人権啓発ＤＶＤ作品（令和２年度整備）
岡山県教育庁人権教育課

形態

DVD

( D0597-1 )

DVD
( D0597-2 )

DVD
( D0598-1 )

DVD
( D0598-2 )

DVD

( D0599 )

DVD
( D0600 )

DVD

( D0601 )

DVD

作品名（企画・制作）
いじめ 心の声に気づく力
（小学生向け）

人権課題等 時間

子ども

子どもたちがドラマに登場するいじめの被害者・加
害者・傍観者の立場に自分を置き換えて視聴する
ことで、いじめ行為を受けたクラスメイトの本当の気
19分
持ちに気づく力を養い、いじめの傍観者にならず、
解決のために何か行動しようとする意識を持つこと
をねらいとしています。

子ども

いじめの傍観者だった主人公が葛藤し、仲間と一
緒にいじめの被害者を救っていこうとするストーリー
19分
を通して、いじめ解決のために一歩ふみ出すことの
大切さを伝えます。

○東映（株）
いじめ 一歩ふみ出す勇気
（中学生向け）
○東映（株）
情報モラルを身につけよう！
小学生のスマホの安全な使い方教室
1巻 自分も相手も傷つけないために
○東映（株）
情報モラルを身につけよう！
小学生のスマホの安全な使い方教室
２巻 危険な目にあわないために
○東映（株）

ＳＴＯＰ！デートＤＶ

スマホを利用してトラブルに巻き込まれる小学生の
インターネット
事例を3つのドラマで描き、子供たちに安全で正し
による人権侵
21分 いスマホの使い方をわかりやすく解説します。
害、
①スマホのマナー ②会って大丈夫？ ③相手の事
子ども
情 考えてる？
スマホを利用してトラブルに巻き込まれる小学生の
インターネット
事例を3つのドラマで描き、子供たちに安全で正し
による人権侵 18分 いスマホの使い方をわかりやすく解説します。
害
①課金して大丈夫？ ②ネットの詐欺 知ってる？ ③
ネット依存の恐怖

女性

現在、10代のカップルのおよそ３組に１組の割合で
デートDVが起こっていると言われています。この作
品は、若者間で起こるデートDVを、①精神的暴力・
22分 経済的暴力、②身体的暴力、③性的暴力 の3つに
ついてドラマ化したものをもとに、解説パートでデー
トDVが起こった時にどうすればよいかについて理
解を深める構成となっています。

高齢者

敦賀市で開催された「小中学生の認知症サポー
ター作文コンテスト」で最優秀作品に選ばれた作
文を脚色し、ドラマ化したものです。認知症患者、そ
33分
の家族、そして彼らを取り巻く地域社会、一人ひとり
が安心して暮らしていくためにできる工夫とは何か
を示唆しています。

○（株）ドラコ
「やさしく」の意味
－おばあちゃんは認知症だった－
○映学社

サラ―マット ～あなたの言葉で～

○東映（株）
ＬＧＢＴシリーズ トランスジェンダー
～未悠・彩・歩夢～

主人公・珠美は、新しく職場に来たフィリピン人のミ
ランダに対し、最初は様々な「違い」を「壁」だと捉
外国人、高齢
え、面倒な存在だと感じてしまいますが、対立や交
者、インター
36分 流を通して新たな視点に気づかされていきます。異
ネットによる
なる文化の人たちを、共に未来をつくる新しい存在
人権侵害
として尊重し、互いに高め合っていくような多文化
共生社会の実現をめざす人権啓発ドラマです。

性的少数者

( D0602 ) ○風楽創作事務所・フルーク映像（株）

DVD
( D0603 )

知りたいあなたのこと
外見からはわからない障害・病気を抱える 障害のある
人、患者等
人
○東映（株）

内容

本作品は、我々の隣で普通に暮らすトランスジェン
ダーたちの真の姿やそれぞれの家族や友人たちの
27分 思いを、未悠（アパレル会社）・彩（大学教員）・歩
夢（運送会社）の３人三様の本音トークとドキュメン
トの構成で描いています。
外見からはわからない障害や病気を抱える、２人の
難病患者さんとてんかん、発達障害をもつ大学生
21分 への取材を通じて、どんな場面で困っているのか、
どんな配慮が求められているのかを考えてゆく内
容です。

内容についてのご質問等は岡山県教育庁人権教育課までお願いします。TEL 086-226-7612

DVD
( D0604 )

DVD
( D0605 )

DVD

個性なの？障害なの？
～早く知っておきたい発達障害～
○映学社
共に生きる人権シリーズ
共に働くための合理的配慮
○（株）ドラコ
「部落の心を伝えたい」ビデオシリーズ
番外編「恥ずかしい」のはどっちだ
差別する側・される側 ～江嶋修作～

現在「ASD（自閉スペクトラム症）」「LD（学習障
害）」「ADHD（注意欠陥・多動性障害）」の3つに
障害のある
18分 分類されている基本的な発達障害の特徴、症状を
人
知ってもらうと共に、その上で、そうした状態を表す
のには、それぞれ理由があることを説明します。
障害のある方にとっての合理的配慮とは何か？障
害のある方自身の言葉を通して、紙面などでは伝
障害のある
わらない合理的配慮のありかたを考えていきます。
24分
人
そして障害者雇用に積極的に取り組んでいる企業
の合理的配慮の実践例を見ていくことで、合理的
配慮の考え方や進め方の参考となる内容です。

同和問題

( D0606 ) ○風楽創作事務所・フルーク映像（株）

DVD
( D0607 )

DVD
( D0608-1 )

公正な採用選考が企業にもたらすもの
○東映（株）

社会学者の江嶋修作（77）は、40年に亘り同和教
育の変革を訴え続け、意識革命の端緒を開くととも
に、多くの青年たちも育ててきました。今、江嶋が提
27分
唱するのは「人権 テイク・ルート（根を張る）」。部
落差別解消推進法の施行後の今、新しい解放教
育について考えます。

公正な採用選考の意義や、公正さをいかに守って
同和問題、外
いくかなどについて、具体的な就職差別の事例を
25分
国人
盛り込みながら、企業の採用担当者の目線でわか
りやすく描いています。

ある会社の管理職の身の回りで起こる多様な価値
が引き起こす出来事を通して、多様性とは、ある集
お互いを活かし合うための人権シリーズ① 女性、障害の
団が多様な人を受け入れるという認識ではなく、集
多様性入門
ある人、外国 27分
団に属する全ての個人がそれぞれに個性を持ち、
人
それぞれの違いをお互い認め、活かし合うことであ
ることを伝えます。
○東映（株）
自分にも、思い込みや偏見があるかもしれないこと

DVD
( D0608-2 )

DVD
( D0609-1 )

DVD

( D0609-2 )

お互いを活かし合うための人権シリーズ②
を自覚するのは重要です。そしてその先に互いのズ
ハラスメント・しない、させないための双方 女性、セクハ
レを修正していく双方向のコミュニケーションがハ
ラ、マタハラ、 26分
ラスメント防止にとって重要なポイントになるという
向コミュニケーション
パワハラ
視点のもと、ハラスメントの入り込む余地を与えな
い、新しいコミュニケーションの形を提案します。

○東映（株）
職場のハラスメント再点検
あなたの理解で大丈夫ですか？第１巻
パワーハラスメント編「そんなつもりではな パワハラ
かった」では済まされない
○（株）アスパクリエイト
職場のハラスメント再点検
あなたの理解で大丈夫ですか？第２巻
セクシュアルハラスメント編
決めるのはあなたではない
○（株）アスパクリエイト

職場のハラスメント行為の加害者は、ハラスメント
問題の本質の理解不足によってその行為に至りま
す。そうした人たちの理解促進のため、加害者の目
27分
線を取り入れた事例をドラマ仕立てで描きます。ま
た、被害者の訴えも見せることで、加害者との意識
の差を再確認することができる教材です。

職場のセクシュアルハラスメント行為の加害者は、
思い込みや偏見があることによってその行為に至り
女性、性的少
ます。そうした人たちの理解を促進し、自覚すること
数者、セクハ 25分 ができるように、加害者の目線を取り入れた事例を
ラ
ドラマ仕立てで描きます。また、被害者の訴えも見
せることで、加害者との意識の差を再確認すること
ができる教材です。

〈人権啓発ビデオおよびDVD作品借用について〉
■岡山県生涯学習センター（岡山市北区伊島町３丁目１－１）で借りることができます。
開所時間 火～土（9:00～21:00） 日・祝日（9:00～17:00）
休 所 日 月（祝日に当たるときを除く） 祝日の翌日（その日が祝日でない火曜日から金曜日までに当たるときに限る）
12月28日～翌年1月4日
利用方法 インターネットにて予約
※「ぱるネット岡山」にアクセス→団体情報を申請してＩＤ・パスワード取得→ログインして教材番号などで教材等を選択し予約

貸出期間 ７泊８日以内
費
用 貸出無料。宅配便の送料は利用者負担（貸出時は送料着払いで発送）
内容についてのご質問等は岡山県教育庁人権教育課までお願いします。TEL 086-226-7612

