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378
芸能と差別　　令和３年度「県⺠講座・
人権講演会」

90

国際的に⾼い評価を得ている俳優・演出家の中⻄和久さ
んに、映像や実演を交え、芸能の視点から「部落差別」に
ついて講演していただきました。

2021

364
「部落の⼼を伝えたい」シリーズ第32巻
ネット差別を許すな︕

28

　今、ネット空間で部落差別が⾏われています。
　差別情報の拡散、「部落地名総鑑」公開といった「ネット
を悪⽤した部落差別」の現実を解説しています。

2019

363

お互いを生かしあうための人権シリーズ③
今そこにいる人と、しっかり出会う
ー同和問題ー

24

　とある⽼人ホームで介護福祉⼠の佐藤が⼊居者の⽊村
から部落差別を受けてしまう。それを⾒た同僚の⾅井は理
不尽だと憤るが佐藤は「しんどい時は逃げてもよい」と恩師
に教わったと告げる。部落差別問題をモチーフに、人と人が
しっかり出会い、差別とどう向き合っていくかについてのヒント
になる作品です。

2020

354
2020日田市人権講演会
「これからの部落問題」

69

　2020日田市人権講演会は講師はノンフィクションライ
ターの角岡伸彦⽒。部落差別問題の考え⽅や、被差別
部落から生まれた⾷⽂化等について語ります。 2020

343
シリーズ映像で⾒る人権の歴史　第8巻
「人と皮革（かわ）の歴史」

19

　動物の肉や皮等は、人々の生活と密接に関わり、「ひと」
の⽂化を発展してきました。皮革製品の製造過程を取材
した貴重な映像を通して、部落差別の愚かさや「いのち」の
⼤切さを考えます。

2020

342

シリーズ映像で⾒る人権の歴史　第7巻
「⽔平社を⽴ち上げた人々
－人間は尊敬すべきものだ－」

17

　⽔平社創⽴の背景や、創⽴⼤会の様⼦など、⾃分たち
の⼒で差別をなくそうと⽴ち上がった人々の姿から学ぶこと
により、「差別」や「いじめ」を根絶するため、いま何をなすべ
きか問います。

2020

327
部落の⼼を伝えたい 第31巻「ありのまま
生きる」〜坂田愛梨・瑠梨〜

24

　⺟から受け継ぐ「ありのまま生きる」姿が幼い頃から姉妹の
⾃尊感情を育んだ。たくさんの仲間をつくり、つながりを結
び、プラスの出会いを重ねていく。幼⼦にも部落にルーツをも
つ「私」を伝えていく。

2017

300
部落の⼼を伝えたい 第30巻「差別を問う
た20年/29の証⾔」

30

　当事者が⾃ら出演し部落問題の本質を語るという独⾃
のスタイルを確⽴、全国から熱い⽀持を受けてきた。20年
を俯瞰し、語り部たちの⾄⾔を網羅している特別版。

2016

297

部落の⼼を伝えたい 番外編　「恥ずかし
い」のはどっちだ　差別する側・される側〜
江島修作〜

27

　40年にわたり同和教育の変革を訴え続け、意識改革の
端緒を開いた社会学者の江嶋修作⽒が提唱する「人権テ
イク・ルート（根を張る）」。各地に人権の根を張って生き
る取組みを紹介している。

2018

296
第２回「人権⽂化と出会う日田のまちづく
り」推進講演会

132

　[BD版]　2018年5⽉13日にパトリア日田にて開催され
た講演会を収録。　講師︓奥田均 近畿⼤学教授　/
演題「部落差別の正体」

2018
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295
第２回「人権⽂化と出会う日田のまちづく
り」推進講演会

132

　[DVD版]　2018年5⽉13日にパトリア日田にて開催さ
れた講演会を収録。　講師︓奥田均 近畿⼤学教授　/
演題「部落差別の正体」 2018

290
シリーズ映像でみる人権の歴史　第６巻
日本国憲法と部落差別

17

　憲法制定の経過を検証し、戦後初の男⼥同権による⺠
主選挙で選ばれた国会議員が主体的に取り組んだことを
描く。 2017

289
シリーズ映像でみる人権の歴史　第５巻
渋染⼀揆を闘いぬいた人々

18

　「渋染⼀揆」資料の詳細な分析と現地取材を通し、その
経過をていねいに描いている。

2017

280 そんなの気にしない 〜同和問題〜 17

　親友の同和地区出身だとの告白に、「そんなの気にしな
い」という⼀⾔で、気持ちがすれ違う二人。二人がお互いの
気持ちを理解するまでを描く。 2016

275 あなたに伝えたいこと 36

　祖⺟や⺟が同和問題で⾟い思いをしてきた⼥性の結婚
話を中⼼に、インターネット上の情報だけでなく、実際のふ
れ合いでお互いを知ることが、同和問題や様々な差別をな
くすために重要であることを描く。

2014

274

部落の⼼を伝えたい 第28巻
「夢のために 〜闘い続ける家族・中⼭末
男〜」

28

　中⼭⽒が⾃らの人生の⾜跡、少年時の生々しい差別体
験、結婚差別、⻑男に降りかかった差別事件、その闘いの
日々を熱く語る。 2015

265
シリーズ映像でみる人権の歴史　第４巻
明治維新と賤⺠廃⽌令

18

　明治政府が税を取る目的で「賤⺠廃⽌令」を出したこ
と、壬申⼾籍の差別的記載を政府が許可したことなど、近
代社会にも「部落差別」が存続した構造を解説。 2015

264
シリーズ映像でみる人権の歴史　第３巻
近代医学の基礎を築いた人々

17

　⼤切な命と向き合い、生きてきた部落の人々の知識と技
術に敬意を払う２人の医師の姿があったことを取材し解説
している。

2015

256

同和問題
過去からの証⾔、未来への提⾔(61分)
未来に向けて(19分)

80

　国や地⽅公共団体、企業等の人権教育・啓発に携わる
職員等が身に付けておくべき歴史的経緯や、当時の社会
情勢などを簡潔に解説。 －

254
シリーズ映像でみる人権の歴史　第2巻
江⼾時代の身分制度と差別された人々

15

　江⼾時代の身分制度は突然つくられたものでなく、中世
から引き継がれてきた差別の制度化であることを学ぶ。

2014
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253
シリーズ映像でみる人権の歴史　第１巻
東⼭⽂化を⽀えた「差別された人々」

16

　世界に誇る⽂化遺産が、差別された人々と差別すること
なく正しく評価した人たちによって築かれたことを学ぶ。

2014

243
風化からの告発
　「身元調査を考える︕」

32

　差別を助⻑する身元調査とその調査に加担する差別意
識を内に向けて鋭く問う人権啓発ドキュメント映像。

－

242

部落の⼼を伝えたい　第19巻
　「差別を許さない⾃分づくり
　　　〜寝た⼦を起こして30年〜」

26

　「寝た⼦を起こすな」の風潮が強く残る地で30年にわたり
解放運動をリードしてきた⼥性の曲げない生き⽅を⾒つめ
る。 2012

241

部落の⼼を伝えたい　第18巻
　「差別を許さず
　　　〜連続⼤量差別 はがき事件〜」

30

　浦本誉⾄史さんが体験した差別事件の真相とは︖「差
別」をキーワードにあらゆる人権問題の本質に迫る。

2012

227  いま、部落を語る若者たち 27

　「部落」に対する問題意識を持つ若者が、それぞれの暮ら
しの中で模索を続け、差別問題と向き合っていく姿を描い
た作品。 2004

223 ⻘春のヒューマン・ステージ 31

　人権問題に対する認識を深め、日常生活において人権
への配慮が態度や⾏動に現れるような感覚を身につけるこ
とをねらいとした作品。 2006

215 ⼤地の⺟　きくゑ 33

　⼤正に生まれ、差別と闘い、昭和・平成と生きてきた⼀
人の⼥性の⼼温まる感動のドキュメンタリードラマである。

2005

205
私の中の差別意識
部落差別問題から考える

24

　部落差別問題を通し、人の中に巣⾷う差別意識への気
づきを促す。

2010

194 私の好きなまち 35

　身近な暮らしの中から人権問題に気づき、お互いの違い
を認め合い、共に生きることの⼤切さを訴える。

2006

186
同和問題と人権
　〜あなたはどう考えますか〜

28

　同和問題とは⼀体どのような問題なのか、どうしてこのよう
な問題が存在し、何故なくならないのか。同和問題につい
ての基礎的内容。 2008
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