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書架 閲覧スペース 検索・視聴覚ブース

2014（平成26）年12月発行

人権ライブラリーは、人権教育・啓発の総合的かつ効果的な推進のため、法務省の人権啓発の一環として
2000（平成12）年12月に、（公財）人権教育啓発推進センター内に開設されました。

人権ライブラリーは、「人権」をテーマとする図書・映像作品をはじめ、各種資料の収集・情報提供を行っています。
約15,000冊の図書、約1,500本のＤＶＤ・ＶＨＳのほか、展示パネル等の閲覧・貸出を行っているだけでなく、
視聴ブースやインターネット等が利用できる情報検索コーナーを用意しています。
また、多目的スペースや展示スペースを備え、人権研修、イベントの場としてもご利用いただけます。

このように、人権ライブラリーは、「人権」に関する総合的な資料･情報センターとして、人権について知りたい・学び
たい方、そして学校・企業や地域で人権教育・啓発活動を担う方をはじめとしたみんなのライブラリーです。

人権ライブラリー＊ご利用方法については、本紙 p2 または 人権ライブラリーホームページをご参照ください。

ごあいさつ

人権ライブラリーニュースレター Vol.１
（公財）人権教育啓発推進センター

＊人権ライブラリーニュースレターは、全国の地方公共団体等へ年2回無料にてお送りします。

法務省人権イメージキャラクター

〒105-0012　
東京都港区芝大門2-10-12  KDX芝大門ビル4F
TEL.03-5777-1919　FAX.03-5777-1954
e-mail library@jinken.or.jp
URL http://www.jinken-library.jp/
開館時間 9：30～ 17：30
　　　　　（土日、祝日、年末年始は休館）

公益財団法人 人権教育啓発推進センター

人権ライブラリー
みんなで築こう
人権の世紀

交 通 の ご あ ん な い

人KENあゆみちゃん人KENまもる君

啓発活動重点目標

人権ライブラリーは、法務省委託により
（公財）人権教育啓発推進センターが運営しています。

最寄駅
●JR山手線・京浜東北線「浜松町駅」
東京モノレール「モノレール浜松町駅」
（金杉橋口から徒歩7～8分）（北口から徒歩9～10分）
●都営地下鉄三田線「芝公園駅」（A3出口から徒歩3～4分）
●都営地下鉄大江戸線・浅草線「大門駅」（A3出口から徒歩4～5分）
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人権ライブラリー
KDX芝大門ビル4F

※ご来館の際の利用者用駐車場はありません。
　蔵書点検に伴う図書館業務停止

および年末年始の休館のお知らせ
下記の期間は、蔵書点検のため、返却を除くすべ
ての業務を停止します｡
蔵書点検期間：12月18日（木）～12月26日（金）
※資料の閲覧のみのご利用も不可となります。
※多目的スペースは通常通りご利用いただけます｡
 
年末年始の休館期間：12月27日（土）～1月4日（日）
※2015（平成27)年は1月5日（月）9：30から業務を再開
　します。

～考えよう  相手の気持ち
　　　育てよう  思いやりの心～

ご存知ですか？ 人権の専門図書館を
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・個別の人権課題について研修する中で活用。全体で60分
の講義において、5つの人権課題のうち、女性（セクハラ）に
ついてＤＶＤを活用。14分少 と々時間も長すぎず短すぎず集
中して視聴するのにはよかった。内容もとても分かりやすくまと
められており、受講者の反応は大変よかった。
・上司として注意すべきこと、やってはいけないことをわかりやすく
説明されており、研修に有効に活用させていただきました。

・「いじめをなくすために、今」：主人公がいじめを見ぬ振りしな
いで「いじめをやめよう」と言えたことが、勇気があると思った。
・「温かさを分け合って」：東日本大震災と福島の原発事故で、
埼玉へ転校して避難生活を送るのは大変だなと思った。ドラ
マのクラスメイトのように、私も温かい心で人と関わっていきたい。
・「リスペクトアザース」：家族や友人の考えや生き方の違いを認
め、尊重の気持ちで接するのは、身近な存在だけに難しいが、
大事なことだと思った。

企画･製作：法務省人権擁護局/（公財）人権教育啓発推進センター
監　　修：全国人権擁護委員連合会
制作協力：（株）毎日映画社
2010（平成22）年度

企画：法務省人権擁護局/（公財）人権教育啓発推進センター　
監修：全国人権擁護委員連合会
制作：（株）桜映画社
2013（平成25）年度

2014（平成26）年度上半期貸出ランキング（2014/04～2014/09）

▶利用者の声

1位 2位「セクハラ パワハラ えせ同和行為
  あなたの職場は大丈夫？」

「わたしたちの声 ３人の物語 
～『全国中学生人権作文コンテスト』入賞作品をもとに～」

人権ライブラリー所蔵人気映像作品のご紹介

1位

2位

3位

4位

国内外の人権関連図書、映像資料、全国の地方公共団体
が発行する啓発資料などを所蔵し、閲覧・貸出をしています。
図書・ビデオは、郵送等による貸出を行っていますので、遠
方の方もご利用いただけます。

収蔵資料の一例

初めて本やビデオを借りる場合は、「利用登録申請」をお願いします。
登録後、貸出申込書は、ファクス、Eメール、郵送にてお送りください。

▶貸出について

利用可能人数
●スクール型…約40名（机・椅子利用の場合）
●椅子のみ……最大で約100名

過去に行った展示例
●人権啓発パネル展
●カラーユニバーサルデザインってなあに？
色のバリアフリーを考える

●三陸復興  希望に向かって  震災からの歩み

▶こんなイベントにご利用いただけます。

▶こんな資料もあります！

『○○に関する全国大会』実行委員会
新入社員向け「セクハラ防止」研修会
手話サークル勉強会
いきいきシニア茶話会　など

▶こんなイベントを開催しています！

ライブラリー

少人数のグループ、団体、企業等の人権に関する学習会、研
修会や会議に、ご利用いただけます。（要予約） 

多目的スペース

人権ライブラリーホームページでは、人権のポータルサ
イトとして、さまざまな情報を発信しています。資料の
検索や新着資料の紹介のほか、イベントの案内をご覧に
なれます。
ご希望の方には、人権ライブラリーからの最新情報をお
知らせするメールマガジンをお届けしています。

インターネット

人権に関するパネル等の企画展示を行っています。当セン
ターや地方公共団体、企業、団体等が作成したパネルを紹
介しています。

展示スペース

紙芝居・絵本
●「ぼくのきもち　きみのきもち」
（平成25年度）
●「白い魚とサメの子」（平成22年度）
●「ぐらぐらもりのおばけ
じんけんまもるくんとあゆみちゃん」
（平成19年度）　ほか

多目的スペース

人権啓発パネル展

※営利目的、料金を徴収する催しや物品販売等でのご利用はできません。
※詳しくは、人権ライブラリー担当までお問い合わせください。

●図書資料 約15,000冊 5冊まで
●DVD 約400本 3本まで
●VHSビデオ 約1,100本 3本まで
●展示パネル 約20種類 1種類まで
●紙芝居 約7点 1点まで

所蔵資料 貸 出

展示パネル
●「知ってる!? ケータイやインターネットも
使い方ひとつで…」

●「東日本大震災－被災地の子どもたちからの
メッセージ」

●「人権マンガパネル」ほか

無料貸会議室

利用日時
●月～金曜日 9：30～17：30  ※事前申込制、最長19：30まで延長可 

●土曜日 9：30～16：30  ※事前申込制。延長不可

※利用時間は、準備・後片付けの時間を含めてお申し込みください。

予約
●利用日の3か月前～3日前  ※ライブラリーホームページで、予約状況をご確認いただけます。

備品 （無料）
●大型ディスプレイ（65インチ）  ●ビデオデッキ
●ブルーレイディスクプレーヤー（DVD再生可）  ●スピーカー・マイク等

開館日時
●月～金曜日　9：30～17：30（土日、祝日、年末年始は休館） 

貸出期間
●最長１か月以内（送料は利用者負担）

お問い合わせ先
TEL. 03-5777-1919　FAX. 03-5777-1954
e-mail  library@jinken.or.jp 人権ライブラリー

※ご希望に応じて、視察・修学旅行等もお受けしています。

URL
http://www.jinken-library.jp/

人権ライブラリーのご案内
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・個別の人権課題について研修する中で活用。全体で60分
の講義において、5つの人権課題のうち、女性（セクハラ）に
ついてＤＶＤを活用。14分少 と々時間も長すぎず短すぎず集
中して視聴するのにはよかった。内容もとても分かりやすくまと
められており、受講者の反応は大変よかった。
・上司として注意すべきこと、やってはいけないことをわかりやすく
説明されており、研修に有効に活用させていただきました。

・「いじめをなくすために、今」：主人公がいじめを見ぬ振りしな
いで「いじめをやめよう」と言えたことが、勇気があると思った。
・「温かさを分け合って」：東日本大震災と福島の原発事故で、
埼玉へ転校して避難生活を送るのは大変だなと思った。ドラ
マのクラスメイトのように、私も温かい心で人と関わっていきたい。
・「リスペクトアザース」：家族や友人の考えや生き方の違いを認
め、尊重の気持ちで接するのは、身近な存在だけに難しいが、
大事なことだと思った。

企画･製作：法務省人権擁護局/（公財）人権教育啓発推進センター
監　　修：全国人権擁護委員連合会
制作協力：（株）毎日映画社
2010（平成22）年度

企画：法務省人権擁護局/（公財）人権教育啓発推進センター　
監修：全国人権擁護委員連合会
制作：（株）桜映画社
2013（平成25）年度

2014（平成26）年度上半期貸出ランキング（2014/04～2014/09）

▶利用者の声

1位 2位「セクハラ パワハラ えせ同和行為
  あなたの職場は大丈夫？」

「わたしたちの声 ３人の物語 
～『全国中学生人権作文コンテスト』入賞作品をもとに～」

人権ライブラリー所蔵人気映像作品のご紹介

1位

2位

3位

4位

順位 記録媒体 タイトル 企画／制作 制作年度・時間 分類

１位 DVD セクハラ パワハラ えせ同和行為
あなたの職場は大丈夫？

法務省人権擁護局、（公財）人権教育啓発
推進センター／（株）毎日映画社 2010・46分 人権全般

２位 DVD
わたしたちの声 ３人の物語 
～「全国中学生人権作文コンテスト」
入賞作品をもとに～

法務省人権擁護局、（公財）人権教育啓発
推進センター／（株）桜映画社 2013・45分 子ども

３位 DVD それぞれの立場 それぞれのきもち
職場のダイバーシティと人権 東映（株） 2011・28分 人権全般

４位 DVD パワハラになる時 ならない時 ２
事例で考えるパワハラ・グレーゾーン 職場のハラスメント研究所 2012・26分 人権全般

５位 DVD パワーハラスメントにならない指導のポイント
 “どう叱る”“どう育てる” （公財）21世紀職業財団 2012・23分 人権全般

５位 DVD 人権のヒント 職場編
気づきのためのエピソード集 東映（株） 2010・22分 人権全般

６位 DVD パワーハラスメントを考える １
パワハラを正しく理解するために （株）アスパクリエイト 2013・28分 人権全般

６位 DVD パワーハラスメントを考える ２
パワハラにならない叱り方 （株）アスパクリエイト 2013・27分 人権全般

６位 DVD 職場の人権 ～相手のきもちを考える～ 東映（株） 2008・27分 人権全般

６位 DVD パワハラになる時 ならない時 １
パワーハラスメント４つの判断基準 職場のハラスメント研究所 2012・25分 人権全般

７位 DVD 同和問題と人権
 ―あなたはどう考えますか―

法務省人権擁護局、（公財）人権教育啓発
推進センター／（株）電通テック 2008・28分 同和問題

７位 DVD 自他尊重のコミュニケーションと職場の人権 ２
相手の立場で考える 東映（株） 2013・23分 人権全般

８位 DVD 自他尊重のコミュニケーションと職場の人権 １
ハラスメントの視点から 東映（株） 2013・23分 人権全般

８位 DVD 職場の日常から考えるパワーハラスメント 東映（株） 2012・28分 人権全般

９位 DVD
セクハラを生まない職場コミュニケーション対策 １
コミュニケーションに潜むセクハラの危険 
～意識のギャップと日頃の言動～

（株）アスパクリエイト 2013・25分 女性

10位 DVD 見てわかる パワー・ハラスメント対策 ①
気づこう！パワー・ハラスメント （株）アスパクリエイト 2008・22分 人権全般

10位 DVD
セクハラを生まない職場コミュニケーション対策 ２
事例で考える職場のコミュニケーションとセクハラ 
～あなたの理解で大丈夫？～

（株）アスパクリエイト 2013・27分 女性

10位 DVD ストップ！セクシュアルハラスメント
職場の仲間は対等なパートナー （公財）21世紀職業財団 2013・26分 女性

国内外の人権関連図書、映像資料、全国の地方公共団体
が発行する啓発資料などを所蔵し、閲覧・貸出をしています。
図書・ビデオは、郵送等による貸出を行っていますので、遠
方の方もご利用いただけます。

収蔵資料の一例

初めて本やビデオを借りる場合は、「利用登録申請」をお願いします。
登録後、貸出申込書は、ファクス、Eメール、郵送にてお送りください。

▶貸出について

利用可能人数
●スクール型…約40名（机・椅子利用の場合）
●椅子のみ……最大で約100名

過去に行った展示例
●人権啓発パネル展
●カラーユニバーサルデザインってなあに？
色のバリアフリーを考える

●三陸復興  希望に向かって  震災からの歩み

▶こんなイベントにご利用いただけます。

▶こんな資料もあります！

『○○に関する全国大会』実行委員会
新入社員向け「セクハラ防止」研修会
手話サークル勉強会
いきいきシニア茶話会　など

▶こんなイベントを開催しています！

ライブラリー

少人数のグループ、団体、企業等の人権に関する学習会、研
修会や会議に、ご利用いただけます。（要予約） 

多目的スペース

人権ライブラリーホームページでは、人権のポータルサ
イトとして、さまざまな情報を発信しています。資料の
検索や新着資料の紹介のほか、イベントの案内をご覧に
なれます。
ご希望の方には、人権ライブラリーからの最新情報をお
知らせするメールマガジンをお届けしています。

インターネット

人権に関するパネル等の企画展示を行っています。当セン
ターや地方公共団体、企業、団体等が作成したパネルを紹
介しています。

展示スペース

紙芝居・絵本
●「ぼくのきもち　きみのきもち」
（平成25年度）
●「白い魚とサメの子」（平成22年度）
●「ぐらぐらもりのおばけ
じんけんまもるくんとあゆみちゃん」
（平成19年度）　ほか

多目的スペース

人権啓発パネル展

※営利目的、料金を徴収する催しや物品販売等でのご利用はできません。
※詳しくは、人権ライブラリー担当までお問い合わせください。

●図書資料 約15,000冊 5冊まで
●DVD 約400本 3本まで
●VHSビデオ 約1,100本 3本まで
●展示パネル 約20種類 1種類まで
●紙芝居 約7点 1点まで

所蔵資料 貸 出

展示パネル
●「知ってる!? ケータイやインターネットも
使い方ひとつで…」

●「東日本大震災－被災地の子どもたちからの
メッセージ」

●「人権マンガパネル」ほか

無料貸会議室

利用日時
●月～金曜日 9：30～17：30  ※事前申込制、最長19：30まで延長可 

●土曜日 9：30～16：30  ※事前申込制。延長不可

※利用時間は、準備・後片付けの時間を含めてお申し込みください。

予約
●利用日の3か月前～3日前  ※ライブラリーホームページで、予約状況をご確認いただけます。

備品 （無料）
●大型ディスプレイ（65インチ）  ●ビデオデッキ
●ブルーレイディスクプレーヤー（DVD再生可）  ●スピーカー・マイク等

開館日時
●月～金曜日　9：30～17：30（土日、祝日、年末年始は休館） 

貸出期間
●最長１か月以内（送料は利用者負担）

お問い合わせ先
TEL. 03-5777-1919　FAX. 03-5777-1954
e-mail  library@jinken.or.jp 人権ライブラリー

※ご希望に応じて、視察・修学旅行等もお受けしています。

URL
http://www.jinken-library.jp/

人権ライブラリーのご案内
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人権シンポジウム in 東京 「震災と人権 ～ 被災者の方々の心に寄り添う復興のために ～」

入場無料、事前申込制（手話通訳、パソコン要約筆記あり）
◆日時　2015年1月10日（土） 13：30～17：05（開場12：30）
◆会場　よみうり大手町ホール （東京都千代田区大手町1-7-1 読売新聞東京本社）
　◎第１部　シンポジウム
　　【パネリスト】
　　●布施 龍一（特定非営利活動法人フェアトレード東北代表理事）
　　●小谷 雄介（「特定非営利活動法人遠野まごころネット」副理事長･本部事業統括）
　　●西辻 一真（株式会社マイファーム代表取締役）
　　【コーディネーター】
　　●横田 洋三 （法務省特別顧問、（公財）人権教育啓発推進センター理事長）
　◎第２部　トークショー
　　●なすび（タレント／俳優、劇団「なす我儘（がまま）」主宰、なすびと一緒にみんなで東北応援隊！）
◆主催　法務省／全国人権擁護委員連合会／公益財団法人人権教育啓発推進センターほか

新着資料のごあんない

インフォメーション

東日本大震災から3年が経つ2014年。震災の記憶を風化させてしまわな
いように、そして未曽有の出来事を後世に伝えることで、復興と防災への意
識を継続させていこうという想いで、bayfm78のDJ KOUSAKUが、復興
支援ボランティアとして訪れていた際に親交を深めた石巻市鮎川浜の漁師
「齋藤富嗣さん」の壮絶な体験談を絵本化した。

著　者　齋藤富嗣、 絵：本多豊國
出版社 　話：（株）ベイエフエム
2014（平成26）年5月／40頁／30㎝／東日本大震災・人権一般

（絵本）「トミジの海」

徳島県南部の太平洋沿いにある小さな町、海部町（かいふちょう）（現海
陽町）。この町は、実は全国でも極めて自殺率の低い「自殺“最”希少地域」
だった。のどかでありふれた町のどこにその極意があるのか、四年にわたる
現地調査によって解き明かされていく。
目次
第一章 事のはじまり ―海部町にたどり着くまで
第二章 町で見つけた五つの自殺予防因子 ―現地調査と分析を重ねて
第三章 生き心地良さを求めたらこんな町になった ―無理なく長続きさせる秘訣とは
第四章 虫の眼から鳥の眼へ ―全国を俯瞰し、海部町に戻る
第五章 明日から何ができるか ―対策に活かすために

著　者　岡檀
出版社　講談社
2013（平成25）年7月／216頁／人権全般

「生き心地の良い町
　    ーこの自殺率の低さには理由（わけ）がある」

特別養護老人ホーム「向陽園」の主任介護士として働く大谷ちひろは、新
しく入った介護士中嶋直也に期待するが、直也は空気の読めない発言を
したり、指示が伝わらなかったり、コミュニケーションが取りづらい。ちひろは
ストレスを感じながらも、直也を育てるべく奮闘する。そんな中、直也が入居
者の元大学教授、乾一成を連れて外出したところ、金山川で乾が倒れて
意識不明になってしまう。知らせを受けて病院に駆けつけたちひろは、パニッ
クを起こした直也に、介護士失格だと激しく叱責する…

企　画　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
制　作　東映（株）
制作年　2014（平成26）年／34分／字幕選択可・副音声選択可／
　　　　ドラマ／発達障害・人権全般
対　象　一般
平成26年度人権啓発資料法務大臣表彰優秀賞（映像作品部門）

ＤＶＤ「秋桜（コスモス）の咲く日」

2015年１月28日（水）　13：30～15：00（受付13：00）
会場：人権ライブラリー多目的スペース　入場無料･事前申込制
対象：子ども・大人
講師：武田美穂さん（絵本作家）
　　　ワークショップ「絵本キャラクターであそぼう！」
　　　武田美穂さんの作品
　　　『となりのせきのますだくん』（絵本にっぽん賞、講談社出版文化賞絵本賞）
　　　『すみっこのおばけ』（日本絵本賞読者賞、けんぶち絵本の里大賞）
　　　『おかあさん、げんきですか。』（文・後藤竜二）（日本絵本賞大賞）

いずれもポプラ社
主催：（公財）人権教育啓発推進センター

人権ライブラリーでは、視察や修学旅行でのグループ学習・見学を受け付けて
います。
人権について知りたい、勉強したいと思ったときに、人権ライブラリーはそのお手
伝いをさせていただきます。
人権ライブラリーで、人権課題の本を読んだりインターネットで調べてみませんか。
ビデオやパネル展示もご覧いただけます。
毎日の生活の中でどのようなことが人権に関わっているのか、人権を守り、自由・
平等で平和な社会を築くために世界ではどんな活動や努力が重ねられている
のかなど、自分自身やまわりのことを見つめるとともに社会へ目を開くスタートになる
かもしれません。
皆さまのご来館をスタッフ一同、心からお待ちいたしております。
まずは、お電話にてお問い合わせください。（日程の調整をさせていただきます）
TEL. 03-5777-1919

スタッフ通信 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
●人権ライブラリーでは、新着資料、講座のご案内など、最新
情報をお知らせするメールマガジンを発行しています。（無料）
配信を希望される方は、人権ライブラリーホームページのトッ
プページ上部の「メルマガ」ボタンをクリックするか、↓の
URLからご登録ください。匿名での登録も可能です。

　http://www.jinken-library.jp/mail
●本紙バックナンバーは、人権ライブラリーホームページでもご
覧いただけます。

お問い合わせ先：人権ライブラリー
TEL. 03-5777-1919　FAX. 03-5777-1954
Eメール  library@jinken.or.jp

読み語りのごあんない

視察・修学旅行のごあんない

お問い合わせ先　（公財）人権教育啓発推進センター
TEL 03-5777-1802 ／ FAX 03-5777-1803 ／ Eメール event2014@jinken.or.jp

Aリサイクル適性
この印刷物は、印刷用の紙へ
リサイクルできます。


