
ビデオリスト
管理№ タイトル 種別 時間（分） 制作（公開）年 制作者（監督）等 内容等 種類

P10138 トラフィッキング DVD 81 2004 財団法人社会安全研究財団

女性や児童を言葉巧みに騙したり、あるいは強制
的に他国へ入国させ売春などの性的搾取を目的に
働かせるトラフィッキング。トラフィッキングとはどの
ような犯罪なのか、このビデオはドキュメンタリー構
成でその実態に迫っています。

教材

P10175 なるほど！裁判員制度 DVD 76 2007 法務省
ＮＨＫ番組「バラエティー生活笑百科」「にんげん日
本史」

教材

P10176
裁判員制度－もしもあなたが選ばれた
らー

DVD 58 2005 法務省
裁判員制度の概略をたどりながら、そこに参加する
ごく普通の人々を描いたドラマ。

教材

P10177
裁判員制度－もしもあなたが選ばれた
らー

DVD 58 2005 法務省
裁判員制度の概略をたどりながら、そこに参加する
ごく普通の人々を描いたドラマ。

教材

P10178
デートDV　―相手を尊重する関係をつくる
―

DVD 30 2006 アウェア

DVは大人だけでなくデート中の若者にもおきていま
す。デートDVとは何か、なぜおきるのか、どうしたら
いいのかを、高校生と大学生のカップルによるドラ
マで学べる教材ビデオです。

教材

P10179 職場における間接差別は、今 DVD 20 2006
ワーキング・ウィメンズ・ネット
ワーク

新しく改正された均等法では、間接差別の禁止が
盛り込まれました。でも間接差別とは一体どのよう
なことなのでしょう？均等法に関する院内集会（国
会議員や市民らが参加する学習会）で配布した事
例集をもとに作成されたこの作品では、男女賃金差
別で訴訟を起こした女性をはじめ、実際に被害に
あった女性たちが間接差別の実態を語っていま
す。

教材

P10180
総務部総務課　山口六平太
　裁判員プロジェクトはじめます！

DVD 23 2007 法務省

平成２１年にスタートする裁判員制度。人気キャラク
ター山口六平太が「裁判員プロジェクト」に取り組み
ます。制度の概要が理解でき、様々な疑問にもお
答えする、ほのぼのとしたアニメです。

教材

P10190
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～

DVD 27 2008 内閣府男女共同参画局

ワーク・ライフ・バランスという言葉を知っています
か？それは、「仕事」と「生活」を調和させるライフス
タイルのこと。家庭や会社など私たちの身近なとこ
ろで、すでに様々な取り組みが始まっています。こ
のDVDでは、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。

教材
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P10191
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～

DVD 27 2008 内閣府男女共同参画局

ワーク・ライフ・バランスという言葉を知っています
か？それは、「仕事」と「生活」を調和させるライフス
タイルのこと。家庭や会社など私たちの身近なとこ
ろで、すでに様々な取り組みが始まっています。こ
のDVDでは、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。

教材

P10199
明日への道しるべ
　～まちづくりにかける元気な女性たち～

DVD
６０（30分

×２）
2008 内閣府男女共同参画局

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、これか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、あわせて、地域づくりに取り組む模様のド
キュメンタリーＤＶＤとして編集したもの

教材

P10174
裁判員制度－もしもあなたが選ばれた
らー

DVD 58 2005 法務省
裁判員制度の概略をたどりながら、そこに参加する
ごく普通の人々を描いたドラマ。

教材

P10207
I'm　My　Boss　～開業を選んだわたしたち
～

DVD 25 2006 WANA関西

個人で開業した年齢、職業、キャリアも異なる15名
の女性が登場し、「いつでも、誰でも、始められる」
「自分を大切にして働こう」というメッセージがあふ
れている作品。

ドキュメンタリー

P10214
プレイバックシアター公演
ワークライフバランス実践のための一歩

DVD 16 劇団プレイバッカーズ
子育てやワークライフバランスを即興劇で表現する
劇団プレイバッカーズの活動。

P10215
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～

DVD 35 2008 内閣府男女共同参画局
「配偶者暴力防止法（DV防止法）」の仕組み等につ
いて分かりやすく説明している。

教材

P10216
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～

DVD 35 2008 内閣府男女共同参画局
「配偶者暴力防止法（DV防止法）」の仕組み等につ
いて分かりやすく説明している。

教材

P10241 「セクシュアル・マイノリティ理解のために」 DVD 56 2010
“共生社会をつくる”セクシュア
ル・マイノリティ支援全国ネット
ワーク

クラスにひとりはいる「セクシュアル・マイノリティ」
いまLGBT当事者が、教師が語りだす、その学校生
活とこころ

教材

P10242
あなたは悪くない
性暴力サバイバーからのメッセージ

DVD 30 2011 ビデオ工房AKAME 教材

P10249
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～

DVD 42 2009 内閣府男女共同参画局

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「人と人とのよりよい関係を作るために」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

教材



管理№ タイトル 種別 時間（分） 制作（公開）年 制作者（監督）等 内容等 種類

P10264 実録　在宅ワーク成功のポイント DVD 13 2010 厚生労働省
ワークライフバランスを実現できる在宅ワークを成
功させる秘訣を三人の実践者から学ぶ。

教材

P10267
ドメスティック バイオレンス
　被害者への急性期看護ケア

DVD 30 2008
研究者代表　加納尚美（茨城県
立医科大学）

独立行政法人日本学術振興会化学研究費基盤研
究（Ｂ）

教材

P10268
性暴力被害を受けた人への急性期看護ケ
ア

DVD 30 2008
研究者代表　加納尚美（茨城県
立医科大学）

独立行政法人日本学術振興会化学研究費基盤研
究（Ｂ）

教材

P10269
ずっと一緒にいたいから
－あなたと私のデートDV－

DVD 6 2009
早稲田大学平山郁夫記念
ボランティアセンター

早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンターは、
大学生による社会貢献活動を支援しています。早
大生が授業と通じてデートDVという問題に向き合い
ました。そして、自分たちの問題として伝えたいメッ
セージをこのDVDにこめました。

教材

P10272 １枚のコイン DVD 18 2011
乳がん検診啓発ショートムー
ビー制作実行委員会

すべての女性へのメッセージ
乳がん検診啓発のショートムービー
青森の自然を織り交ぜながら、1枚のコインと若き
乳腺外科医がくり広げる心優しい物語。

教材

P10278
はじめの一歩を踏み出すために！～太郎
さん（仮称）の自立への道～

DVD 22 2011

特定非営利活動法人
キャリア・ファシリテーター協会
若者サポートステーションわか
やま

働くことに不安のある若者を就労にむけてサポート
する様子をドラマ化した作品。

P10279
安心できる避難所づくり
～男女共同参画の視点を避難所運営に
～

DVD 27 2013
あおもり被災地の地域コミュニ
ティ再生支援事業実行委員会

男女共同参画の視点から「関連死防止のための避
難所づくり」「特別な配慮を必要とする人のための
避難所づくり」を考えた作品。

P10288
OurPlanet-TV　Collection 第5巻
〈女性・ジェンダー〉性・性被害・DV・SEX・
HIV

DVD 91 2004～2008 OurPlanet-TV

『性被害者を映して～フォトジャーナリスト・大藪順
子さん』（15分） 『救え！　窮々病院』（12分） 『「やよ
り賞」受賞　高維京さんを迎えて』（19分） 『性虐待
を乗り越えて』（7分） 『ガジュマルの木の下の家～
エイズと生きる26人の子どもたち～』（17分） 『エイ
ズと闘うタイの若者たち』（9分） 『On A Chain』（12
分）

講座・講演等の記録

P10289
セクシュアル・マイノリティ理解のために～
子どもたちの学校生活と心を守る～

DVD 56 2010 共生ネット

レズビアン／ゲイ／バイセクシュアル／インターセッ
クス／トランスジェンダー、最近テレビで見聞きする
こともあるし、聞くところによると教室に１人くらいは
いるというけど、もっと知るためにはどうすればい
い？　学校ではどうケアできるんだろう？　そう悩ん
でおられる教育関係者や支援者の方に活用いただ
ける、啓発・教材用DVD

教材
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P10290
私らしくマイノリティを生きる 　女性差
別撤廃条約のいま

DVD 20 2013 人権啓発DVD制作委員会

2009年女性差別撤廃条約日本報告書審査で、女
性差別撤廃委員会は、「尊厳を持って生きたい」「平
等になりたい」と訴えるマイノリティ当事者の声を正
面から受け止めました。当事者の声が条約を変え
る大きな原動力となっている。

P10291
自分をとりもどす～DVサバイバーから
のメッセージ～

DVD 34 2013 エンドウノリコ

DV(ドメスティック・バイオレンス）サバイバーの5人の方々の声
を紹介。女性の3人にひとりがDVに直面しているといわれる
が、自分がDVにあっていると気づいていない人、誰にも相談
できないでいる人、逃げたくても逃げて行くところがないと我慢
している人、追い出された人など様々であるが、多くは命の危
険に直面して出てくる場合が多いことを知らされる。そしてDV
からの脱出するための方法、その後の自分をとりもどすまで
の生活などを知ることで、DVに対する認識を深めることができ
ると思われる内容。

講座・講演等の記録

P10292
DVサバイバーのためのワンストップセ
ンター～レジリエンス／オレゴン研修ツアー2010～

DVD 19 2011 エンドウノリコ

NPO法人レジリエンスのオレゴン研修ツアーの記
録。ゲートウェイセンター（DVサバイバーのための
ワンストップセンター）はDVサバイバーの方たちが
行きやすい場所に、必要な様々な支援を提供する
ことを目的に作られた施設である。ビデオではそこ
にかかわる警察官やNPO団体の話、裁判所にて裁
判官から接近禁止命令についての話、加害者更生
プログラム施設にてプログラムディレクターと加害
者の話など、日本ではまだ始まっていない先駆的な
活動について紹介されている。DVに関心のある
方々必見のビデオ。

P10293
知的障害のある人の性とその周辺を
理解する

CD-ROM 2000 社会福祉法人日本手をつなぐ育成会

１　“性の支援”
２　さまざまなストーリー
３　「性的虐待」：その予防と対処
４　まとめ　性に関する（周辺）情報

P10294 補助犬ってなぁに？ DVD 19 2013 ２４時間テレビチャリティー委員会

実際に補助犬をパートナーにしている方々の補助
犬との出会いや、現在の暮らしをみていく中で、私
たちが補助犬に出会ったときにどのようなことがで
きるのかを考えていく。

ドキュメンタリー



管理№ タイトル 種別 時間（分） 制作（公開）年 制作者（監督）等 内容等 種類

P10295 パパ、ママをぶたないで！ DVD 20 2009 アニータ・キリ

家庭がいつも父親のキゲンでぴりぴりしていて、そ
の原因が自分であると思い込み、じっと辛抱する子
どもが、それを王様に話したことから、事態に変化
がおきる。ひとりで辛抱せず、誰かに話してもいい、
責任は子どもにはないのだよ、と卓抜したアニメー
ション技術を駆使して、語りかけるように作られてい
る。

アニメーション

P10296
接触障害者の自助･ピアサポートグ
ループNABA活動紹介映像
「いいかげんに生きよう」

DVD 20 2014 NABA
NABAのことを多くの方々に知っていただくために、
活動内容や摂食障害を経験したメンバーのメッセー
ジをまとめたものです。

P10311
デートDV・性暴力防止啓発演劇
「恋愛人形と７人の悪魔たち」

DVD 95 2016
学校法人りら創造芸術学園
和歌山県

舞台は地獄
悪魔たちは恋愛の練習をしながら、自分たちのして
いたことが「デートDV」だったということを学び始め
る。
幸せな恋の為に「大切なこと」は何かを届ける、高
校生たちが演じるファンタジーストーリー

演劇の記録

P10318 おひとりさまを生きる DVD 37 2009 ビデオ工房AKAME

持家、借家、特別養護老人ホーム、有料老人ホー
ム、グループリビングなどいろいろな暮らし方をして
いる11人の女性の暮らし方を紹介。積極的に自分
の暮らし方を選択できる時代がきたことを知らされ
る。上野千鶴子さんのメッセージはひとり暮しに勇
気をあたえてくれるだろう。

教材

P10319
デートDV防止啓発教材DVD
恋するみんなに

DVD 23 2014
（一財）大阪市男女共同参画の
まち創生協会

デートDVとは、恋人からの暴力のことです。つき
あっている恋人同士の間で、相手を思い通りにする
ために使う、あらゆる暴力をデートDVといいます。
デートDVとは、２人の関係が対等でなくなった時に
起こります。このDVDでは、事例を紹介しながら、ど
のような暴力がデートDVなのか、分かりやすく説明
します。人間関係が広がっていく、思春期から青年
期の人権意識を高め、今後起こりうるDVを予防す
ることを目的とした、人権研修にピッタリの教材で
す。

教材

P10023
女性参政５１周年記念
婦選は鍵なり
下巻＝参政権を生かして

VHS 40 1990 （財）市川房枝記念会
参政権を得た女性たちは戦後の民主化の中で生
活安定、地位向上、平和、政治浄化に向けて力強く
運動を展開した。

ドキュメンタリー

P10028
八十七歳の青春
～市川房枝生涯を語る～

VHS 121 桜映画社

明治、大正、昭和にわたって女性の地位向上のた
めに闘い、女性参政権を獲得するまでの過程を中
心に、その生きてきた道を本人が語る長編記録映
画。

ドキュメンタリー
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P10037 それでも生きた VHS 45 1995
朝鮮人従軍慰安婦問題を考え
る会

朝鮮人「従軍慰安婦」問題とは何なのか。「慰安婦」
政策が生み出された背景と実態を取り上げた歴史
編、戦後補償問題・民族問題・女性問題を取り上げ
た現代編の二部構成（シナリオ解説書付き）。

ドキュメンタリー

P10038 森の中の淑女たち VHS 101 1990 女子パウロ会

夫との関係で、また子どもとのかかわりにおいて、
女性として自立することはどういうことなのか。さら
には同じ一つの社会に生きる人間同士が尊敬し
あって生きるとはどういうことなのか。７人の老婦人
たちの告白を通じて問いかけるカナダ映画（日本語
字幕入り）。

ドラマ

P10063 戦場のレイプ VHS 60 1996
（財）大阪府男女協働社会づくり
財団

レイプは凶器としてではなく戦時における現象とし
て捉えられがちだが、そこにどんな歴史的・文化的
根拠があるのか～数々のインタビューやドイツ、南
京、ルワンダ、ボスニアなどの記録映画を通して、
問いかけるドキュメント作品。

ドキュメンタリー

P10070
ヒューライツ大阪「国際人権シリーズ１」
国際人権を知っていますか
～国連と市民の取り組み～

VHS 24 1998

企画：大阪府・大阪市
制作：（財）アジア・太平洋人権
情報センター（ヒューライツ大
阪）

国連発足から１９９５年北京女性会議までの国際人
権の歩み

ドキュメンタリー

P10090
課外授業ようこそ先輩
　女らしさ男らしさってな～に？

VHS 43 2000 NHKエンタープライズ２１

「男は女を養うものである」「掃除や洗濯、料理をす
るのは女の役目だ。」田嶋氏は今の子どもたちも、
そんな固定概念に無防備にさらされていると考え
る。この授業はでは、押しつけられた男女観ではな
く、子ども自身が直観的に感じる男女の役割や生き
方を「将来像の自分像」という子どもたちの絵を通し
て引き出そうと試みる。ひとりひとりに男・女の定義
をさせ、自分の中の差別を発見し、田嶋氏の体験を
もとに男、女という枠にとらわれず、自分らしく生き
るよう子どもたちに訴えかける。さらには人間という
大きな枠の中で、男女の関係をとらえ直すことを通
じて、２１世紀の社会・家族のあり方を共に考えてい
く。

テレビ番組

P10091
セクシャル・ハラスメント
　知っておきたいルールと知識

VHS 47 株式会社ジャパンアート

知らなかったでは済まされない、これからの社会人
の常識－「ｾｸｼｬﾙﾊﾗｽﾒﾝﾄとは何か」、「いったい何
がいけないのか」。このビデオでは、分かりやすいド
ラマ形式と、具体的な例に基づいた検証、福島瑞穂
氏の丁寧な解説で、私たちが是非知っておきたい
「ルールと知識」を紹介しています。

教材

P10092
地域こぞって子育てを！
薬丸裕英が聞く樋口先生の育児支援ガイ
ド

VHS 28 2003 内閣府男女共同参画局

内閣府男女共同参画局制作の、仕事と子育ての両
立支援策に関する広報ビデオ①子育ての相談をめ
ぐる支援策とその活動②保育施設をめぐる支援策
とその活動③仕事と子育ての両立をめぐる支援策
とその活動④政府の子育て支援

教材



管理№ タイトル 種別 時間（分） 制作（公開）年 制作者（監督）等 内容等 種類

P10097
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～

VHS 40 2004 内閣府男女共同参画局

「女性のチャレンジは、男性の元気、社会の活気」
を合言葉に、様々な分野での女性のチャレンジを応
援。再就職にチャレンジして起業した人、子育ての
経験を生かして起業、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…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。

教材

P10129 ロボットハートンのぎもん VHS 17 2004
熊本県環境生活部男女共同参
画・ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ推進課

小学校３、４年生を対象にした男女共同参画啓発ビ
デオ

教材

P10137 根絶！夫からの暴力'04 VHS 30 2004 内閣府男女共同参画局 教材

P10139 広がる未来！私が選ぶ VHS 29 2005 内閣府男女共同参画局

様々な分野で活躍する女性の紹介・若い女性へ向
けたメッセージ
取材対象：コンピュータグラフィックス・クリエイター、
医者、研究者、宮板金職人、弁護士

教材

P10140 あなたが輝く男女共同参画 VHS 30 2005
和歌山県男女共生社会推進セ
ンター“りぃぶる”

県内で男女共同参画の視点でいきいきと活動して
いる個人、団体を紹介した意識啓発ビデオ
個人：稲垣恵美子さん（遊布古代表）、向口睦美さ
ん（スローウェーブ代表）、西山エイ子さん（マザー
西山代表）松原敏美さん（弁護士）、辰田仁美さん
（和歌山労災病院医師）
団体：ジェンダーブレイクあい・あい（代表須本起代
子さん）、連合和歌山（女性委員会委員長中筋一三
さん）、子育てサポートキッズクラブ（代表川嶋ひと
みさん）、ガールスカウト和歌山支部（支部長名手
滋子さん）

教材

P10150 韓国発　映画をつくる女たち VHS 40 2001 イム・スルレ

韓国映画界の女たちは、何を表現し、描いてきたの
か。韓国映画史上6人目の女性監督イム・スルレ
が、韓国映画界の、監督、俳優、編集、照明、衣装
スタッフ21人にインタビューしたドキュメンタリー作
品。

ドキュメンタリー
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P10154
パートタイマーの“やる気”を企業活力に
－均衡処遇で活かせパートの人財力－

VHS&DVD 27 2006 財団法人21世紀職業財団

近年、パートタイマーが増え、従来のような補助的・
定型的な仕事だけでなく、正社員が行っているよう
な管理業務や指導業務を行うパートタイマーも増え
てきています。人口の減少などにより労働力の不足
が見込まれる中、企業にとって人財となるパートタ
イマーを確保するとともに、パートタイマーの能力と
「やる気」を引き出し、企業の活性化につなげていく
ための取組が、企業にとって、これからますます重
要になっています。本映像は、そうした取組を行っ
ている企業をご紹介し、パートタイマーの処遇制度
の見直しの参考にしていただこうと制作したもので
す。

教材

P10155
元気に再チャレンジ！
　～キラキラしている女性たち～

VHS 25 2006 内閣府男女共同参画局

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(36)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歳代も後半で、
いまだ子育て中、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。が、そんな折り、
地域の女性センター等で開催される「再就職支援セ
ミナー」に参加し、社会へ再チャレンジを目指す仲
間が大勢いることを知り、勇気づけられる。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？森口博子主演のドラマとともに、
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る。

教材

P10156
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

VHS 20 2001 日本経済新聞社

女性部下をしばしば食事に誘う男性上司にセクハ
ラの嫌疑が！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
紹介していく。

教材

P10157

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
②セクシュアル・ハラスメントを生まない組
織に

VHS 20 2001 日本経済新聞社

「セクハラの基準」「派遣社員の問題」「上司からの
誘い」等、戸惑いがちな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。

教材

P10169
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～

VHS 27 2007 内閣府男女共同参画局

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ます

教材

P10200
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～

VHS 87 2006 内閣府男女共同参画局
さまざまなかたちでまちづくりにチェレンジする３人
の女性の事例紹介

教材

P10259
出会いふれあい広がる心の輪
－福祉のまちづくりをめざして－

VHS 21 1997
和歌山県福祉保健部障害福祉
課

教材


