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（公財）人権教育啓発推進センター

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。

＊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。

人権啓発資料法務大臣表彰の受賞作品が決まりました！
　全国の地方公共団体が作成した人権啓発資料の中から、特に優れた作品を選定し、表彰する「人権啓発資料法務大
臣表彰」の受賞作品が次のとおり決まりました。
　受賞理由など、詳しくは人権ライブラリーウェブサイト（http://www.jinken-library.jp/）を御覧ください。
　受賞作品は、法務省と当センターなどが主催する人権シンポジウムの会場等で展示するとともに、人権ライブラリー
で貸出しを行いますので、ぜひ御活用ください。

　人権啓発資料法務大臣表彰は、人権思想の普及高揚を図り、基本的人権の擁護に資することを目的に実施され、地方公共団体が作成した人
権に関する啓発資料のうち、特に優れたものを法務大臣が表彰しています。昭和59年に総務庁長官表彰（当時）としてスタートして以来、30
年以上にわたって、全国から人権に関する各種資料を収集し、表彰しています。
　今回は平成30年度に全国の地方公共団体が作成した人権啓発資料から、1,436点が集まりました。

＜ポスター部門＞優秀賞

送ってしまったあの言葉
心の傷は削除できない
（制作者：埼玉県）

＜新聞広告部門＞優秀賞

世界人権宣言が採択されてから
70周年を迎えます
（制作者：金沢市）

＜出版物部門＞優秀賞

ＨＯＰＥ！
「障がい」と「人権」に
ついて学ぶブックレット
（制作者：鳥取県）

＜映像作品部門＞優秀賞

シルコトカラ
―障害を知り、共に生きる―
（制作者：奈良県）

＜出版物部門＞最優秀賞

大分県人権啓発冊子
当事者インタビュー集
「同じ空の下
～15人からのメッセージ～」
（制作者：大分県）
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新着資料の御紹介

人権啓発ショートムービー　りんごの色　～ＬＧＢＴを知っていますか？～

図 書
RSKテレビ放送60周年　ハンセン病取材40年　記者たちが見たもの
　発行／山陽放送株式会社　監修／内田博文（九州大学名誉教授）　発行年／平成31年３月
　�　山陽放送60周年を記念して、ハンセン病問題を取材した記者たちの証言をまとめた図書です。
　　厳しい差別の現状や、日本と世界の隔離政策の比較などについて記されています。

映像資料
みんなで考えるLGBTs　DVD全３巻
　企画制作／（株）サン・エデュケーショナル／　各20分／　文部科学省選定作品
　�　平成31年の中学校道徳教科書では、義務教育としてはじめてLGBTをはじめとするセクシュアルマイノリティ
（LGBTs）を扱う教科書が登場し、学校教育においても性の多様性を学ぶ必要性が認知されつつあります。
　�　このシリーズは、性の多様性を人間の個性の一つとして学ぶ機会と捉え、LGBTsの当事者である児童生徒が、ありの
ままの自分でいいという自己肯定感、自尊感情を育むことを目指した映像教材です。

人権ライブラリーに最近配架された資料を紹介します。いずれも、当ライブラリーで貸出しを行っています。

　法務省人権チャンネルで、人権啓発ショートムービー「りんごの色　～ＬＧＢＴを知っていますか？～」
を配信しています。https://www.youtube.com/watch?v=Q4lVysT1wNA

QRコードから動画を御覧いただけます。

　この作品は、平成30年度人権啓発資料法務大臣表
彰で出版物部門の【優秀賞】を受賞した大分県制作の
人権啓発マンガ冊子「りんごの色　～LGBTを知って
いますか？」を原作にしたショートムービーで、俳優
の白本彩奈さんが主役を務めました。
YouTubeで御覧いただけるほか、今後人権ライブラ
リーでDVDの貸出しを行う予定です。

【内容】
かすみは演劇部に所属する女子生徒。
ある日、親友の女子生徒と演劇部後輩の男子生徒から
告白されたことをきっかけに、「ＬＧＢＴ（性的指向
と性自認）」について学んでいく。人を好きになるこ
と、性の多様性について考えることの入口に立ったか
すみは、どんな答えを出すのか…。
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人権ライブラリー・多目的スペースでは、様々なイベントを開催しています！
　人権ライブラリーでは、絵本を通じた人権啓発として、「読み語り」を２回開催しました。

講師　毛
めん

受
じょう

　誉
たか

子
こ

 さん（絵本コーチング事務局代表）

　「絵本コーチング®」は、絵本の読み語りとゲームを通じ、
自分でも気付かなかった能力や行動力を促すとともに、お互い
の違いを認め合い、コミュニケーション能力の向上を目指す、
スキルアップのテクニックです。
　人権ライブラリーでは毎回好評の「絵本コーチング®」を、
入門編と実践編の連続講座で開催しました。
　「入門編」では、絵本が持つ力とその魅力や、大人が絵本を
読むことの面白さについてお話いただきました。
「実践編」では、参加者同士でコミュニケーションを取りなが
ら、自分の心と向き合うワークショップを行いました。

登壇者　中
なか

村
むら

　和
かず

彦
ひこ

 さん（映画監督）

　「蹴る」は、生まれながらにして難病「SMA（脊髄性筋萎縮症）」を患い、一度も歩いたことがない永岡真理さんや、
進行性筋ジストロフィーで、小学校の頃から車椅子に乗り、現在は呼吸器をつけながらプレーする東武範さんをメイ
ンに、電動車椅子サッカーワールドカップの戦い、家族のサポート、恋愛模様など、選手の６年を追ったドキュメン
タリー映画です。
　特別上映会では、「蹴る」の上映後、同映画の監督を務めた中村和彦さんをお招きし、映画にまつわるお話や、来
場者の質問に答えてもらうトークショーを行いました。
　「電動車椅子サッカーは、パラリンピック競技に落選してしまったけれど、多くの方にこの魅力的なスポーツを広
めていきたい」と今後の目標について語りました。

人権ライブラリー読み語り「大人のための絵本コーチング®〜絵本の魅力と心理的効果」
（入門編）　令和元年12月９日（月）18：30〜20：00
（実践編）　令和２年１月29日（水）18：30〜20：00

人権ライブラリー特別上映会&トークショー
電動車椅子サッカードキュメンタリー映画「蹴る」
令和元年12月18日（水）14：00〜16：30
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人権ライブラリー

〒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 9：00 ～ 17：00
　　　　　（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

交 通 の ご あ ん な い

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）

首都高速都心環状線

都営三田線 都営大江戸線 大門駅

出口A3
住友不動産
芝公園タワー

きらぼし銀行

交番

至 品川

世界貿易
センタービル
別館

ダヴィンチ
芝パークビルB館

至 新橋

園
公
芝

メルパルク
TOKYO

東京
メルパルク
ホール

出口A3 北 口

金杉橋口

都営浅草線

芝公園駅

京浜東北線
山手線

浜松町駅

東京モノレール

人権ライブラリー
KDX芝大門ビル4F

※御来館の際の利用者用駐車場はありません。
人権ライブラリーのメールマガジンに

登録しませんか？
新着資料、講座の御案内など、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）
当ライブラリーウェブサイトのトップページ上部
の「メルマガ」ボタンをクリックしてください。簡
単に御登録いただけます。匿名での御登録も可能
です。

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。

法務省人権イメージキャラクター

みんなで築こう
人権の世紀

人KENあゆみちゃん人KENまもる君

啓発活動重点目標

～考えよう  相手の気持ち
　　　未来へつなげよう
　　　　　違いを認め合う心～

　人権ライブラリーでは、人権に関する図書や映像資料（DVD、VHSビデオテープ）を多数所蔵し、貸出しを行っ
ています。図書、映像資料は郵送等による貸出しにも対応していますので、遠方の方も御利用いただけます。自己学
習目的での御視聴のほか、研修会や学校授業等におけるビデオ上映にも、是非御活用ください。
　御利用作品の選定の御参考として、過去１年間に御利用の多かった作品を御紹介いたします。
［集計期間：平成31年１月～令和元年12月］

人権ライブラリー貸出しランキングの御案内

平成31・令和元年貸出しランキング（教育関係利用者）

順 位 タ　イ　ト　ル 企　画　／　制　作 制作年 時間
（分） 形態

１ 位 あなたがあなたらしく生きるために 性的マイノリティ
と人権

法務省人権擁護局、（公財）人権教育啓発推進
センター／東映（株）

平成26
2014 30 DVD

２ 位 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

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

平成28
2016 30 DVD

３位 外国人と人権 違いを認め、共に生きる 法務省人権擁護局、（公財）人権教育啓発推進
センター／東映（株）

平成28
2016 33 DVD

４ 位 未来への虹 －ぼくのおじさんは、ハンセン病－ 法務省人権擁護局、（公財）人権教育啓発推進
センター／共同映画

平成17
2005 30 DVD

４ 位 人権アーカイブ・シリーズ 同和問題 ～過去からの証
言、未来への提言／同和問題未来に向けて

法務省人権擁護局、（公財）人権教育啓発推進
センター／東映（株）

平成26
2014 80 DVD

６ 位 人権アーカイブ・シリーズ ハンセン病問題 ～過去か
らの証言、未来への提言／家族で考えるハンセン病

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

平成27
2015 35 DVD

６ 位 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）毎日映画社

平成20
2008 28 DVD

６ 位 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－ 東映（株） 平成29

2017 20 DVD

平成31・令和元年貸出しランキング（利用者全体）

順 位 タ　イ　ト　ル 企　画　／　制　作 制作年 時間
（分） 形態

１ 位 企業と人権 職場からつくる人権尊重社会 法務省人権擁護局、（公財）人権教育啓発推進
センター／東映（株）

平成29
2017 40 DVD

２ 位 あなたがあなたらしく生きるために 性的マイノリティ
と人権

法務省人権擁護局、（公財）人権教育啓発推進
センター／東映（株）

平成26
2014 30 DVD

３ 位 職場の日常から考えるパワーハラスメント 東映（株） 平成24
2012 28 DVD

４ 位 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） 平成25

2013 23 DVD

５ 位 外国人と人権 違いを認め、共に生きる 法務省人権擁護局、（公財）人権教育啓発推進
センター／東映（株）

平成28
2016 33 DVD
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