
研修用　ハラスメント関連ビデオ一覧（説明文付）

●セクハラ関連

番号 タ　イ　ト　ル 分 種類 内　　　　　　容

1
セクシャルハラスメントー女からのSOS－
（４１－650000979）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1992年制作

33 VHS
セクシュアルハラスメントとは古くて新しい女の人権問題。あなたもこんな場面にであったことはありませんか？セク
シュアルハラスメントは女と男のミス・コミュニケーションです。

2
セクシュアル・ハラスメント　ここがポイント！トラブル防止
　　①セクシュアル・ハラスメントとは何か？
（３３８－650001449）　　　　　　　　　　　　　　1997年制作

25 VHS
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。男女の日常の小さな意識の違いが、問題発生の原因
となりうるのだ。セクハラになりうる行為とは何かをケースドラマから考えていく。

3
セクシュアル・ハラスメント　ここがポイント！トラブル防止
　　②セクシュアル・ハラスメントをなくすために
（３３９－650001456）　　　　　　　　　　　　　　1997年制作

25 VHS
セクハラやトラブルの起こらない快適な職場づくりのために、会社・個人は何をすべきか。どんな点に注意したらよ
いのか。法律ではセクハラがどのように扱われているかも、やさしく解説する。

4

公務職場におけるセクシュアルハラスメントの予防と対策
（８５５－650007099）
（８６１－650008568）
（８６２－650008576）　　　　　　　　　　　　　　1997年制作

30 VHS

民間企業などに適用される男女雇用機会均等法の中のセクシュアルハラスメントに関する規定に比べ、より公務員
にふさわしい内容として①職員が留意すべき事項②監督者の役割③苦情相談などについての具体的なガイドライ
ンも示されています。どのような言動がセクシュアルハラスメントに当たるのか、予防は対策をどのように行うのか、
上司はどうあるべきかなど、身近なケースを取り上げています。

5
セクシュアル・ハラスメントと女性の人権
（３７４－650001514）
                                                   　 　　 1998年制作

26 VHS
“セクハラとはどういうことなのか”具体的事例を示しながらその実態に迫ります。さらに、“なぜセクハラが起きるの
か”“セクハラを起こさないためにはどうしたら良いのか”“セクハラにあったらどうすればよいのか”等を示すととも
に、考察を深めていただく構成になっております。

6
STOP宣言！セクシャアルハラスメント
　　１未然防止のマネジメント
（３９９－650003510）　　　　　　　　　　　　 　 1999年制作

29 VHS
「絶対に避けるべき言動」「できるかぎり避けるべき言動」の判断基準を具体的に明示しており、法的定義・類型化
の解説や単なる“べからず集”ではなく、職場のマナーとして考えさせる一歩踏み込んだ内容です。性別・職位を問
わず、すべての人が当事者意識をもって視聴、お互いに啓発しあえる構成となっています。

7
STOP宣言！セクシャアルハラスメント
　　２職場のイエローカード・レッドカード
（４００－650008444）　　　　　　　　　　　　　  1999年制作

29 VHS
初期対応からフォローまで、トラブル防止とリスク回避のポイントを現実感のあるドラマで紹介。職場カウンセリング
の基本心得を、セクハラ相談の専門家ではない管理職が実践できるようにアドバイスします。セクハラのない職場
づくりのために、管理職自身の意識改革とマネジメントの改善を促す内容となっています。

8
セクハラトラブルを生まない職場
　－セクハラはマネジメントの問題－
（４０２－650008071）　　　　　　　　　　　　　　1999年制作

24 VHS
女性社員の生産性を高め、戦力とする…、そんな職場づくりのために管理者が「セクハラ」をマネジメントの問題とし
て取り組むべき必要性を、このビデオではケースを参考に解説しています。短時間で日頃のマネジメントを振り返る
機会となります。

9
セクハラの代償
（５７５－650003502）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1999年制作

24 VHS
この作品はドラマ形式をとっており、後半には渥美先生の的確な解説やアドバイスがあります。旧来の男性中心の
企業風土や保守的体質を残した組織における管理職及び事業主の意識改革を促します。“注意しましょう”といった
従来のマイルドなタッチではなく、セクハラは許されないという“警告”としての辛口の作品になっています。

10
セクハラがなくなる話し方・接し方

（９４５－650010606）・・・ DVD           　      1999年制作
30 DVD

望まない誘いにはNOと言え、しかし自分の意見だけを通して相手を不快にさせることもない。そんなコミュニケー
ションを実現するための自己表現の考え、スキルを解説する。



研修用　ハラスメント関連ビデオ一覧（説明文付）

●セクハラ関連

番号 タ　イ　ト　ル 分 種類 内　　　　　　容

11
セクハラ相談　応対の基本
（５６７－650003536）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  1999年制作

35 VHS
心のケアも含めた対応が望まれている相談窓口。相談者の気持ちを大切に相談応対を進めていくためのポイント
を流れに沿って解説していく。

12
改正均等法とセクシュアル・ハラスメント
（６８５－650003718）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1999年制作

25 VHS
１９９９年４月１日施行の改正男女雇用機会均等法。同法とその指針に基づいてセクハラとなりうる行為、企業・管
理者の配慮義務など最低限持つべき知識を解説。

13
ケースで学ぶセクシュアル・ハラスメント対応
（６８６－650003726）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1999年制作

30 VHS
セクハラ訴訟が提訴されたとき使用者責任が問われるか否かは日常のセクハラ対策への取り組みと苦情・相談へ
の管理者の対応次第。法律が企業・管理者に要求する雇用管理上の配慮義務の実際を具体的な事例とともに解
説する。

14
セクハラ相談加害者ヒアリングの進め方
（７９６－650003825）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2000年制作

35 VHS
加害者とされる人に対するヒアリングは、申立者以上に慎重な対応が求められる。トラブルを生まないための担当
者の心構えや注意点を、ケースドラマをもとに解説。

15
スクール・セクハラ　　　　①　小学校編
（９５４－650010697）・・・DVD
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001年制作

25 DVD
そもそもセクハラとは何か？スクール・セクハラとは？多くの事例を紹介しつつ、ジェンダーの問題、教師が陥りがち
な意識を考える。

16
スクール・セクハラ　　　　②　中高校編
（９５５－650010705）・・・DVD
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001年制作

25
VHS

DVD

部活の顧問でもある教師からセクハラを受けた高校２年生の女子生徒のドラマを中心に、中高校でのセクハラ、
ジェンダーハラスメントを考えていく。

17
職場のセクシュアル・ハラスメント
　　①セクシュアル・ハラスメントとは何か
（７９２－650003783）　　　　　　　　　　　　　　2001年制作

20 VHS
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。

18
職場のセクシュアル・ハラスメント
　　②セクシュアル・ハラスメントを生まない組織に
（７９３－650003791）　　　　　　　　　　　　　　 2001年制作

20 VHS
「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。

19
セクハラ　やさしい法律ビデオシリーズ　市民編vol6
(８２０－650008063)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　2003年制作

25 VHS
セクシャル・ハラスメントに関し、様々な例をドラマ仕立てで紹介し、法律博士のひまわりちゃんが、セクハラに対す
る問題や対応等を解りやすく解説する。

20

男女共同参画時代のセクシュアル・ハラスメント
　　①セクシュアル・ハラスメントの対策事例
（９４８－650010630）・・・DVD
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2004年制作

22 DVD

職場のセクシュアル・ハラスメントの対策の是非は組織の姿勢にかかっています。組織としても行政としてもセク
シュアル・ハラスメント防止対策に取組んでいる福井県武生市と、企業でありかつ教育機関でもある予備校・河合
塾での対策を通して、セクシュアル・ハラスメントの起きる原因や効果的な取組事例を見ていきます。対策のあり方
から原因など本質について考える教材です。



研修用　ハラスメント関連ビデオ一覧（説明文付）

●セクハラ関連

番号 タ　イ　ト　ル 分 種類 内　　　　　　容

21

男女共同参画時代のセクシュアル・ハラスメント
　　②ケースで考えるセクシュアル・ハラスメント
（９４９－650010648）・・・DVD
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2004年制作

20 DVD

どんな言動がなぜセクシュアル・ハラスメントになるのか、同じことをしても許される人とそうでない人がいるのは何
故なのか。判りにくいという声が依然多いのが、こうした部分です。被害者を主体に考えなくてはいけないという人
権の考え方を判り易く説明するほか、実際の職場で起こりがちな例で、その言動が何故セクシュアル・ハラスメント
に相当するのかを解き明かします。

22
判例・事例から学ぶセクハラ・グレーゾーン
　　検証・解説編
（８９３-650008881）                              　　2006年制作

25 VHS
セクハラのグレーゾーンに潜む問題点にどう対応すればいいのか。討議用ドラマ編をうけて、セクハラ問題への理
解度をもう一歩進めるための検証・解説編。

23

解雇される女性　Ｐａｒｔ２～セクシャルハラスメント～
（９０１－650009087)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006年制作

23 DVD

女性労働者の六割が、職場でなんらかのセクシャルハラスメントを受けているといいます。ビデオで紹介する女性
たちは職場でセクシャルハラスメントを受け、ＮＯと言ったために解雇されました。加害者が罰せられず、被害者が
罰せられた・・・彼女たちの悔しさ、怒りが映像からよく伝わってきます。会社の都合の解雇以上に彼女たちの心の
傷つき方は深刻です。多くの職場でセクシャルハラスメントがなくなってほしいと願いをこめて制作しました。

24
改正均等法とセクハラ早わかり
　　①改正均等法のポイント
（９０３－650008980）　　　　　　　　　　　　　　2007年制作

20 VHS
2007年4月、改正男女雇用均等法が施行。8年ぶりに改正された本法の概要から、ビジネス人として押さえておきた
いポイントまでをドラマ仕立てで解説する。

25
改正均等法とセクハラ早わかり
　　②改正均等法とセクシュアル・ハラスメント
（９０４－650008998）　　　　　　　　　　　　　　2007年制作

20 VHS
改正男女雇用均等法で「セクハラ」はどう変わるのか―。均等法とは切っても切り離せない「セクシュアル・ハラスメ
ント」の最新情報を提供する。

26

ちゃんときいて受けとめて
　　～スクール・セクシュアル・ハラスメント～
（９１９－650009145)            　　　　　　　 　2008年制作
（９２２－650009178)

21 DVD
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しまし
た。演じてくれているのは現役中学生の演劇部と先生です。

27
不適切な行動
　　～高校生間のセクシュアル・ハラスメント～
（９３６－650010515)            　　　　　　　 　1997年制作

27 DVD
高校生活の中で、主人公の少女は性的な「いじめ」を受け、そのうわさは広がっていきます。彼女の物語を中心に、
生徒同士でのセクシュアル・ハラスメントがどのようなきっかけで発声し広がっていくか、またそれを受けた人間がど
のように傷つくか、どうやって解決したら良いかを、実際の生徒達による討論を間にはさみながら描いていきます。

28
わかったつもりでいませんか？セクハラ対策の新常識
　　①セクハラになる時、ならない時
（９３８－650010531）　　                          2011年製作

24 DVD
どのような時にセクハラになり、どのような時にはならないのか。セクハラをめぐるこの永遠のテーマを、カラオケの
デュエットなどを例に考える。また同じ言動が、相手によってセクハラになったりならなかったりする理屈を、アニメを
用いてわかりやすく解説。他に人権侵害型とジェンダー型のグレーな事例を詳しく解説。

29
わかったつもりでいませんか？セクハラ対策の新常識
　　②あなたならどうする？
（９３９－650010549）　　　　　　　　　　　　　 2011年制作

25 DVD
ディスカッション用の事例ドラマと、考えるヒントとしての設問・解説によって構成。微妙なセクハラ事例の当事者と
なったとき、どのような対応をすればよいかを考える教材。

30

見てわかる改正均等法のセクハラ対策
　　①気づこう！職場のセクシュアル・ハラスメント
　－これってセクハラ？なぜそれがセクハラ？－
（９４７－650010622）　　　　　　　　　　　　　 2007年制作

20 DVD
性別や雇用形態を問わず、誰もがセクハラの加害者にも被害者にもなり得る中で、どの様な言動がセクハラになる
のかを、状況等のタイプ別に解説。



研修用　ハラスメント関連ビデオ一覧（説明文付）

●セクハラ関連

番号 タ　イ　ト　ル 分 種類 内　　　　　　容

31

見てわかる改正均等法のセクハラ対策
　　②管理職がセクハラ加害者にならないために
　－「自分に限って…」が危ない！－
（９５１－650010663）　　　　　　　　　　　　　 2007年制作

20 DVD
上司の何気ない言動が部下へのセクハラになることがあります。上司がセクハラの加害者となるケースを、価値観
によるタイプ別に解説。

32

検証！セクハラ判例
　　見逃していませんか？職場のセクハラ
　－セクハラのない職場づくりのために－
（９５０－650010655）　　　　　　　　　　　　　 2001年制作

21 DVD
セクハラが起きたら…。相談が持ちかけられたら…。誰もが知りたいセクハラ対処法を、判例をもとに具体的に解説
します。真にセクハラを無くすために、どういう改革が必要か、最新の事例をもとに提示します。

33

セクハラを生まない職場コミュニケーション対策
　　第１巻　コミュニケーションに潜むセクハラの危険
　～意識のギャップと日頃の言動～
（９６３－650010788）
（９６５－650010804）　　　　　　　　　　　　　 2014年制作

25 DVD
定義から学べる基本的な教材。また「年齢差別発言とその意図」、「ＮＯが通じない男」、「男性部下へのからかい」
など“グレー”な事例のミニドラマと解説で展開します。

34

セクハラを生まない職場コミュニケーション対策
　　第２巻　事例で考える職場のコミュニケーションとセクハラ
　～あなたの理解で大丈夫？～
（９６４－650010796）　　　　　　　　　　　　　 2014年制作
（９７７－650010945）

27 DVD
「女性部下の服装を気にかける部長」、「“社内恋愛”がセクハラと言われるとき」ディスカッション用の二つの事例と
解説で展開する応用的な教材。

35

減らそう！セクシャル･ハラスメント
　　～職場の風土を変えよう～
（９８０－650010952）　　　　　　　　　　　　　　2015年製作
（９９２－650011083）

25 DVD
ある男性社員が、自分がセクハラ加害者であると指摘されたことをきっかけに、徐々にセクハラについての認識を
改めていく姿をドラマ仕立てで描きます。

36

考えよう！ハラスメント　Vol.3
　　セクシュアルハラスメント
                              　　　　　　　　　　　　　2017年制作
（９９４－650011141）

18 DVD

「セクシャルハラスメント」が流行語大賞を受賞したのは30年近くも前の1989年のことでした。でもセクハラに関する
トラブルや相談は一向に減りません。職場でセクハラを受けたことのある女性は3人に1人。しかもそのうち60％の
人が、がまんをして特に何もしなかったと泣き寝入りをしています。なぜセクハラが起きるのか、どうすればなくせる
のかを今一度しっかりと考えてみることが大切です。

37
はやわかり　ハラスメント対策

(９９９-650011190）　　　　　　　　　　　　　　　2017年制作
27 DVD

ますます複雑化する職場の人間関係･･･ハラスメントはどこでも起こりうる深刻な問題です。本DVDでは、セクシュア
ルハラスメントやいわゆるマタニティハラスメントの事例をもとに、すぐわかる、よくわかるハラスメント防止の新常識
を提供しています。新入社員から管理職まで幅広い層を対象とした研修教材。

38
ケースで学ぶ　セクシュアルハラスメント

（１０００－650011216）　　　　　　　　　　　　　2018年制作
50 DVD

複雑化・多様化したセクハラをいかに防止するか？ケースドラマを通じてセクハラの境界線を知り、職場からセクハ
ラの芽を早期に摘むための考え方・知識を学びます。



研修用　ハラスメント関連ビデオ一覧（説明文付）

●パワハラ関連

番号 タ　イ　ト　ル 分 種類 内　　　　　　容

1
パワー・ハラスメント　働きやすい職場づくりをめざして
　　①パワー・ハラスメントとは何か
（８３２－650003890）　　　　　　　　　　　　　　2004年制作

25 VHS
何がパワハラで、何がパワハラでないのか。「職場環境調整義務」を負う管理者に不可欠なパワハラの基礎知識
を解説。パワー・ハラスメントの基礎知識／パワハラの分類／パワハラのステップ／こんな言動がパワハラに／パ
ワハラをめぐる社会情勢／パワハラをなくすためのアクション

2
パワー・ハラスメント　働きやすい職場づくりをめざして
　　②パワー･ハラスメントを生まない職場づくり
（８３３－650003908）　　　　　　　　　　　　　　2004年制作

25 VHS
何がパワハラで、何がパワハラでないのか。「職場環境調整義務」を負う管理者に不可欠なパワハラの基礎知識
を解説。他のハラスメントとの相違／パワハラの判断基準／部下のタイプ別対応法（事例）／部下のタイプ別対応
法（解説）／パワハラ加害者度チェック

3

ケースで学ぶパワー・ハラスメント対応
　　　　　　　　　　　　　　「効果的な指導」との違いを知る
　　①パワハラがなくなる話し方・接し方
（８６７－650008626）　　　　　　　　　　　　　　2005年制作

20 VHS
「パワハラ」と「効果的な指導」のボーダーラインはどこか？上司・部下のタイプ別にケースドラマで解説するラーニ
ング教材！ケース1 知識・技能レベルが高い部下／ケース2 プライドが高く仕事熱心な部下／ケース3 自由奔放タ
イプの部下／ケース4 無気力に見える部下

4
見てわかるパワー・ハラスメント対策
　　①気づこう！パワー・ハラスメント
（９４２－650010572）　　　　　　　　　　　　　　2008年制作

22 DVD
パワハラが起きる状況を、パワハラの原因タイプ別に分類した事例で展開。上司の言い分、部下の言い分／公私
混同型パワハラ／労働強化型パワハラ／性差別型パワハラ／コミュニケーション不全型パワハラ／上意下達型
パワハラ／指導とのボーダーライン

5
見てわかるパワー・ハラスメント対策
　　②管理職がパワハラ加害者にならないために
（９４３－650010580）　　　　　　　　　　　　　　2008年制作

25 DVD
どんな言動がパワハラとなり、どうすればパワハラにならない指導ができるのか、管理職のタイプ別事例をとおして
解き明かします。訴訟と労災認定／事なかれ型パワハラ／自己中心型パワハラ／無責任型パワハラ／過干渉型
パワハラ／パワハラにならない指導とは

6
パワー・ハラスメント
　　そのときあなたは・・・
（９８９－650011075）　　　　　　　　　　　　　　2008年制作

26 DVD
近年、急激に増加しており、社会問題になっています。パワーハラスメントによる精神疾患が労災認定されるように
なり、個人的な問題としてではなく、組織の問題として認識されるようになりました。訴訟にいたるケースも増えてい
ます。経営者、管理職だけではなく、働くすべての人を対象にした研修用DVDです。



研修用　ハラスメント関連ビデオ一覧（説明文付）

●メンタルヘルス関連

番号 タ　イ　ト　ル 分 種類 内　　　　　　容

1

元気な職場をつくるメンタルヘルス５
　　①自分の健康は自分で守る！
                       ～セルフケアとは何か～
（９５２－650010671）　　　　　　　　　　　　　　2013年制作

25 DVD
セルフケアのポイントは①ストレス、メンタルヘルスに対して正しく理解する②ストレスに気づく③ストレスに対処す
るの3点です。「職業性ストレスモデル」に沿って事例ドラマを分析。「仕事のストレス要因」「個人の要因」「緩衝要
因」を正しく理解し、ストレスへの気づき、それぞれの対処方法を解説していきます。

2

元気な職場をつくるメンタルヘルス５
　　②自分でできるストレスコントロール
                     ～セルフケアのための１０の方法～
（９５３－650010689）　　　　　　　　　　　　　　2013年制作

25 DVD
仕事をしている以上、ストレスと無縁ではいられません。ストレスの影響を少なくするために、日常生活の中ですぐ
にできるストレス解消法をたくさん持つことが重要です。この教材では「職業性ストレスモデル」の各プロセスに注
目。要因ごとに4つの視点からセルフケアのための10の方法をわかりやすく紹介します。

3

元気な職場をつくるメンタルヘルス６
　　①ストレス・コーピングによるセルフケア
                       ～ストレスに上手に対処する方法～
（９７８－650010960）　　　　　　　　　　　　　　2014年制作

26 DVD

メンタルヘルス不調により職場を離れる人が後を絶たない中、職場のメンタルヘルス対策の基本を見つめ直す。
①セルフケアとして、ストレス対処（コーピング）をテーマとし同じ業務上のストレスを与えられた二人のコーピング
の仕方から
良いコーピングとは何かを考えます。

4

元気な職場をつくるメンタルヘルス６
　　②部下を心の不調からまも
                     ～セルフケアのための１０の方法～
（９５３－650010689）　　　　　　　　　　　　　　2014年制作

26 DVD
メンタルヘルス不調により職場を離れる人が後を絶たない中、職場のメンタルヘルス対策の基本を見つめ直す。
②ラインケアとして、仕事上の岐路に立ちメンタル面で不安になりがちな部下を、管理職がメンタル不調から守る
対応方法について考えます。



研修用　ハラスメント関連ビデオ一覧（説明文付）

●ジェンダーハラスメント関連

番号 タ　イ　ト　ル 分 種類 内　　　　　　容

1
ジェンダー・フリーの職場づくり
　　①考えよう！　職場のジェンダー　討議用ドラマ編
（８２３－650003833）　　　　　　　　　　　　　　2002年制作

17 VHS
男性も女性も、能力とやる気を活かせる職場―それがジェンダー･フリーな職場です。ひとつの職場を舞台に、職
場の同僚同士、あるいは取引先との間で起こるさまざまな出来事を通して、職場のジェンダー･フリーについて考
え、討議する材料を提供します。

2
ジェンダー・フリーの職場づくり
　　②考えよう！　職場のジェンダー　検証・解説編
（８２４－650003841）　　　　　　　　　　　　　　2002年制作

20 VHS
第1巻のドラマを振り返り、問題となりうる言動や類似の事例を指摘しつつ、ジェンダーやジェンダー・フリーの考え
方、人を性別ではなく「個」で見ることの大切さを解説していく。

3
ジェンダー・フリーの職場づくり
　　③考えよう！　職場のポジティブ・アクション　実践編
（８２５－650003858）　　　　　　　　　　　　　　2002年制作

25 VHS
企業はなぜ、また、どのようにポジティブ･アクションに取り組むべきなのか？経営と女性の能力発揮の視点から、
理解に欠かせない統計データやキーワード、取り組み先進企業の事例取材を紹介しつつ、解説。

4
ジェンダーにとらわれない職場の常識
　　①キャリア開発の考え方
（８３５－650003916）　　　　　　　　　　　　　　2004年制作

23 VHS
「ジェンダー（性差）にとらわれない職場」で社員が共有すべき常識とは？
労働市場の変化とキャリア開発／「キャリアビジョン」を描く／「ライフビジョン」を描く／「キャリアプラン・ライフプラ
ン」を立てる「キャリアビジョン」実現のための意識と心がけ／らせん状のキャリアアップ

5
ジェンダーにとらわれない職場の常識
　　②キャリア継続のための健康とコミュニケーション
（８３６－650003924）　　　　　　　　　　　　　　2004年制作

23 VHS
「ジェンダー（性差）にとらわれない職場」で社員が共有すべき常識とは？
職場のコミュニケーションはキャリア継続の鍵を握る／健康問題への理解と対応は職場の危機管理／母性保護と
は／妊娠中の母性保護／産休と育休／復帰後の環境整備／次世代育成支援対策推進法

6
ＬＧＢＴを知ろう
　
（９８５－650011034）　　　　　　　　　　　　　　2016年制作

20 DVD
LGBTの人たちを取り巻く現状を理解し、職場や教育現場でどのように具体的に取り組んでいけばよいのかを、イ
ラストやデータ、事例などを豊富に盛り込んでわかりやすく解説しています。



研修用　ハラスメント関連ビデオ一覧（説明文付）

●マタニティ関連

番号 タ　イ　ト　ル 分 種類 内　　　　　　容

1
マタニティハラスメント
　　女性が安心して働ける職場環境に
（９８８－650011059）　　　　　　　　　　　　　　2016年制作

20 DVD
男女雇用機会均等法と育児・介護休業法の改正によりマタハラの防止は事業主の義務になりました。マタハラの
言動と対応、さらには具体的な防止対策についてイラストやデータも用いてわかりやすく解説しています。職場研
修に最適なDVDです。

2
マタハラのない職場づくりのために①マタハラ防止の基
礎知識　～問題になる言動とは～
（1001-650011224）　　　　　　　　　　　　　　2017年製作

30 DVD
マタハラ被害の多くは、法律や規則等、或いは妊産婦の個別性・体調などに関する知識不足が原因で起きていま
す。この教材シリーズは、マタハラに関する法改正のポイントや、原因別の分類などから防止策をわかりやすく解
説します。


