別 紙 ２

啓発用ビデオリスト
（2022年3月現在）

（A） 男女共同参画・ジェンダー
№

タ イ ト ル

種類

みんなで考えよう性差別の現
A-1 VHS 在 女と男のイイ関係

（アニメーション）

A-2 VHS 加恵、女の子でしょ！

上映
時間

23分

男性も女性も性別に関係なく能力を発揮できる社会をつくって
いくための「男女共同参画社会基本法」をわかりやすく解説

2001年

54分

小学校６年生相原翔太の家族の姿をとおして、背景にある習
慣や人々の意識、制度について考えます。

2001年

翔太のあした
同参画社会

何だろう？自分らしい生き

A-5 DVD 方って

～男女平等を考える

男らしさ、女らしさについて考えたことがありますか？ もしも男と女
18分 が入れ替わったら？ ストーリーから、今の社会の矛盾に気づきま 2000年
す。

人権の扉をひらく
気づいていますか？「思い込み」の壁
A-6 VHS ～気づいていますか？身近 25分 気づいていますか？「差別」と「偏見」の背景
気づいていますか？ パワーハラスメントと同調の弊害
な人権
あなたを応援します

製作

｢ひとは女に生まれない、女の子でしょ！と云われながら女になっ
47分 ていく｣。 女性映像作家のパイオニア出光真子が、ボーボワール 1996年
｢第二の性｣から着想し、芸術家カップルに生じる問題を描く。

のあらまし

A-4 VHS 子供の目から見た男女共

容

レイコが仕事を終えて家に帰ると、先に帰っていた夫・尚に「メシ
29分 が遅い！」と言われ・・・「性別役割分担」や「ジェンダー（社会的 1995年
性差）」などの問題を、アニメでわかりやすく説明しています。

21世紀はみんなが主役

A-3 VHS 男女共同参画社会基本法

内

2004年

チャレンジ～

再就職にチャレンジして起業した人、子育ての経験を活かして起
40分 業しNPO活動にチャレンジした人・・・様々な場所で生き生きと 2004年
活躍する女性たちが登場。力強いメッセージを送ります。

A-8 VHS

広がる未来！私が選ぶ
チャレンジする女性たち

将来に漠然とした不安を抱いた高校生3人が、あこがれる生き
29分 方をしている女性を探して取材し、ホームページを作ることに。
様々な分野で活躍する5人の女性たちと出会います。

A-9 VHS

元気に再チャレンジ

家事と育児に明け暮れる日々を送っていた主婦が、再び社会で
25分 働きたいと思い立ち、求職活動を始めるも不採用。再チャレンジ 2006年
を目指す仲間と出会い、勇気づけられます。

A-7 VHS ～いつでもどこでも誰でも

～キラキラしている女性たち～

体験！発信！チャレンジ・

A-10 DVD ストーリー ～まちづくりにか

ける元気な女性たち～

39分

「女性たちの“元気”が地域を活性化する」。全国の事例から、
地域づくりに取り組む模様のドキュメント

2005年

2006年

29分 子育てNo1の街をつくりたい！（新潟県上越市）

夢へのパスポート
A-11 DVD ～まちづくりにかける元気な
女性たち～

29分 地元の伝統食を現代に発信したい！（岐阜県郡上市）
29分 団塊の世代が“元気を生み出す街にしたい！（東京都大田区）

（次ページへ続く）
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2007年

（A） 男女共同参画・ジェンダー （続き）
№

タ イ ト ル

種類

明日への道しるべ

上映
時間

内

容

30分 再発見！私たちのオリジナル観光マップ（青森県八戸市）

A-12 DVD ～まちづくりにかける元気な

A-13 DVD

2008年

女性たち～

30分 伝えたい！民話で語る村の心（福島県安達郡大玉村）

誰でも どこでも
～男女平等をめざして～

賃金や労働条件で極めて差別的な待遇を受けている非正規
40分 労働者、その多くは女性です。女性たちの声に耳を傾け、均等
待遇、女性の人権を確立する活動を取り上げます。

わたしからはじめる人権
A-14 DVD
女性の人権編

製作

2011年

ドラマ、ドキュメンタリー、解説と3つのパートで構成。自分が被害
者、加害者、傍観者になっていないか問いかけ、被害者たちの
23分
2012年
心の痛みを知ることで、日常に差別があった場合どうするべきか
を考えます。

安心できる避難所づくり

女性に優しい避難所は、多様な人達にとっても安心できる避難
30分 所につながります。震災から3～4日後の避難所づくり・運営のポ 2013年
イントを、男女共同参画の視点からまとめています。

男女共同参画で地域力

シリーズ総合編では、男女共同参画の視点で地域の重要課題
23分 を取り上げる。プロローグ／地域の女性リーダー／男性の地域 2016年
参加／地域と高齢化／エピローグ

A-15 DVD ～男女共同参画の視点を避
難所運営に～

A-16 DVD UP！

～総合編～
男女共同参画で地域力UP！

～企業編～
A-17 DVD
ワーク･ライフ･バランス

㈱ふくやの事例

「育児休業後の職場復帰と働き方」、「働きながら地域活動を
10分 どう担っていくか」について、企業としてどのように考え、実践してい 2016年
るか

男女共同参画で地域力UP！

A-18 DVD

～家庭編～

家事・育児を分担する男た
ち

14分

結婚当初から共働きの夫婦（それぞれ30代、40代の2組）が、仕
2016年
事の継続と家事・育児分担の実践を紹介

11分

福岡市内の学校区で取り組まれている防災訓練、災害対策を
2016年
男女共同参画の視点から取り上げる。

男女共同参画で地域力UP！

A-19 DVD

～防災編～

防災・災害復興は男女共
同参画で
映像で学ぶジェンダー入門

A-20 DVD ①男らしさ／女らしさ

～社会を覆うジェンダー・ステ
レオタイプ～

①ジェンダー･ステレオタイプとは？ ②学問におけるジェンダー･ス
テレオタイプ ③「男らしい進路」「女らしい進路」 ④学校現場
40分
2021年
のジェンダー「隠れたカリキュラム」 ⑤ジェンダー･ギャップをなくすに
は？

映像で学ぶジェンダー入門
①ジェンダーに基づいた結婚制度に縛られない社会へ ②夫婦
A-21 DVD ③結婚・家庭におけるジェン 38分 同氏（同姓）制について考える ③ジェンダーにとらわれない家事 2021年
の役割分担に向けて ④出産や子育てにおけるジェンダー
ダー

A-22 DVD

映像で学ぶジェンダー入門

④労働とジェンダー

①＃KuToo運動を考える ②マタニティ・ハラスメントについて考
35分 える ③男女雇用機会均等法 ④性別による賃金格差 ⑤性 2021年
別職務分離（ジェンダー・セグリゲーション）

（次ページへ続く）
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（B） 学習教材用 （家庭や学校における男女共同参画、子どもへの性的虐待 他 ）
№

タ イ ト ル

種類

こんなときはノー！といおう

B-1 VHS 性暴力をはねかえすための

ビデオ

B-2 VHS

社会科資料ビデオ

小春ちゃんちの人々

気づくことがはじめの一歩

B-3 VHS 男女共同参画社会を築くため
に
男女共同参画社会づくり啓発
B-4 VHS ドラマ

プッシュ！ Push

上映
時間

内

容

製作

子どもは､見知らぬ人への警戒心は持っているが、よく知っている
14分 人からの性的な誘いをはねつける方法は知らない。子どもへの性 1999年
的虐待を未然に防ぐために(小学校 中･高学年向)

介護・年金・育児など「家族と社会保障」をテーマに、どこの家
25分 庭でも見られる家族風景を、中学3年生の小春ちゃんの目を通
して見たコメディータッチのドラマ。中学生にもわかりやすく解説

1999年

男女共同参画への取り組みがされる一方で、「男は仕事、女は
家庭」といった固定的な役割分担意識から抜け出せない人も。
24分
2002年
地域や家庭からそれぞれの意識を変えていく大切さを考えます。
文部科学省選定
主人公・加奈は高校に入ったある日、「私、相撲部に入る」と宣
28分 言。周囲は驚き、拒否感をあらわにしますが・・・「自分らしく生き 2003年
る」とは何かを問いかけます。文部科学省選定（少年・青年向）

（C） セクシュアル･ハラスメントの防止
セクシュアル・ハラスメントは誰にとっても他人事ではない。男女の
25分 日常での小さな意識の違いが原因になりうる。ケースドラマからセ 1997年
クハラについて考えよう

C-1 VHS

セクシュアル･ハラスメント

C-2 VHS

平成11年4月1日に施行された改正男女雇用機会均等法。同
改正均等法とセクシュアル･
25分 法とその指針に基づくセクハラとなる行為など、企業管理者必見 1999年
ハラスメント
の内容

ここがポイント！トラブル防止

ケースで学ぶ セクシュア

セクハラ訴訟がおきたとき、使用者責任が問われるか否かは日
30分 常の取組みと苦情・相談への対応次第。雇用管理上の配慮義 1999年
務を具体的な事例とともに解説

ストップ！職場のセクシュア
ル･ハラスメント(管理職編)

職場のセクハラを防止し、男性も女性もいきいきと働ける職場に
27分 するために、管理職としてどの様な点に留意し取り組んでいけば 1999年
良いのか

C-3 VHS ル･ハラスメント対応
問題が起きたらどうするか？

C-4 VHS

（D） ＤＶ （ドメスティック・バイオレンス）被害への理解
ドメスティックバイオレンス

表に出にくいDＶ。暴力を振るわれる、精神的暴力を受けるなど
D-1 VHS どうして私を殴るのですか
25分 の女性が増えている。DVの早期発見チェックシートを紹介、事例 1999年
～妻や恋人への暴力は犯罪で
と対応を解説
す～

D-2 VHS

ドメスティック・バイオレンス
２ ～より良い援助のために～

被害者を支援するネットワーク／DV被害者への対応（二次被
30分 害について考える、被害者の複雑な心理への対応）／援助者
自身のケア／より良い援助のために

1999年

D-3 VHS

ドメスティック・バイオレンス
は犯罪です

「痛みを力に」、「パートナーに殺される前に駆け込みシェルター
20分 へ」。シェルターを運営する『女のスペース・おん』（札幌市）のＤＶ
対応と、その実態

1999年

（次ページへ続く）
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（D） ＤＶ （ドメスティック・バイオレンス）被害への理解 （続き）
№

タ イ ト ル

種類

上映
時間

内

容

製作

再出発へのサポート

ＤＶ被害者をかくまうだけが駆け込みシェルターの仕事ではない。
D-4 VHS ～女のスペース・おん 駆け込 18分
1999年
相談から自立までの長い道のりを共に闘う。
みシェルターの現場から～

D-5 VHS

根絶！夫からの暴力
あなたは悩んでいませんか？

配偶者からの暴力の根絶を

D-6 DVD 目指して
～配偶者暴力防止法のしくみ

27分

「配偶者暴力防止法」施行にあわせ、法律の内容をドラマ形式
2001年
でわかりやすく解説

「配偶者暴力防止法」は平成13年に制定され、平成19年7月
35分 に保護命令の拡充や市町村の取組の強化を柱とした改正法が 2008年
成立。その改正法について詳しく説明します。

人と人とのよりよい関係をつ
若年層を対象とした、交際相手からの暴力の予防啓発教材を
D-7 DVD くるために
42分 使った授業を、指導者向けに解説。そのまま教材として視聴でき 2009年
交際相手とのすてきな関係を
つくっていくには

る部分も含めた構成です。

デートＤＶ
DVは、親密な関係の相手に対するからだと心への暴力です。大
D-8 DVD ～相手を尊重する関係をつ 30分 人だけの問題ではなく、若者の間でも広くおきています。相手を 2010年
尊重する関係をつくる大切さをわかりやすく学べます。
くる～

（E） 女性の健康 ・ ワーク･ライフ･バランス ・ その他

E-1 VHS

あなたのナイス･エイジング
更年期からすこやかに生きる

27分

３人の女性の更年期体験の紹介と東京医科歯科大学更年期
1997年
外来の麻生武志先生のお話。上手に更年期とつきあおう

STOP CHILD LABOUR

ベルサイユ平和条約によって1919年に設立された ILO（国際労
E-2 VHS 日本の子供たちは何を考えた 32分 働機関）。ILO制作の児童労働禁止をうったえるビデオ「Ｉ ａｍ ａ 1999年
か 児童労働禁止キャンペーンビ
ｃｈｉｌｄ！/働かされる子供たち」を使った授業の様子をレポート
デオ

E-3 VHS

課外授業 ようこそ先輩
演出家 野田秀樹

遊びの中から｢勇気｣や｢信頼｣といった言葉を体で感じ取ろう。
43分 子どもたちが1時間あまりで作り上げた、アイディア満載のお芝居 1999年
が発表される。

E-4 VHS

課外授業 ようこそ先輩
法政大学教授 田嶋陽子

押しつけられた男女観ではなく、子ども自身が直感的に感じる
43分 男女の役割や生き方を「将来の自分像」という子どもたちの絵を 1999年
通して引き出そうと試みる。

E-5 VHS

課外授業 ようこそ先輩
作家・博物学者 荒俣 宏

「この世は妖怪に満ちている」。10年の歳月をかけて作成した“世
43分 界大博物図鑑”の経験をもとに、子どもたちと一緒に“板橋第七 1999年
小学校の図鑑”を作る。

E-6 VHS

課外授業 ようこそ先輩
料理人 三國清三

「幼い頃に覚えた故郷の新鮮な食材が、今も重要な味覚のベー
43分 スとなっている」。料理を通して、食べることの本当の意味、大切 1999年
さ、楽しさを子どもたちに問いかける。

（次ページへ続く）
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（E） 女性の健康 ・ ワーク･ライフ･バランス ・ その他 （続き）
№

タ イ ト ル

種類

課外授業 ようこそ先輩

E-7 VHS メディア･アーティスト 岩井

俊雄

上映
時間

内

容

製作

「自分でモノを作る喜び」、「自分で表現する喜び」がテーマ。子
43分 どもたちは映像の受け手から作り手に変身し、メディアに参加す
る土台を獲得することになる。

パートタイマーの“やる気”を
人財となるパートタイマーを確保し、能力と「やる気」を引き出す
E-8 DVD 企業活力に
27分 ための取組は、これからますます重要に｡そうした取組を行ってい
均衡処遇で活かせパートの人
財力

生き生きした暮らし～

27分

全ての人を対象に、「仕事と家庭の調和（ワーク･ライフ･バラン
ス）」を可能にするための働き方を見直します。

2007年

ワーク･ライフ･バランスを

ワーク･ライフ･バランス（仕事と生活の調和）の実現を目指す企
27分 業や、仕事と家庭の理想的なバランスを実践する人々の姿をド 2008年
キュメンタリータッチで紹介

1枚のコイン

乳腺外科医・彰の心の支えとなっていく１枚のコイン・・青森の自
18分 然や街並みを織り交ぜながら、若き医師の思いと友情を描いた 2011年
作品

E-10 DVD 知っていますか？
～働くオトコたちの声～

E-11 DVD

2006年

る企業を紹介。パートタイマーの処遇制度の見直しの参考に。

ワーク･ライフ･バランス

E-9 VHS ～働きがいのある職場と

1999年

乳がん検診啓発ショートムー
ビー

（2022年3月現在）
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