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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。

「読み語り」開催
　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」を今年度3回開催しました。

　講師　毛
めんじょう

受誉
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、自分でも気づかなかった能力や行動力を促す
とともに、周囲の人との違いをお互いに認め合い、人
と違う自分自身を認める自己肯定感を高め、人間関係
や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。
　入門編では、「絵本コーチング®」について解説し、
実践編では、ワークショップ形式で「絵本コーチング
®」を実際に体験しました。
　参加者からは、「最近、思いが言葉で伝えられなく
なってしまったので、とても役に立ちました」「絵本
が大人になってからのコミュニケーションに役立つと
いうのは驚きでした」などの感想が寄せられました。

第２回　「平田昌広さん・平田景さんの　メオトよみ絵本ライブ」（子ども向け・大人向け）
　　　　　2017（平成29）年１月19日（木）開催

　講師　平
ひら

田
た

昌
まさ

広
ひろ

さん・平
ひら

田
た

景
けい

さん（絵本作家）

　「メオトよみ絵本ライブ」とは、絵本作家の平田昌
広さん・平田景さんお二人が、かけあいで絵本を読ん
だり、語りにあわせてその場で大きな絵を描いたり、
クイズ、ことばあそび、うたなど、もりだくさんの、
子どもから大人まで楽しめるライブパフォーマンスで
す。
　近隣の保育園の園児たち60名とともに、総勢76名
の方に参加していただき、大いに盛り上がり、ライブ
パフォーマンスを通して、他者を思いやる心や平和の
大切さを考える時間となりました。

第１回　「絵本がひきだす豊かな心　～絵本コーチング®～」入門編（大人向け）
　　　　　2016（平成28）年12月20日（火）開催
第３回　「絵本がひきだす豊かな心　～絵本コーチング®～」実践編（大人向け）
　　　　　2017（平成29）年２月20日（月）開催
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　日常生活における何気ない行動や発言が、相手の心を傷つけていないでしょうか？それぞれの場面で「自分ならど
うするか」を選択し，身近な「人権問題」について一緒に考えてみましょう。
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken04_00147.html

「じんけん自己診断～こんなときどうする？～」の公開について

　昨年12月、第192回臨時国会で部落差別解消法（部落差別の解消の推進に関する法律）が成立しました。罰則のな
い理念法で、全６条から成ります。
　「現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じている」と
し、「部落差別の解消を推進し、部落差別のない社会を実現する」ことを目的としています。
　国及び地方公共団体の責務も定められ、①相談体制の充実、②教育及び啓発の推進、③部落差別の実態に係る調査
の実施、の３点が挙げられています。

　なお、同国会で成立した人権に関連する主な法律は次の通りです。
　■外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律
　■民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律
　■�ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律（主な改正点：取締りの対象をツイッターや
LINE等のSNSやブログのコメント欄によるつきまとい行為にも広げる）

部落差別解消法が成立

　「じんけん自己診断」リーフレット版は、「大人向け」３場面、「こどもむけ」３場面が掲載されたPDFデータをダ
ウンロードできます。「じんけん自己診断」特設サイト（http://www.moj.go.jp/JINKEN/SHINDAN/index.html）に
は、「大人向け」10場面、「こどもむけ」９場面が掲載されています。ぜひ、チャレンジしてみてください。

人権豆知識 改正育児・介護休業法及び改正男女雇用機会均等法について
　子育てや介護と仕事が両立しやすい就業環境の整備等をさらに進めていくために、育児・介護休業法、男女雇用機
会均等法が改正され、今年１月１日に施行されました。
　この改正により、育児休業・介護休業の申出ができる有期契約労働者の要件が緩和されたほか、介護休業の分割取
得や子の看護休暇・介護休暇の半日単位の取得ができるようになるなど、法律で定める制度はさらに充実したものと
なりました。また、育児休業等の制度の利用に関する言動により、労働者が就業環境を害されることがないよう、雇
用管理上の措置を講ずることを事業主に新たに義務づけています。

人権NEWS

大人向け こども向け
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　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、貸出を行って
います。図書、映像資料は郵送等による貸出にも対応していますので、遠方の方もご利用いただけます。自己学習目
的でのご視聴のほか、研修会や学校授業等におけるビデオ上映にも、ぜひご活用ください。
　ご利用作品の選定のご参考として、過去１年間にご利用の多かった作品をご紹介いたします。
［集計期間：2016（平成28）年１月～12月］

人権ライブラリー貸出ランキングのご案内

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～　　　　　　

2016年貸出ランキング（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
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／㈱桜映画社

2013 45 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㈱

2014 30 DVD

３ 位 勇気のお守り／自分の胸に手を当てて
法務省人権擁護局／㈶人権教育啓発推進
センター

2011 31 DVD

３ 位 インターネットの向こう側
法務省人権擁護局／㈶人権教育啓発推進
センター

2009 36 DVD

４ 位 プレゼント
法務省人権擁護局、㈶人権教育啓発推進
センター／毎日映画社

2003 15 DVD

４ 位
未来を拓く５つの扉　～全国中学生人権作文
コンテスト入賞作品朗読集～

法務省人権擁護局、（公財）人権教育啓発
推進センター／㈱桜映画社

2014 46 DVD

５ 位 見上げた青い空
法務省人権擁護局、㈶人権教育啓発推進
センター／㈱電通テック、㈱情報設計

2007 34 DVD

５ 位 聲の形 東映㈱ 2015 30 DVD

５ 位 ココロ屋 東映㈱ 2014 25 DVD

2016年貸出ランキング（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
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㈱

2014 30 DVD

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？

法務省人権擁護局、㈶人権教育啓発推進
センター／㈱毎日映画社

2010 46 DVD

３ 位 職場の人権　～相手のきもちを考える～ 東映㈱ 2008 27 DVD

４ 位
人権のヒント　職場編　気づきのためのエピ
ソード集

東映㈱ 2010 22 DVD

５ 位
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㈱ 2011 28 DVD

５ 位 職場の日常から考えるパワーハラスメント 東映㈱ 2012 28 DVD

６ 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㈱ 2013 23 DVD

６ 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㈱

2014 80 DVD

７ 位
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 DVD

７ 位
多様性を尊重した職場のコミュニケーション
と人権　１　ハラスメントを生まないために

東映㈱ 2015 25 DVD

８ 位
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 DVD

９ 位
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

㈱アスパクリエイト 2013 28 DVD

９ 位
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～

㈱アスパクリエイト 2013 25 DVD

10 位 なぜ企業に人権啓発が必要なのか 東映㈱ 2014 22 DVD

10 位
多様性を尊重した職場のコミュニケーション
と人権　２　個に向き合い、伝え合う

東映㈱ 2015 25 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？　　　　　

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　　　　　
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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

東京都民銀行

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

芝
公
園

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

15

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

※ご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）
当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」ボタンをクリックしてください。簡
単にご登録いただけます。匿名でのご登録も可能
です。

新着資料のご紹介

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～

図 書
「子どもの相談・救済と子ども支援」　荒牧 重人、半田 勝久、吉永 省三 編／日本評論社／2016年７月
　　�虐待やいじめ等の権利侵害に直面した子どもを救済するためのさまざまな取組みを紹介し、それをさらに発展させる
ための視点を提供。

「ネットいじめの構造と対処・予防」　加納 寛子 編著／金子書房／2016年８月
　　�事態の把握と解決、そして再発の阻止へ―ソーシャルメディアの普及とともに蔓延するネットいじめの理論的背景と
構造を、心理学・教育学・社会学の視点から明らかにし、対処と予防の方策を提案する。

DVD
「考えよう！ハラスメント vol.1　マタニティハラスメント　女性が安心して働ける職場環境に」
　企画制作：アトリエエム㈱／2016年
　　マタハラの言動と対応、さらには具体的な防止対策についてわかりやすく解説する。

「考えよう！ハラスメント vol.2　LGBTを知ろう」
　企画制作：アトリエエム㈱／2016年
　　�LGBTの人たちを取り巻く現状を理解し、職場や教育現場でどのように具体的に取り組んでいけばよいのかを、わか
りやすく解説する。

「認知症と向き合う」
　企画制作：東映㈱／2016年
　　�認知症の文乃は夫と死別後、娘夫婦（春樹・翔子）や孫娘（樹里）と同居することになる。しかし、ひどい物忘れや
徘徊、家族への暴言・暴力といった症状を現す文乃に家族は振り回され、ばらばらになってしまう…。

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

貸出方法のご案内

ステップ１
利用者登録申請書を
ご記入・ご提出くだ
さい。
（初回のみ）

ステップ２
貸出申込書をご記入・ご提出くださ
い。事前に予約状況をお問合せいただ
くことをお勧めします。登録申請と同
時にお申し込みできます。

ステップ３
郵送等による貸出をご希望の場
合、指定日着の着払でお届けし
ます。
（ 往復の送料はご負担ください）

ステップ４
期日までに郵送等
で当ライブラリー
宛にご返却くださ
い。
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