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第３回 個性づくりテーマ展示 

《人権》 

物語からのアプローチ 

 

展示期間 １０月２９日～１２月２０日 

展示場所 南台図書館２階 展示コーナー 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中野区立南台図書館 

０３－３３８０－２６６１ 

南台図書館ふれあい便り 
第３便 

２０１１年１０月２９日 
 

 

私達は将来何になりたいかを選び、自分の考えを自由に発言し、自分らしく生きる

ことができます。現在の日本では当たり前のようですが、この“人権”は、今後も私た

ちが向き合っていくべき大切なテーマでもあります。 

権利というと固く考えがちなテーマですが、身近な物語の中から“人権”について

考えてみませんか？ 

今回当館では、様々な物語を集めてみました。 

  展示資料は貸し出しもできます。 
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人権とは？ 
 

人権とは、誰もが生まれながらに持っている、人間が人間らしく生きるための権利

です。自由に発言すること、自由に学ぶこと、自由に職業を選び働くこと、自分の選

んだ宗教を信じること、自分の選んだ人と結婚することなど、各人が幸せを追求する

ことが認められています。 

人権は、人類の歴史の中で築かれてきた最も大きな財産であり、すべての人が

夢と希望に満ち、自分らしく生きていくために必要不可欠なものです。世界人権宣言

や日本国憲法でも、侵すことのできない永久の権利として認められています。 

日本国憲法では、すべての国民が自由に生きるための「自由権」、人種、信条、

性別、社会的身分、門地などによって差別されないとする「法の下の平等」、生きる

権利や、教育を受ける権利、働く権利などの「社会権」といったものが基本的人権と

して定められています。 さらに、社会が複雑になるにつれて、今までに無かった問

題が生じ、新たな権利が承認される傾向もあります。いじめ、セクハラ、児童虐待、

過労死、プライバシーの侵害などもすべて人権侵害に当たります。 

 

今日でも、この人権を踏みにじる行為や偏見・差別は至る所に存在しています。

「人権」は日本国憲法で保障されていますが、その保持には絶え間ない努力が必要

です。私達は、誰もが幸せに暮らせるよう、お互いを思いやり、お互いの人権を尊重

しながら、共に生きる社会を築いていかなければなりません。 
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1776年 7月 4日 アメリカ独立宣言 

1789年 7月 14日 バスティーユ襲撃 フランス革命勃発 

革命後の国民議会で議決された「人は生まれながらに平等である」という宣言は 

現代社会でも影響を与えています。 

1939年 9月 1日 ドイツ軍ポーランドへ侵攻 第 2次世界大戦勃発 

1948年 12月 10日 世界人権宣言 （第 3回国際連合総会にて採択） 

  第 2次世界大戦では約千万人のいのちが犠牲となり、国際社会として平和を築くべく 

  国際連合が成立しました。 国連では、“戦争こそが最大の人権侵害である”と考え、 

  「人権を確立することが恒久平和の基礎である」と、この宣言の前文にて指摘していま 

  す。 

世界人権宣言への大きな流れ 

人権週間とは 
1948 年 12 月 10 日に採択された「世界人権宣言」を記念して、日本では人権の重要性を理解

し、より深く考えるために、12月 4日～12月 10日の期間を「人権週間」と制定しています。 

この期間中は全国各地で、人権についての講演や映画といった多くの催しが行われます。 

中野区では、12月 5日～12月 9日に区役所 1階にて、様々な人権に関する「人権週間パネル

展」が、行われます。 

中野区の人権への主な取組み 
 

 

 

＊人権擁護相談 
人権擁護委員による相談。（秘密厳守・無料） 

毎月第 1火曜日の午後 1時～4時（定員 6名） 

予約は、相談当日の午前 9時～電話でのみ受付。 

電話番号：０３－３２２８－８８０２ 

（区役所 1階 区民相談担当） 

 

＊人権の花運動 
小学校の児童を対象に、互いに協力し花を育てる

ことで、思いやりの心を育み、環境に対する理解を

深め、人権への関心を深めることを目的に実施。 

平成 23年度は、区内 4校が参加。 

＊人権週間パネル展 
人権週間に併せ区役所 1階区民ホールで 

人権パネル展を実施。 

平成 23年度の予定：12月 5日（月）～9日（金） 

  内容：「人権の花」運動の成果、人権メッセージ発表作品、 

      子供の権利に関するポスター、女性の人権、 

エイズ問題、罪被害者支援、北朝鮮拉致問題など 

＊人権作文コンテスト 
次代を担う中学生が人権問題に関する作文を書く

ことで、人権への深い理解と人権感覚を身につけ

ることを目的に実施。 

なお優秀作品は人権週間パネル展にて見ること

ができる。 

平成 23年度は、区内 10校が参加。 
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展 示 資 料 の 紹 介  
 

 

 

 

 

 

 

猿回しの第一人者として一世を風靡した村崎太郎氏の自伝です。 

被差別部落出身の著者が、多くの試練に見舞われた半生を綴っています。 

差別問題も含め、タブー視されている様々な問題から目を背けず、 

「もっと語り合いませんか？」という著者の思いが込められた一冊です。 

 

 

 

 

 

 

 

この小説では、現在の“僕”と過去の“わたし”を中心にして物語が展開され

ていきます。 

複数の登場人物の中に、“僕”と“わたし”の日常を変える“ブータン人”が現

れます。この“ブータン人”（＝外国人）への思い込みが、作中で形を変えて

過去現在に影響を与えます。 

また、作中にはエイズ問題も出てきますが、登場人物たちの“エイズ”という

病気のとらえ方にも注目してみてください。 

ボロを着た王子様   ７７９．５ ム 

村崎太郎著 ポプラ社 ２００９年 

７７９．５ ム 

アヒルと鴨のコインロッカー  ９１３．６ イサ 

伊坂幸太郎著 東京創元社 ２００３年 
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リストに載っていない資料もありますので、棚をご覧ください。 

人権展示リスト 

人権に関する参考資料など 
日本を舞台にした物語 

外国を舞台にした物語 

＊テキストブック 現代の人権 ３１６．１ カ 

川人博編著 日本評論社 2004年 

 

＊人権宣言と日本 ３１６．１ ジ 

深瀬忠一編 勁草書房 1990年 

 

＊アメリカ黒人の歴史 ３１６．８ ン 

 パップ・ンディアイ著 創元社 2010年 

 

＊差別と日本人 ３６１．８ ノ 

 野中広務著 角川書店 2009年 

  

＊北海道人 ９１３．６ サエ 

 佐江衆一著 新人物往来社 1999年 

 

＊橋のない川 ９１３．６ スミ 

 住井すゑ著 新潮社 1992年 

 

＊砂の器 ９１３．６ マツ 

 松本清張著 新潮社 2006年 

 

 

＊王妃の離婚 ９１３．６ サト 

佐藤賢一著 集英社 1999年 

 

＊六千人の命のビザ ９１６ ス 

 杉原幸子著 朝日ソノラマ 1990年 

 

＊カラーパープル ９３３ ウオ 

 Ａ・ウォーカー著 集英社 1986年 ＊ハーモニー ９１３．６ イト 

 伊藤計劃著 早川書房 2008年 

 

＊女の一生 ９１３．６ エン 

遠藤周作著 朝日新聞社 1982年 

 

＊私を抱いて そしてキスして ９１６ イ 

 家田荘子著 文藝春秋 1990年 

考えてみよう 
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人権に興味を持った方も、より知識を深めたい方もいらっしゃるかと思います。 

     ここでは、基本的な人権についての資料・情報の調べ方を紹介します。 

 

１． 情報検索のキーワード 

人権について調べる際に幾つかのキーワードがあります。 

これらを使うことで、より効率的な調べ方ができます。 

 

人権、基本的人権の自由、世界人権宣言、人権週間、フランス革命、国連人権委員会、 

アムネスティ・インターナショナル、マイノリティ、人種差別、アパルトヘイト、難民、奴隷制度、 

ユダヤ人、アイヌ、部落、同和問題、在日外国人、エイズ、HIV、偏見、労働問題、貧困、 

女性問題、セクシュアル・ハラスメント、ジェンダー、いじめ、児童虐待 

 

２． 基本的な情報を調べる 

 
(ア) 用語を調べる 

資料情報       請求記号    所蔵館   

世界大百科事典      
 ０３１ セ ３４ 南台図書館 

平凡社 2009年     

現代用語の基礎知識 ２０１０   
 ０３１ ゲ １０ 南台図書館 

自由国民社 2010年 
  

人権事典  Ｒ３１６．１ ロ 

３１６．１ ロ 

（中央図書館参考資料室） 

（本町図書館） デイビッド・ロバートソン著 明石書店 2006年 

 
(イ) テーマの棚を調べる 

分野 分類記号 分野 分類記号 分野 分類記号 分野 分類記号 

人権 ３１６ 憲法 ３２３ 労働問題 ３６６ 女性問題 ３６７ 

 

 

(ウ) 人権に関する図書を調べる 
中野区立図書館ホームページの蔵書検索を使って調べる 

→http://www3.city.tokyo-nakano.lg.jp/tosho/index6.html 

 

人権について調べてみよう 
 

http://www3.city.tokyo-nakano.lg.jp/tosho/index6.html
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資料情報         請求記号 所蔵館   

絵で見てわかる人権   
３１６．１ イ 南台図書館 

岩本一郎著 八千代出版 2011年   

テキストブック 現代の人権   
３１６．１ カ 南台図書館 

川人博著 日本評論社 2004年 

はじめての憲法総論・人権   
 ３２３．１４ オ （本町図書館） 

尾崎哲夫著 自由国民社 2011年 
 

 

 （中野区未所蔵の場合） 東京都内公立図書館で所蔵されている図書を探す→http://metro.tokyo.opac.jp 

         

(エ) 雑誌・新聞を探す 
雑誌を探す→「人権と部落問題」（部落問題研究所） （中央図書館所蔵） 

原紙（朝日・毎日・読売・産経・東京・日経）→南台図書館 1階新聞コーナーにあります。 

毎日新聞縮刷版→南台図書館２階大型本コーナーにあります。 

 

３． その他の情報 

   人権に関する資料など（法務省）→http://www.moj.go.jp/JINKEN/index_shiryo.html 

 

４． 関連機関のご案内 

  ＊人権擁護局（法務省内） http://www.moj.go.jp/JINKEN/index.html 

   〒１００－８９７７ 東京都千代田区霞が関１－１－１   

 常設相談窓口 TEL：０５７０－００３－１１０  

    女性の人権相談窓口 TEL：０５７０－０７０－８１０ 

    子どもの人権相談窓口 TEL：０１２０－００７－１１０ 

     （電話での相談受付時間は、平日午前８時３０分～午後５時１５分まで） 

 インターネット人権相談窓口 http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken113.html （２４時間受付） 

    

   ＊中野区男女共同参画センター アンサンブル   

    〒１６４－０００１ 東京都中野区中野２－１３－１４ TEL：０３－３３８０－６９４５ 

 中野区立南台図書館 

2011年 10月 29日作成 

http://metro.tokyo.opac.jp/
http://www.moj.go.jp/JINKEN/index_shiryo.html
http://www.moj.go.jp/JINKEN/index.html
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken113.html
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 南台図書館からのお知らせ 

★小さい子向けおはなし会 保護者向け絵本講座★ 

お子さんの発達段階に応じた絵本の選び方などを、 

実演を交えながらお話します。 

お子さんと一緒にご参加ください。 

 

日時：２０１１年１１月１９日（土） 午前１１時～１１時３０分 

会場：南台図書館１階 親子読書コーナー 

対象：０～３歳児とその保護者 

定員：２０名 

 

 

★クリスマスおはなし会★ 

クリスマスにちなんだお話の読み聞かせと、簡単な工作を予定しています。 

皆で楽しいひとときを過ごしましょう。 

 

日時：２０１１年１２月２４日（土） 午後３時～４時 

会場：南台図書館２階 おはなしのへや 

対象：小学校低学年位まで 

定員：２０名 

 

 

 
どちらも申し込みは不要。直接会場までお越しください。 


