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5 もっと　素敵に　ハーモニー

仕事一筋で家庭をかえりみない博。家のことや地域

のことは妻に任せっきり。子どもとの会話もない状

態に家庭の不満がつのる。また、その博の思いこみ

や行動が会社でも不協和音を生じ始めさせている。

そんな時、博の父・清一が怪我をした。博はしぶし

ぶ介護休業を取得して父の世話をすることになっ

た。

博と同じく仕事一徹だった父・清一だが意外にも地

域で顔が広いことに驚かされる。父の変わりよう

と、介護休業中に出会った人たちの、イキイキとし

た生活ぶりに触れ、やがて博の意識と行動に変化が

見え始める。 ［2004 年度制作］

30分 2005年

DVDビデオ

プッシュ

中学で陸上競技をやっていた主人公・加奈が、高校

に入ったある日、突然「私、相撲部に入る」と宣言

します。「女の子がなぜ？」と驚愕する両親。相撲

部の監督はもとより、男子部員も一斉に拒否感をあ

らわに反発しますが加奈はあきらめません。このビ

デオは「自分らしく生きること」とは何かを考えて

いただく内容になっています。

28分 2005年

大助花子の男・女

どっちが得？

男だから･･･、女だから･･･、そんな固定観念の垣根

を取り払って、一人の人間としていきいき生きるこ

とのできる社会、それが男女共同参画社会です。

日々の暮らしの中で「変だな」「おかしいな」と感

じたり、気づいたりすることから見つめ直してみま

しょう。当たり前と見過ごしていることの中に、性

別を理由とした不合理な取り扱いや、固定的な見方

が潜んでいることがあります。このビデオは、楽し

みながら、暮らしの中にある問題点について考えていた

だく内容のビデオです。

26分 2005年

地域こぞって子育てを！

地域社会や企業における子育て支援の仕組み、国に

よる仕事と子育ての両立支援策などの紹介。さまざ

まな制度や活力を利用する新しい育児のあり方を、

取材映像を通じてガイドします。

［2003 年制作］

28分 2003年

VHSビデオ　　

男女共同参画時代の

セクシュアル・ハラスメント

男女共同参画社会の基本理念である人権に焦点をあて，

セクシャル・ハラスメントが起きる現象を見てその真の

原因を検証し，解決に必要な対応方法を考えていきま

す。

１．セクシャル・ハラスメントの

　　対策事例

２．ケースで考えるセクシャル・

　　ハラスメント

1.22分

2.20分
2004年

ＤＶＤ・BHSビデオ一覧表（男女共同参画）

タイトル 時間 年度
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職場のセクシュアル・

ハラスメント

ジェンダー・フリーな組織をめざして

１．セクシュアル・ハラスメントとは何か

　女性部下をしばしば食事に誘う男性上司にセクハラの

疑惑が！

　どのような行為がセクハラとなるのか，何が原因と

なっているのか，ケースドラマを通じ紹介している。

　

　２．セクシュアル・ハラスメントを生まない組織に

　｢セクハラの基準｣ ｢派遣社員の問題｣ ｢上司からの誘

い｣ 等，戸惑いながら問題を一つずつ検証しつつ，ジェ

ンダー・フリーな組織をつくる意識のあり方を考えてい

く。

1.20分

2.20分
2009年

女性の人権シリーズ

夫の虐待を許さない！

－夫婦のモラル・ハラスメント－

見下した態度と言動で、妻の人権を傷つけながら、全く

自覚のない夫。夫に従うのが自分の役割だと思い込み、

実際の暴力がないため、虐待だと気づけない妻だった

が・・・。

　家庭に潜む、女性への人権侵害について考えます。

19分 2011年

セクシュアル・ハラスメント

〜しない　させない許さない〜

ミニドラマとナレーションで構成しています。ドラマで

問題提起をし，解説とともに振り返り，どこに問題が

あったのかを検証していく構成になっています。

24分 2007年

あなたの彼氏 彼女は

大丈夫？

〜恋人関係のDV被害〜

DV（ドメスティックバイオレンス）とは，夫婦など親

密な関係にある男女間で起こる暴力。しかし，これは大

人の間だけの問題ではありません。婚姻関係のない，若

い恋人同士においても暴力による対等でない関係があり

ます。これをデートDVといいます。

　暴力を振るう方も，振るわれる方も，それが暴力だと

なかなか気付きません。気付くことから解決に向かって

いくのです。

19分 2008年

あなたを応援します

〜いつでもどこでも誰でもチャレンジ〜

再就職にチャレンジして起業した人、子育ての経験

を活かして起業、NPO 活動にチャレンジした人、農

村で起業にチャレンジしたグループ等様々な場所

で生き生きと活躍する女性たちが登場し、力強いメ

ッセージを送ってくれます。 ［2004 年制作］

40分 2005年

新しい風
家庭内で生じる児童虐待やＤＶから子どもや妻の人権を

守り，対等な関係を築いていくことや子どもの意思を尊

重することの大切さについて描いております。

30分 2006年

広がる未来

「チャレンジする女性たちの現在を描く」

女性としてどんな仕事ができるのだろう、自分らし

い生き方ってなんだろう？高校生の視点からチャ

レンジする女性たちの現在が描かれています。

［2005 年制作］

29分 2005年

年度タイトル 時間
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18
あなたを応援します

〜いつでもどこでも誰でもチャレンジ〜

再就職にチャレンジして起業した人、子育ての経験

を活かして起業、NPO 活動にチャレンジした人、農

村で起業にチャレンジしたグループ等様々な場所

で生き生きと活躍する女性たちが登場し、力強いメ

ッセージを送ってくれます。 ［2004 年制作］

40分

体験！発信！チャレンジ・ストーリー

〜まちづくりにかける元気な女性たち〜

（ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ：陣内 貴美子）

●コミュニティ･ショップの夢にチャレンジ！

（２９分）

滋賀県栗東市…ＮＰＯ法人『びぃめ〜る企画室』

●歴史ある町並みを蘇らせる女性たち！（２９分）

熊本県宇城市…『風の会』

●“人”と“気持ち”をつなげたい！（２９分）

京都府舞鶴市…ＮＰＯ法人『舞鶴市女性センターネッ

トワークの会』 ［2006 年制作］

87分

元気に再チャレンジ！

〜キラキラしている女性たち〜

（出演 森口 博子）

家事と育児に明け暮れる日々を送っていた主婦・山

田裕美は再び社会で働きたいと思い立ち、早速、求

職活動を始めるも不採用。３０歳代後半で、子育て

中、社会との関わりを絶って久しい裕美に、再就職

の道は険しかった。裕美は再び、求職活動に積極的

に取り組むが、果たして努力は実るのか？

実際に再チャレンジを果たした女性達が登場し、

実体験を語りながら力強いエールを送ります。

［2006 年制作］

25分

タイトル

ワーク・ライフ・バランス

〜働きがいのある職場と

生き生きした暮らし〜

（ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ：早見 優）

「ワーク・ライフ・バランス」。それは、多様化す

る生活スタイルや働き方に対する新たな取り組み

です。充実した暮らしとは何か。働くことへのモチ

ベーションを高めていくためには。

仕事と生活の調和を図るためにワーク・ライフ・バ

ランスを推進する組織や個人の取り組みを紹介し

ています。 ［2007 年制作］

27分

パワー・ハラスメント

そのときあなたは…

●パワー・ハラスメントの基本的な解説，●パワー・ハ

ラスメントへの対応，●被害者へのインタビュー，●事

例にもとづくドラマと解説，●二次被害の基本的な解

説，から構成される。セクシュアル・ハラスメントもパ

ワー・ハラスメントも権力の濫用であることに変わりは

ありません。

26分 2012年

あなたを守りたい

〜DVと児童虐待〜

時間 年度
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明日への道しるべ

－まちづくりにかける元気な女性たち－

女性の元気が地域を活性化している事例が全国に

見られることから、これら各地の優良事例を全国に

普及するため、内閣府男女共同参画局がアドバイザ

ー等を派遣するなど各地の自主的な活動を支援し、

合わせて地域づくりに取組む模様のドキュメンタ

リーＤＶＤとして編集したものです。

・再発見！私たちのオリジナル観光マップ

青森県八戸市「はちのへ女性まちづくり塾生の会」

・伝えたい！民話で語る村の心

福島県安達郡大玉村「森の民話茶屋」［2008 年制作］

60分

生命だきしめて

赤ちゃんの誕生を心待ちにする幼い姉と兄。生まれて初

めて託児を体験する中高生。新しい生命の誕生に幸せを

かみしめる家族の姿。３つの物語を通して，子どもの人

権，とりわけ生命の重みについて問いかける。

29分 2006年

配偶者からの暴力の根絶をめざして

〜配偶者暴力防止法のしくみ〜

配偶者からの暴力は犯罪となる行為を含む重大な

人権侵害です。配偶者からの暴力は、あなたの身近

なところでおきています。

「配偶者暴力防止法」は平成13 年に制定され、平

成19 年7 月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成立し、平成20 年1 月に施

行されました。 ［平成20 年度制作］

35分

夢へのパスポート

〜まちづくりにかける元気な女性たち〜

・子育て№１の街を作りたい！

・地元の伝統食を現代に発信した！

・ 団魂世代が“元気”を生み出す街にしたい！

［2007 年制作］

各29分

ワーク・ライフ・バランスを知っていますか？

〜働くオトコたちの声〜

ワーク・ライフ・バランスとは、「仕事」と「生活」

を調和させるライフスタイルのことで、家庭や会社

など私たちの身近なところで、ワーク・ライフ・バ

ランス社会の実現を目指す企業や、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キュメン

タリータッチで紹介します。 ［2008 年制作］

27分

タイトル 時間 年度

男たちの居場所づくり

－家庭や地域を見なおそう－

男は仕事、女は家庭という考えが変化している中、仕事

一筋を見直し、子育てや地域活動に取り組む男性が出て

きた。ここでは、さまざまな共働き夫婦を紹介し、悩み

ながら家庭や地域に役割を果たす喜びを描いている。

21分 2000年



No.

25

タイトル 時間 年度

人と人とのよりよい関係をつくるために

交際相手とのすてきな関係をつくっていくには

若者層を対象とした交際相手からの暴力の予防啓

発教材「人と人とのよりよい関係をつくるために」

を使った授業の例を、指導者向けにわかりやすく解

説した教材です。 ［平成21 年度制作］

42分


