
鳥取市　人権啓発ビデオ～同和問題～

背番号 ビデオタイトル ビデオの分類 時間 制作年 備考 内容

Ａ４０ 芽吹き ＤＶＤ ４２分
平成　７

（１９９５）年

字幕
ちらし
アニメ

人権を尊重し、差別のない社会を実現していくには「自分のうち
なる声を聞く」ことが大切です。社会の習慣や価値観は、外から
作られた権威であり、それが自分を束縛し、判断を狂わせてしま
うことがあります。

Ａ１１６
母娘（おやこ）で問うた部落差別
～坂田かおり・愛梨･瑠梨～

ＤＶＤ ３０分
平成２２

（２０１０）年 ちらし

鳥取県米子市を拠点に西日本で幅広く活動する坂田かおりさ
ん。愛梨さん瑠梨さんとの母娘講演が今、大きな反響を呼んで
いる。
実体験を下に、部落差別をはじめあらゆる差別にＮｏ！を。

Ａ１１７
私の中の差別意識
～部落差別問題から考える～

ＤＶＤ ２４分
平成２２

（２０１０）年
字幕
ちらし

あからさまな部落差別は影を潜めましたが、まだまだ結婚差別
や就職差別などは残っているのが現状です。この作品では、ド
キュメンタリーを通し、差別された人々の心の痛みを伝えつつ、
どうすれば差別がなくなるのか考えるきっかけを提供します。

Ａ１１８
ドラゴン流“人権とダンス”
～松本柳子～

ＤＶＤ ３０分
平成２３

（２０１１）年
字幕
ちらし

京都市内の部落で生まれ育ったドラゴン先生。 父の遺言「優秀」
＝「人の憂いに寄り添う」を実践して３０年。８年前から育成学級
を担当。

Ａ１１９ 東山文化を支えた「差別された人々」 ＤＶＤ １６分
平成２６

（２０１４）年 ちらし

人権を侵害されてきた人々について、私たちは「マイナスイメー
ジ」でとらえがちです。しかし、世界遺産である銀閣寺や龍安寺
の園庭などをつくったのは、じつは「河原者」であったという事実
は、こうした歴史的イメージをまったく逆転させました。では、偉
大な芸術家であった河原者が、なぜ差別されたのでしょうか。こ
のＤＶＤでは「河原者は差別をうけていたにもかかわらず偉大な
芸術家になった」という事実を、丁寧に描きました。

A１２０ 江戸時代の身分制度と差別された人々 ＤＶＤ １５分
平成２６

(２０１４)年 ちらし

このDVDでは、中世に始まったすべての身分が、居住地や税
制、戸籍などで身分を固定され、江戸時代に「制度化」されたこと
を、分かりやすく解説し、すでに間違いと分かり教科書から消え
た「士農工商えた非人」の図式に代え、積極的に新しい図式を提
示しました。
また、部落差別の学習を通して、「イジメ」の問題を考えること
や、中学生以上版では「非人」の存在を現代の「ホームレスの
方々の人権」と関連させ発展的に学習できる工夫を加え、江戸
時代の身分制度が決して現在の社会問題と無関係ではないこと
を示唆しています。
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鳥取市　人権啓発ビデオ～同和問題～

背番号 ビデオタイトル ビデオの分類 時間 制作年 備考 内容

A１２１ あなたに伝えたいこと ＤＶＤ ３６分
平成２６

(２０１４)年

字幕
副音声
ちらし

活用ガイ
ド

この作品のテーマは「インターネット時代における同和問題」で
す。
この物語の主人公は、ごく普通の若い女性です。物語が進む中
で、彼女は、自分の祖母や母が同和問題でつらい思いをしてき
たことを知ります。彼女の結婚話を中心に、恋人や友人、家族な
どと関わりを通して、ネット上の情報だけではなく、実際に人とふ
れあう中でお互いを正しく知り合うことが、同和問題やすべての
差別をなくしていくために重要であることを、明るい希望とともに
伝えます。

A１２２

人権アーカイブ・シリーズ
①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）
②同和問題　未来に向けて
　（一般向け）

ＤＶＤ
①６１分
②１９分

平成２６
（２０１４）年

字幕
副音声
証言集
活用の
手引

この教材は、我が国固有の人権問題である同和問題に焦点を
当て、国や地方公共団体、企業等の様々な団体における人権教
育・啓発に携わる職員等が身につけておくべき同和問題に関す
る歴史的経緯、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。

Ａ１２３
シリーズ映像でみる人権の歴史
第3巻～近代医学の基礎を築いた人々

ＤＶＤ １７分
平成２７

（２０１５）年
解説書
ちらし

江戸中期に山脇東洋が日本初の医学解剖を実施。その１7年
後、杉田玄白は、手に『ターヘル・アナトミア』という洋書を持って
解剖を見学。その解剖書を苦労して翻訳し『解体新書』と名づけ
世に出した。しかし、そのとき実際に臓器を解剖して見せたの
は、当時「機多」と呼ばれ、差別されてきた人々であった。部落の
人々は、動物などの死体を処理する仕事を続けてきた結果、人
と動物の内臓を熟知していた。このDVDでは、大切な命と向き合
い、生きてきた人々の知識と技術に敬意を払う2人の医師の姿
があったことを、貴重な原書などを取材し描いている。

Ａ１２４
シリーズ映像でみる人権の歴史
第4巻～明治維新と賤民廃止令

ＤＶＤ １８分
平成２７

（２０１５）年
解説書
ちらし

部落問題には「迷信」がいくつもある。明治4年に政府の出した
「解放」もその一つ。しかし、その原文には「布告」とあるだけで
「解放」の文字はどこにもない。「解放令」と呼ばれるようになるの
は50年後のことであった。部落差別を撤廃する本格的な動き
は、長州藩で身分を超えた軍隊・奇兵隊がつくられ、幕府との戦
いで大活躍をしたことに始まる。しかし幕府が倒されると、人々
は明治政府に裏切られ、そうした流れの中で「賤民廃止令」が出
された。
このDVDでは最新の研究をもとに、明治政府が、差別をなくすた
めでなく地租改正により税を取る目的で「賤民廃止令」を出したこ
と、壬申戸籍に差別的な記載をすることを政府自身が許可したこ
となどを、公文書をもとに丁寧に描き、近代社会においても「部
落差別」が存続した構造を浮かび上がらせている。
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鳥取市　人権啓発ビデオ～同和問題～

背番号 ビデオタイトル ビデオの分類 時間 制作年 備考 内容

Ａ１２５ 「夫婦で差別と闘います！」-石井眞澄・千晶 ＤＶＤ ３０分
平成２２

（２０１０）年
字幕

琵琶湖の辺、結婚３年目の石井夫妻。部落出身の妻と部落外の
夫は結婚差別を契機に講演活動を始めた。異なる立場からの夫
婦講演が差別の実態を重層的に暴いていく。

Ａ１２６
紡ぎだす未来
～共に生きる～

ＤＶＤ ３５分
平成１９

（２００７）年
ちらし
解説書

差別はすぐには無くならないかもしれない。でも、一人ひとりが考
えることで変えられる未来は、きっと、ある。

Ａ１２７ 渋染一揆 ＤＶＤ １５分
平成２９

（２０１７）年
解説書
チラシ

江戸時代も末期を迎えると幕府や藩の財政は苦しくなり、経済の
引き締めが相次いで行われました。岡山藩では、庶民に出した
倹約令を徹底するため、被差別身分の人々に、「柄のない渋染
めか藍染め以外の着物の着用を許さない」というさらに厳しい御
触れを出します。あからさまなこの「分け隔て」の「差別」を認める
わけにはいかないと、藩内53ヶ村の人々は、のちに「渋染一揆」
と呼ばれる大規模な抵抗運動を起こしました。このＤＶＤでは、地
元の方々の協力をを得て現地を取材し、原典資料を詳細に分析
し、この渋染一揆の経過を丁寧に追いかけました。人としての尊
厳をかけ、社会情勢を見抜き、知恵と力を合わせて闘った人々
から、いま学ぶべきことは何かを問いかけます。

Ａ１２８ 日本国憲法と部落差別 ＤＶＤ １５分
平成２９

（２０１７）年
解説書
チラシ

第二次世界大戦が終結し、アジア諸国を侵略していた日本は敗
戦国として、アメリカやイギリスなどの連合国の占領下におかれ
ました。進駐したＧＨＱはは、民主主義や人権を認めていなかっ
た「大日本帝国憲法」が廃止され、新たな憲法が制定されること
を期待しましたが、日本側の作業が進まないために原案を提示
しました。このＤＶＤでは、どのような経過を経て憲法が制定され
たのかを検証し、平和の基礎となる人権尊重の精神がどのよう
にして憲法に書き込まれたか、とくに第１４条の条文をめぐる議
論に注目し、ここに「部落差別の禁止」が明確に記載されたこと
も明らかにしました。だれひとりとして「差別されない」と明記され
た「日本国憲法」こそが、真の「解放令」であることを伝え、「差別
を黙って見過ごしてはならない」ことを、いま改めて憲法の意義と
ともに問いかけます。

Ａ１２９
紡ぎだす未来
～共に生きる～

ＤＶＤ ３５分
平成１９

（２００７）年
ちらし
解説書

差別はすぐには無くならないかもしれない。でも、一人ひとりが考
えることで変えられる未来は、きっと、ある。

Ａ１３０
ありのまま生きる
～坂田愛梨･瑠梨～

ＤＶＤ ２４分
平成２９

（２０１７）年 字幕

愛梨（２５）・瑠梨（２４）、７年ぶり２度目の登場。母から受け継い
だ「ありのままに生きる覚悟」。就職・結婚・出産を経た今、伝え
るべきことは？仲間、つながり・・・部落問題をはじめとする人権
問題を考えることが「生きる力」を育んだ。
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鳥取市　人権啓発ビデオ～同和問題～

背番号 ビデオタイトル ビデオの分類 時間 制作年 備考 内容

Ａ１３１
ともに生きる私たちの未来～『部落差別解消推進法』が
めざすもの～

ＤＶＤ ３８分
平成２９

（２０１７）年

字幕
ミニ解説

書

この作品では、「部落差別解消推進法」ができた背景の現実社
会とネット上で起きている新たな差別実態を明らかにする一方
で、被差別部落にルーツを持つことに誇りと自信を持って活動す
る若者たちを紹介しています。この二つの視点から、ネット社会
の中で新たな局面を迎えている「部落問題」について考え、「とも
に生きる社会」をどう実現していくのか、私たち一人ひとりに問い
かけていきます。

Ａ２３８ 映像で学ぶ　部落差別解消推進法 ＤＶＤ ４５分
平成３１

（２０１９）年

「部落差別の解消の推進に関する法律」をテーマに、部落差別
の現在、法的意義と活用方法、私たちの役割について分かりや
すく三部構成にしました。
①「部落差別解消推進法」の制定と部落差別の現在
②「部落差別解消推進法」の法的定義と活用方法
③「部落差別解消推進法」の条例化と私たちの役割

Ａ２３９
部落の心を伝えたいシリーズ　ネット差別を許すな！～
川口泰司～

ＤＶＤ ２８分
平成３１

（２０１９）年
字幕
ちらし

形を変えた部落差別
ネット上で部落/部落出身者が晒される。無法地帯化するネット
上の差別の現実を、差別ハガキを送られた当事者自らが語る。

「寝た子」はネットで起こされる
無知・無理解・無関心な人ほど危ない！ネット社会の危険性と構
造を解き明かし、行政、企業、個人でのネット対策を提起。

ビーカーの泥
人間の心の奥底にある偏見、差別。「ビーカーの底に沈殿した
泥」に例え取り除く人権教育の必要性を訴える。

Ａ２４０ 今そこにいる人と、しっかり出会う　-　同和問題　- ＤＶＤ ２４分
令和２

（２０２０）年

字幕・副
音声版
チラシ

同和問題はわが国固有の人権問題であり、日本の長い歴史の
発展の中で形作られた身分差別によって、形成されたものです。
生まれた場所や住んでいる場所だけで偏見を持たれ、差別され
るという理不尽な差別といえます。いま、現代社会でもさまざな
差別の問題が起こっています。
本作では、同和問題について理解を深めていただくと同時に、同
和問題をモチーフに、人と人がしっかり出会い、差別とどう向き
合っていくかのヒントになる作品となるよう、ドラマ形式で描いて
います。

Ａ２４２ 部落の心を伝えたいシリーズ　１２年後の決断 ＤＶＤ ２８分
令和３

（２０２１）年
字幕

チラシ

「これまで部落差別体験は４度あります。２１歳のときの話は必
ずします。今の私があるのは、その体験があったからです」
二人のこどもに部落についてどう伝えるべきか、母としての不
安、揺れ動く気持ちを赤裸々に語る。心を蝕むリアルな部落差別
がここにある。
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