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ビデオ（ＶＨＳ） 

タイトル 制作年 上映時間 内容 

プッシュ！  28分 主人公（女性）は高校に入った或る日、「相撲部に

入る」と宣言。驚愕する両親に、拒否感をあらわに

する相撲部の監督、そして反発する男子部員…。

「自分らしく生きる」とは何かを問う内容です。 

夫育て 1997年 16分 男女が一緒に暮らす上での永遠のテーマ、家事の

配分。3 話からなるオムニバスで夫婦のあり方を問

いかける。 

大阪おんな自分流  

PART.1 竹中 恵美子 

1998年 23分 大阪で、各界において先駆的な活躍をしてきた女

性たちの生の声を次の世代へ伝えるシリーズ。 

竹中恵美子は女性労働を研究する経済学者。 

大阪おんな自分流 

PART.2 佐々木 静子 

1998年 24分 女性の地位向上に尽力する弁護士。 

大阪おんな自分流 

PART.3 岡部 伊都子 

1998年 20分 戦争や差別問題の追及を続ける随筆家。 

大阪おんな自分流 

PART.4 大川 恵美子 

1998年 25分 差別と闘う「住吉のおかん」こと、部落解放運動

家。 

大阪おんな自分流 

PART.5 豊後 レイコ 

1998年 20分 日本にエルダーホステル（高齢者向け生涯教育プ

ログラムの一つで、旅をしながら学べる施設）を広

めた、元図書館司書。 

大阪おんな自分流 

PART.6 横井 和子 

1998年 20分 音楽の素晴らしさを伝えるピアニスト。 

大阪おんな自分流 

PART.7 桂 信子 

1998年 20分 「自分流の句」を貫く俳人。 

大阪おんな自分流 

PART.8 飯田 しづえ 

1998年 16分 住みよい町づくりに奔走した、元豊中市議会議員。 

男が立ちどまる時 

      ―男の更年期を考える― 

1998年 37分 社会の流れが大きく変わりつつある現代、高度経

済成長を支えてきた中高年世代の男性たちは、新

しい価値観や生き方を求められている。この時期

の男性 4人にそれぞれの模索と生き方を聞きなが

ら、個人としての自分とこれからどう向きあっていく

のか、その模索の在り方を見ていく。 

 

ストップ！職場のセクシュアルハラスメント 

＜管理職編＞ 

1999年 26分 職場のセクシュアルハラスメントを防止し、男性も

女性もいきいきと働ける職場にするために管理職

としてどのような点に留意し、取り組んで行けば良

いのかを考えます。 

http://kotobank.jp/word/%E5%90%91%E3%81%91
http://kotobank.jp/word/%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%A0
http://kotobank.jp/word/%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%A0
http://kotobank.jp/word/%E6%96%BD%E8%A8%AD


タイトル 制作年 上映時間 内容 

3歳児神話をこえて 

PART.1 子育て心理学にまつわるウソとホント 

      ～「3歳までは母の手で」は本当～ 

1999年 70分 日本でだけ広く信じられている 3歳児神話。その背

景を、子どもの発達過程の専門家であり、母親で

ある講師が分かりやすく説明。 

3歳児神話をこえて 

PART.2 母親の一人育児と育児不安児童虐待 

1999年 101分 育児の中で揺れ、自分を責め、自分を困らせる子

どもを責める。それはなぜ起こるのか？現代の子

育て事情の問題をカウンセラーが解説。 

3歳児神話をこえて 

PART.3 母性神話によりかからないで生きる 

1999年 83分 3歳児神話・母性神話は、女性を縛ると同時に、子

育てをも歪めて来ました。保健師としての長年の経

験から、子育ての基本と女性の自立を分かりやすく

解説。 

3歳児神話をこえて 

PART.4 たくさんの人と豊かに育つ 

1999年 69分 「ひとりぼっちのお母さんのいない地域」「お父さん

も子育ての担い手に」を合言葉に、市として取り組

んできた子育てネットワーク。今、人とのかかわりを

楽しめる子どもが育っています。 

3歳児神話をこえて 

PART.5 男性と子育て 

1999年 78分 「授乳以外の育児はすべて男にもできる」という経

験から、男の子育ての意味と必要性を、あたたか

く、わかりやすく解説。これからのお父さんの勉強会

にぜひ！ 

21世紀はみんなが主役 

～男女共同参画社会基本法のあらまし～ 

2001年 23分 男女共同参画社会基本法の解説をまじえ、男女共

同参画社会の必要性について分かりやすく解説。 

※ＤＶＤ版あり 

根絶！夫からの暴力 

   ～あなたは悩んでいませんか？～ 

2001年 27分 内閣府男女共同参画室の暴力対策専門官の説明

を交えながら、実際の配偶者からの暴力の様子をド

ラマ化して、対処方法等を検討。 

（改訂版）根絶！夫からの暴力 ‘04 

  ～あなたは悩んでいませんか？～ 

2004年 30分 2001年制作の「根絶！夫からの暴力」の内容を、配

偶者暴力防止法の改正を受けて一部改訂。 

自分らしく生きる 

  ～やわらかい家族のかたち～ 

2001年 17分 いきいきとした子どもたちの豊穣を通して、家族に

ついて、ジェンダーについて考える。他人の気持ち

を理解し、相手を尊重し、違いを受け入れるために

どうすればいいのかを、子どもたち自身が考え、率

直に語る。 

家族プロジェクト ： 父の家 2002年 52分 男らしさにとらわれる父親と、自己犠牲の人生を悔

いる母親が、成人した 3人の子供たちと向き合う。

アメリカで教育を受けた娘（監督）が、両親への尊敬

をこめ、韓国の伝統的な家父長制の現代を見つめ

たドキュメンタリー作品。 

大助・花子の 男・女どっちが得？ 2003年 26分 男だから、女だから、という垣根を取り払って、いき

いき生きることのできる、男女共同参画社会。日々

の暮らしの中で「変だな」と感じることを見つめ直し、

楽しみながら問題点について考える。 

地域こぞって子育てを！ 2003年 28分 薬丸裕英が聞く樋口先生の育児支援ガイド。 



タイトル 制作年 上映時間 内容 

cheer up ！ チアップ！ 

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～ 

2004年 40分 子育て経験を活かして企業した人、農村で企業にチ

ャレンジしたグループ…様々な場所でいきいきと活

躍する女性が登場し、力強いメッセージを送る。 

もっと 素敵に ハーモニー 2004年 30分 仕事一筋で、家や地域のことは妻に任せっきりだっ

た夫が、父の介護により意識と行動に変化を見せ

始める。 

広がる未来！ 私が選ぶ 

   ～チャレンジする女性たち～ 

2005年 29分 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？幅広い分野で活躍する女性

たちの経験談を交えながら、主人公 3人のチャレン

ジを描く。 

壺   ～イスラム社会を生きる女たち～ 2005年 12分 イスラム社会に生きる、シリアの若い既婚女性たち

4人の話を、カメラがリズミカルに行き来する。仕事・

家事・育児、そして自分自身について悩み、問いか

ける姿を映したドキュメンタリー。 

働く女性の 60年 2005年 53分 戦後60年で、働く女性の実状と取り巻く環境は何が

変わり、何が変わらないのか―。働く女性のあゆみ

を振り返りながら、次世代の女性たちへのメッセー

ジを贈る。 

元気に再チャレンジ！ 

  ～キラキラしている女性たち～ 

2006年 25分 家事と育児に明け暮れる主婦が、再び社会で働くこ

とにチャレンジする。森口博子主演のドラマと共に、

実際に再チャレンジを果たした女性たちが登場し、

実体験を語りながら力強いエールを送る。 

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～ 

※ダイジェスト版 

2006年 39分 コミュニティ・ショップ運営や旧家を再生しての町並

み再現、女性センターの様々な活動など、自分らし

いまちづくりに取り組む 3団体を紹介。 

※正規版ＤＶＤあり 

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～ 

2007年 27分 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

個人の取組を紹介。 

えっ！これも人権？ 

  ～4 コマ劇場より～ 

2007年 30分 日常生活のふとした出来事などを例にあげ、「なる

ほど、これも人権問題なんだ」と、その大切さに気付

くよう、4 コママンガと実写でわかりやすく構成。 

老いを生きる 

～今日も何処かで高齢者のサインが！～ 

2007年 35分 誰もが通らなければならない老いの問題を、自分の

こととしてとらえ、日常生活の中で、高齢者に対する

やさしさや思いやりの心が態度や行動に表れるよう

な人権感覚を身につける作品。 

 

 

 

 



 

ＤＶＤ 

タイトル 制作年 上映時間 内容 

恋人からの暴力 

～死にいたる愛～ 

1999年 20分 19歳で元の恋人に殺されたモニカの悲劇的な実話

を母親が語る。恋人間の暴力や、それが生活に及

ぼす影響などをまとめた作品。 

21世紀はみんなが主役 

～男女共同参画社会基本法のあらまし～ 

2001年 23分 男女共同参画社会基本法の解説をまじえ、男女共

同参画社会の必要性について分かりやすく解説。 

※ビデオ（ＶＨＳ）版あり 

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～ 

2006年 87分 コミュニティ・ショップ運営や旧家を再生しての町並

み再現、女性センターの様々な活動など、自分らし

いまちづくりに取り組む 3団体を紹介。 

※ダイジェスト版ビデオ（ＶＨＳ）あり 

デートＤＶ 

  ～相手を尊重する関係をつくる～ 

2006年 30分 若者たちが「デートＤＶ」とは何か、なぜ起きるのか

を理解し、自分の問題だと気付き、学ぶため、学校

などで、相手を尊重する関係をつくる大切さを、具

体的にわかりやすく学ぶためのビデオ。 

判例・事例から学ぶ 

セクハラ・グレーゾーン 

  討議用ドラマ編／検証・解説編 

2006年 60分 このケースはセクハラなのか、そうでないのか―？ 

わかっているようで理解しにくい、セクハラのグレー

ゾーン。セクハラへの男女間の誤解を解き、健全な

職場づくりを進めるためのヒントを提供。 

男女共同参画  

パフォーマンスステージ入賞作品集 

しまねの女（ひと）と男（ひと） 性別にとらわれず 

もっと 生きやすい県（まち）になる！ 

2007年 45分 島根県「男女共同参画パフォーマンスステージ」の

入賞 3作品を収録。 

夢へのパスポート 

～まちづくりにかける元気な女性たち～ 

2007年 87分 子育てＮｏ．１、地元の伝統食発信、団塊世代の元

気を生み出す、それぞれの目標に向かってまちづく

りに取り組む 3団体を紹介。 

パワー・ハラスメント そのときあなたは… 2008年 26分 パワー・ハラスメントの被害を受けた人たちへのイン

タビューと、事例にもとづくドラマにより、パワー・ハ

ラスメントをわかりやすく解説。経営者、管理職だけ

でなく、働くすべての人を対象にした研修などに。 

ちゃんときいて 受け止めて 

～スクール・セクシュアル・ハラスメント～ 

2008年 21分 制作者であるＳＳＨＰ全国ネットワークが実施してい

る電話相談から、子どもたちが訴えてくる内容を分

かりやすくドラマ化。現役中学生の演劇部と教師が

演じている。 

明日への道しるべ 

～まちづくりにかける元気な女性たち～ 

2008年 60分 女性たちの学習の場や、茶屋の共同経営からまち

づくりに取り組む 2団体を紹介。 

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～ 

2008年 27分 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。 



タイトル 制作年 上映時間 内容 

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～ 

2008年 35分 配偶者からの暴力の根絶を目指して、「配偶者暴力

防止法」のしくみなどについてわかりやすく紹介。 

同和問題と人権 

～あなたはどう考えますか～ 

2008年 28分 同和問題を正しく理解し、解決するためにはどうす

ればよいのかを考える。 

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～ 

2010年 指導者用

42分、 

受講生用

22分、 

他 9分 

本ＤＶＤを用いた授業の例を、指導者向けにわかり

やすく解説した教材。若年層にそのまま視聴させる

こともできる部分も含めた構成となっている。 

参考資料データもあわせて収録。 

これからの二人 

～大切にしたいから～ 

2010年 23分 全国初の高校生自主制作デート DV 防止啓発

DVD。ショートドラマとインタビュー。 

自分をとりもどす 

～DVサバイバーからのメッセージ～ 

2013年 34分 ５人の DV サバイバーが、どういう経験をし、どうや

ってそこから這い上がり、今どういう思いで生きてい

るのか…それぞれの経験を紹介。 

あなたがあなたらしく生きるために 

～性的マイノリティと人権～ 

2014年 30分 性的マイノリティの入門編。 

（法務省委託 人権啓発ビデオ） 

未来を拓く５つの扉 

～全国中学生人権作文コンテスト入賞作品朗読集～ 

2014年 46分 入賞作品の中から５編の作文を朗読して、アニメー

ションやイラストで紹介。 

（法務省委託 人権啓発ビデオ） 

男女共同参画で地域力 UP！ 2016年 23分 性にもとづくすべての差別を無くし、平等で公正な

社会をめざしている、NPO 法人「ジェンダー平等福

岡市民の会」が制作。 

ワーク・ライフ・バランス 

～企業編 ㈱ふくやの事例～ 

2016年 10分 性にもとづくすべての差別を無くし、平等で公正な

社会をめざしている、NPO 法人「ジェンダー平等福

岡市民の会」が制作。 

家事・育児を分担する男たち 2016年 14分 性にもとづくすべての差別を無くし、平等で公正な

社会をめざしている、NPO 法人「ジェンダー平等福

岡市民の会」が制作。 

防災・災害復興は男女共同参画で 2016年 11分 性にもとづくすべての差別を無くし、平等で公正な

社会をめざしている、NPO 法人「ジェンダー平等福

岡市民の会」が制作。 

 


