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女性

ケースで学ぶ　セクシュ
アル・ハラスメント　お互
いを思いやる職場づくり
のために

50 2018
セクハラ
/LGBT

概説 一般 活用の手引き

これまでセクハラは、男性から女性への行為と考えられて
きましたが、現代では女性から男性・同性間行為もセクハ
ラに該当します。また、性的マイノリティへの差別・嫌がら
せは、セクハラの温床になります。複雑化・多様化したセ
クハラをいかに防止するか、ケースドラマを通じてセクハ
ラの境界線を知り、職場からセクハラの芽を早期に摘む
ための考え方・知識を学びます。

人権全
般

上司のハラスメント　グ
レーゾーンをなくそう！

70 2017
セクハラ/パワ
ハラ

概説 一般 活用の手引き

なんでもかんでも「ハラスメントだ」という若手社員に対し、
何も言えない上司。「巻き込まれたくない」と見て見ぬふり
をする同僚…。このような人が集まる職場では、ハラスメ
ントかどうか見分けにくい行為、つまりグレーゾーンまで
ハラスメントだと判断されてしまいます。上司・管理職がハ
ラスメントの知識と考え方をメンバーに啓発し、グレーゾー
ンをなくしていくための知識を分かりやすく学ぶことができ
ます。

人権全
般

心のバリフリーをめざし
て　合理的配慮と職場の
コミュニケーション

35 2018 障害のある人 概説 一般
日本語字幕・副
音声選択可

近年、ダイバーシティ（多様性）の推進や、共生社会を実
現するという社会連帯の理念から、障がい者と共に働くこ
とに注目が集まっています。背景には、法定雇用率の引
き上げや障害者差別解消法の施行、パラリンピック開催
を控えていることなどがあります。障がいについて正しく
知ることで、必要な配慮を学び、遠慮をせずに職場で「い
い距離感」を築くためにはどうすればいいかを考えます。

高齢者
いのちに寄り添う　～
ターミナルケアと人権～

35 2017 高齢者
ドキュメンタ
リー

一般
解説書PDFファイ
ル収録

「親父をうちで引き取る？それは無理だろう、施設かな
あ。」
「え？がん？それは大変だ。仕事なんかいいから。病人な
んだから。君がいなくても、大丈夫だよ」
もしも、あなたの身近な人が、重い病になったとしたら？こ
のビデオでは二組の「いのちに寄り添う」人々に密着取
材。2人に1人ががんになる時代。現代に生きるすべての
人々が学ぶべき、命の教材です。

（株）PHP研究所

（株）PHP研究所

（株）自己啓発協会

東映（株）
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女性
考えよう！ハラスメント
vol.3　セクシュアルハラ
スメント

18 2017 セクハラ 概説 一般 日本語字幕

「セクシュアルハラスメント」が流行語大賞を受賞したのは
30年近くも前の1989年のことでした。でも、セクハラに関
するトラブルや相談は一向に減りません。職場でセクハラ
を受けたことのある女性は3人に1人。しかもそのうち60
パーセントの人が、我慢をして特に何もしなかったと泣き
寝入りをしています。なぜセクハラが起きるのか、どうす
ればなくせるのかを今一度しっかりと考えてみることが大
切です。

人権全
般

考えよう！ハラスメント
vol.4　パワハラを学ぶ
～基礎から防止対策ま
で～

20 2017 パワハラ 概説 一般 日本語字幕

働く人の3人に1人がパワハラを受けたことがあるという実
態が明らかになりました。全国の労働局に寄せられるパ
ワハラの相談も7万件を超えて毎年増え続けています。パ
ワハラを学ぶ』では、パワハラの被害や同僚から相談を
受けたときの対応、相手のモチベーションをアップさせる
指導法等について、イラストやデータを豊富に盛り込んで
分かりやすく解説しています。なぜパワハラが起きるのか
をしっかりと考えてみましょう。

女性

気付いて一歩ふみだすため
の人権シリーズ③
コール＆レスポンス　－ハラ
スメント－

24 2017
セクハラ／マタ
ハラ

ドラマ 一般
解説書PDFファイ
ル収録

「コール＆レスポンス」とは、ジャズのセッションでプレー
ヤー同士が呼応しあうこと、また、コンサート会場で、プ
レーヤーと観客が呼応することを言います。ハラスメントを
防ぐことは人権尊重の上で重要な課題です。しかし、相手
の心を知ることはできません。ハラスメントを防ぐために
は、十分なコミュニケーションをとると同時に、相手が言い
にくい立場にいる場合は、相手の心を十分に推し量り、思
いを聞いてみることが大切です。また、ハラスメントを受け
ていると感じたら、たとえ小さくとも声をあげ、それを相手
に伝えることも大切です。この作品では、職場におけるコ
ミュニケーションの重要性を、「コール＆レスポンス」という
キーワードに仮託して考えていきます。

アトリエエム（株）

アトリエエム（株）

東映（株）
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性的指
向

気付いて一歩ふみだすため
の人権シリーズ④
誰もがその人らしく－LGBT
－

20 2017
LGBT／性的
少数者／職場
の人権

ドラマ 一般
解説書PDFファイ
ル収録

この作品は、主人公の周りにいたけれども見えなかった
LGBT（性的少数者）の人たちが見えてくるストーリーで
す。LGBTの人たちに対する社会の偏見はまだまだ強く、
存在していてもなかなか見えない、その存在を見いだしに
くいのが現状です。しかし各種の統計からも明らかなよう
に、LGBTの人たちは確かに存在し偏見や差別に苦しん
でいます。LGBTの人を別のカテゴリーと見ずに、自分とも
続く性のグラデーションのなかで、たまたまその位置にい
る人々というふうに客観視できれば、LGBTの人たちへの
見方も広がり、誰もが生きやすい社会をつくる一歩になる
のではないでしょうか。

子ども
むしむし村の仲間たち　み
んないいとこあるんだよ

13 2017
多様性／いじ
め／価値観

アニメーション
小学生／
教職員

外見や能力が異なるむしむし村の昆虫キャラクター達。時
には、それぞれの違いが原因で相手を傷つけたり、自分
なんてダメなんだと悩んだりもします。でも、誰でも苦手な
こともあれば、得意なこともあります。大切なのはお互い
の違いを認め、相手の気持ちを思いやること、そして仲間
と助け合っていくこと。そんなことを、子供たちが楽しく学
んでいけるアニメーション作品です。

子ども
こころを育てる映像教材集
第１巻　おはよう！ゴミあり
ませんか？

14 2017
多様性／価値
観／助け合い

ドラマ
小学生／
教職員

解説書・ワーク
シートPDFファイ
ル収録

主人公の清花は団地に住む小学2年生。同じ団地に住む
高齢の原田さんに代わって、ゴミを出してあげることにし
ました。しかし1か月、2か月と経ち、寒い日が続くようにな
ると、ゴミ出しが面倒になってきてしまい…

東映（株）

東映（株）

東映（株）
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外国人
こころを育てる映像教材集
第2巻　同級生は外国人

12 2017
外国人／多様
性／助け合い

ドラマ
小学生／
教職員

解説書・ワーク
シートPDFファイ
ル収録

ある日、小学4年生の直人のクラスに、日系ブラジル人の
ニコラスが転校してきます。すぐに人気者になりますが、
マイペースな性格で徐々にクラスの中で浮いた存在に。
ある日クラスメイトとケンカになってしまい、その日を境に
学校に来なくなってしまいます。ニコラスの家にプリントを
届けるように頼まれた直人は…

障がい
のある
人

こころを育てる映像教材集
第3巻　義足がくれたもの

15 2017
障がいのある
人／価値観／
助け合い

ドキュメンタリー

小学校高
学年／中
学生／教
職員

解説書・ワーク
シートPDFファイ
ル収録

臼井二美男さんの職業は、病気やけがで足を失った人の
為に義足などを作る義肢装具士です。この作品では、臼
井さんに義足を作ってもらった、パラリンピックにも出場し
た現役アスリートの大西瞳さんや、アンプティ（切断者）
サッカーの選手でもある小学6年生の福田くんにインタ
ビューをし、一度は生きる自信を失った方々が、臼井さん
の作った義足によって、再び「生きる喜び」を取り戻して
いった姿を伝えます。

イン
ター
ネット

親や先生が知らない！子供
防犯スクール　ネット・SNSト
ラブル編

25 2017
インターネット
／SNS

その他教材

小学校高
学年／中
学生／教
職員

LINE、Twitter、Instagram・・・家族や友達と気軽にコミュニ
ケーションがとれるSNS（ソーシャル・ネットワーキング・
サービス）の機能を持った様々なアプリやネットサービス
は、今や子供達にとっても必要不可欠な存在となっていま
す。しかしその一方で、その便利なはずのツールが援助
交際やイジメなど犯罪の芽となっているのも事実です。
ネットやSNSにまつわるトラブルから子供達を守るにはど
うしたらいいのでしょうか？専門家の先生が優しく・楽しく
教えてくれる「子供防犯スクール」で一緒に学んでいきま
しょう！

東映（株）

東映（株）

東映（株）
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