良大島開拓団の記録

終戦７５周年記念誌　ふるさと

私は、看取り士

人は生まれ変わる 縄文の心でアフター・コロナを生きる

日本発 母性資本主義のすすめ 多死社会での「望ましい死に方」
NWEC実践研究　第１２号
〈ウィズコロナ・ポストコロナ時代のジェンダー平等〉


