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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。

人権ライブラリーのウェブサイトを御活用ください！
http://www.jinken-library.jp/

人権ライブラリー・ウェブサイトでは、人権に関する様々な情報を収集・発信しています。

　トップページ「探す」ボタンから「資料検索」
ページに移動できます。
　探したいテーマ（「いじめ」や「ハラスメント」
など）や、対象（「小学生」や「企業」など）
のキーワードで検索できます。
　タイトル部分をクリックすると、資料の情報
を見ることができます。（例
えば、あらすじや制作年など）
※�新着映像資料の例については、P.３
で紹介しています。
http://www.jinken-library.
jp/opac

　トップページ「借りる」ボタンから、「利用登録申請書※」「貸出申込書」をダウンロードし、必要事
項を記入（入力）してメール・FAX等でお送りください。
※「利用登録申請書」は初めて利用される場合のみ必要です。

　貸出しの御利用は御来館のほか、郵送等でも可能です。
　送料は利用者負担となりますが、人権教育啓発推進センター会員は往復送料無料です！
　地方公共団体が会員の場合はその運営する施設（公立学校等）も往復送料無料で利用できます！
　「市立中学校なんだけど、うちの市はセンターの会員なの？」など、何でもお気軽にお問い合わせください。
http://www.jinken-library.jp/library

　国内外の新型コロナウイルスと人権に関するサイトへのリンク一覧を掲載しています。
http://www.jinken-library.jp/search/news/169514.html

　YouTube法務省チャンネル及び人権チャンネルから、テレビ等でおなじみの方々が出演している動
画を特集しています。
＜掲載動画＞
白本彩奈さん／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？～」
永瀬正敏さん／ 2019.08.31「ハンセン病に関する�『親と子のシンポジウム』�静岡会場」トークショー
蝶野正洋さん／ 2018.07.21「ハンセン病に関する�『親と子のシンポジウム』�青森会場」対談／トークショー　ほか
http://www.jinken-library.jp/opac/pickup/169569.html

授業や研修会で使用する資料を探したい…

資料を借りたい…

「新型コロナウイルスと人権」情報リンク集

「お薦め！人権啓発動画特集」
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　「UNHCR　WILL ２LIVE 映画祭 2019」は国連ＵＮＨＣ
Ｒ協会が開催する映画祭で、困難を乗り越え逆境に立ち向か
う難民の姿を描いた映画を上映するものです。タイトルに含
まれる“WILL ２LIVE”（ウィル・トゥー・リブ）には、厳しい
境遇にあっても生き抜こうとする意志（＝Will to live）が示
されています。
　人権ライブラリーでは、UNHCR WILL ２LIVE Cinema 
パートナーズとして、「ナディアの誓いー On Her Shoulders」
の上映と、国連ＵＮＨＣＲ協会職員・天沼耕平さんに、同協会
の活動や映画についてお話しいただくトークイベントを開催し
ました。

読み語り：平田昌広さん、平田景さん（絵本作家）

　人権ライブラリーでは、絵本を通じて人権について考えて
もらう企画として「読み語り」を実施しました。
　「メオトよみ絵本ライブ」は絵本作家の平田昌広さん、景
さんの二人が、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するライブパフォーマンスです。
クイズやことばあそび、うたなどで大人も子どもも大いに盛
り上がり、いのちや平和について考えるひと時となりました。

　「子どもの権利条約」を分かりやすい言葉とイラストで解説してい
る冊子です。（中学生以上向け）
　授業や学習会などの資料として利用できるPDFデータが、人権ライ
ブラリー・ウェブサイトからダウンロードできます。
http://www.jinken-library.jp/search/news/134130.html
　当ライブラリーでは、子どもの権利条約に関連する貸出し資料とし
て、DVD「国際連合創設70周年記念 すべての人々の幸せを願って ～
国際的視点から考える人権～」（法務省人権擁護局／（公財）人権教
育啓発推進センター）や図書「子どもの権利条約と家族・福祉・教育・
少年法」（日本弁護士連合会）など多数所蔵しています。ぜひ御利用く
ださい。

人権ライブラリー　×　UNHCR WILL ２LIVE Cinema パートナーズ
「ナディアの誓い― On Her Shoulders」上映会＆トークイベント
令和２年２月19日（水）14：00～16：10

人権ライブラリー読み語り「まっさん・けいちゃんのメオトよみ絵本ライブ」
令和２年２月22日（土）14：00～15：30

企画�法務省人権擁護局／全国人権擁護委員連合会
制作�公益財団法人人権教育啓発推進センター
Ａ６判　28ページ（カラー）

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！

啓発教材 「よくわかる！子どもの権利条約－児童の権利に関する条約－」
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新着資料の御紹介

　７月12日、北海道白老町のポロト湖畔に民族共生象徴空
間（愛称：ウポポイ）が開館しました。アイヌ民族は日本
列島北部周辺、とりわけ北海道の先住民族です。アイヌ語
をはじめ独自の宗教や文化を発展させてきましたが、日本
の近代化の過程においてその固有の文化を否定され、いわ
れのない差別を受けました。ウポポイは、伝承者の減少な
どにより存立の危機にあるアイヌ文化を復興・発展させる

拠点として、また、先住民族の尊厳を尊重し、差別のない
多様で豊かな文化を持つ活力ある社会を築いていくための
象徴として位置付けられています。
　人権ライブラリーでは、VR（ヴァーチャル・リアリ
ティ）でアイヌ民族の文化や世界観を体感できる「アイヌ
の世界」（提供：北海道庁）を体験していただけます（要予
約）。視察や修学旅行・総合学習等で是非御利用ください。

ＬＧＢＴｓの子どもの命を守る学校の取組� 教職員向け
　第１巻　危機管理としての授業の必要性（文部科学省選定）
　第２巻　当事者に寄り添うために ～教育現場での落とし穴～（文部科学省特選） 
　各38分／2020年／企画・制作　サン・エデュケーショナル／監修　日高庸晴（宝塚大学看護学部教授）

　�　小学校・中学校の教科書に性的指向と性自認の多様性についての記載が盛り込まれ、
学校教育においても取組が始まっています。このDVDでは当事者への配慮や性の多様性
に関する授業、カミングアウトがあった際の対応例などを事例にあげて描いています。

はじめて学ぶＬＧＢＴｓ� 小学生向け
　第１巻　男らしい色？女らしい色？　　＜低～中学年向け＞　12分
　第２巻　好きになってはいけないの？　＜中～高学年向け＞　22分 
　2020年／企画・制作　サン・エデュケーショナル／監修　日高庸晴（宝塚大学看護学部教授）

　�　第１巻はアニメーション、第２巻はドラマで自分らしくあることや他者を尊重する姿
勢の大切さを学び、多様性を肯定的に捉え自尊感情を育めるようなストーリーを描きま
す。DVD内に教職員向けの授業展開事例も収録されています。

お互いを活かし合うための人権シリーズ� 企業向け
　①�多様性入門　27分
　②�ハラスメント・しない、させないための双方向コミュニケーション　26分�
　2019年／企画・制作　東映㈱

　�「①多様性入門」では外国人、高齢者、障害者の事例ドラマを通して多様性尊重につい
て学ぶことができます。
　�「②ハラスメント・しない、させないための双方向コミュニケーション」ではセクハラ、
マタハラ、パワハラを事例ドラマで描き、コミュニケーションの大切さを訴えます。
　①、②とも解説書とワークシートがDVD内に収録されています。

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、貸出し可能です。

活 用 の ヒ ン ト

活 用 の ヒ ン ト

教職員研修として「ＬＧＢＴｓの子どもの命を守る学校の取組」を視聴
　▶ 学校の取組、授業の実践について話し合う。
　　▶ 授業で「はじめて学ぶＬＧＢＴｓ」を使用
　　　▶ 学級内で話し合い、授業を展開

社内研修会で上映
　▶ ワークシートに記入
　　▶ グループ討議
　　　▶ まとめ

人権豆知識 民族共生象徴空間（愛称：ウポポイ）
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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

「誰か」のこと
　じゃない。

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。郵送等による貸出しにも対応しておりますので、遠方の方も御利用いただけます。自己学習目的での視聴のほか、
研修会や学校授業等における上映にも、是非御活用ください。
　利用作品の選定の参考として、過去半年間に利用の多かった作品を御紹介いたします。
〔集計期間：令和２年１月～６月〕

人権ライブラリー貸出しランキングの御案内

令和２年１～６月貸出しランキング（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 わたしたちが伝えたい、大切なこと�－アニメで見る�
全国中学生人権作文コンテスト入賞作品－

法務省人権擁護局、（公財）人権教育啓発推進
センター／毎日映画社 平成28 31 DVD

１ 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／東映（株） 平成28 30 DVD

３ 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 80 DVD

３ 位 デートDVって何？�～対等な関係を築くために～ 法務省人権擁護局、（公財）人権教育啓発推進
センター／（株）電通テック 平成24 22 DVD

令和２年１～６月貸出しランキング（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 40 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、（公財）人権教育啓発推進
センター／毎日映画社 平成22 46 DVD

３ 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／東映（株） 平成28 30 DVD

４ 位 職場のハラスメント�基礎講座�～セクハラ・パワハ
ラ・マタハラ～ （株）アスパクリエイト 令和元 32 DVD

５ 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 80 DVD
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