Stop the Violence キャンペーン
ジェンダー平等バッジ 実施要項
1．趣 旨
少女や女性が固定観念にとらわれず、多様性を認め合えるようになることや、自分の可能
性を信じ、よりよい未来を構築していくことを目的に作成しました。学習することを通し
て、人権意識を持ち、自分を大切にすることや他者を大切にすることにつながります。ま
た、社会の仕組みや困った時に相談できる場所があることを知り、自分や友達を守りま
す。
バッジは、4 種類で構成し、多様な年代（小学生～成人）で、ジェンダー平等について学
ぶ機会を得ることができます。
そのうち 2 種は、オンライン学習を採用することによって、より多くの会員が人権意識を
持ち、自分や周りの人を大切にする意識をもてるようにします。
このプログラムは STV キャンペーン※の一環です。
※

STV キャンペーンとは

Stop the Violence キャンペーンは、特に少女たちの権利に焦点をあてています。女性に対する暴力をなくすことに重点を置いた運動はい
くつかありますが、それはある特別な場所における特殊な暴力の形態をなくすことを強調するものであり、少女や若い女性を対象にし
て、あらゆる形態の暴力をなくすことに力を注いだ世界的なキャンペーンは一つもありませんでした。少女と若い女性に対する暴力の
ない社会に向けて、世界中のガールガイド・ガールスカウトがそれぞれの現状や文化的・社会的背景にあったプログラムを 2012 年から
各国で 10 年間行うことが 2011 年の世界会議で決定し、継続して実施しています。

2．バッジ名・バッジ・対象・取り組み期間
ジーイー

ジェンダー平等バッジ（ G E バッジ） 各バッジ名は以下参照
バッジ名

GE バッジ

GE バッジ

GE バッジ

GE バッジ

WEB イエロー

WEB ミント

対面オレンジ

対面グリーン

バッジ

対象

取り組み期間

ブラウニー

シニア

ブラウニー

シニア

ジュニア

レンジャー

ジュニア

レンジャー

シニア

成人会員

シニア

成人会員

レンジャー

レンジャー

成人会員

成人会員

2021 年 10 月～
終了まで

2021 年 4 月～
終了まで
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2022 年 4 月～終 2022 年 4 月～終
了まで
了まで

3．取り組み方法・その他
バッジ名：GE バッジ WEB イエロー

バッジ名：GE バッジ WEB ミント

プログラム名：わたし と みんな

プログラム名：me and them

対象：ブラウニー部門～成人会員

対象：シニア部門～成人会員

どちらも、性別を問わず対象年代に取り組めますが、バッジ取得は会員を対象としています。
■ウェブページから取り組む。
オンラインプログラム「わたしとみんな」
https://www.girlscout.or.jp/meandthem01/

■ウェブページから取り組む。
オンラインプログラム「me and them」
https://www.girlscout.or.jp/meandthem/

◇ステップ 1 自分の好きなコト
◇ステップ 2 女の子だから？男の子だから？
◇ステップ 3 未来の自分
◇ステップ 4 自分のカラダの守りかた
◇ステップ 5 自分の気持は伝えていい！
◇ステップ 6 困っている友達がいたらどうする？

◇ステップ 1 ジェンダーに関する言葉を知る
（目安 30 分）
◇ステップ 2 活躍している女性にインタビュー
（目安 30 分）
◇ステップ 3 ジェンダーロールについて考える
（目安 30 分）
◇ステップ 4 デート DV について知る
（目安 15 分）
◇ステップ 5 相談できるところを知る
（目安 30 分）
◇ステップ 6 自分の声を社会に届ける*
（目安 15 分）
*「
声」を入力したメール控えとともにバッ
ジ申請書をリーダーに提出する。
プログラムの詳細は、ウェブページに掲載の
「保護者・指導者の皆さんへ」 をダウンロー
ドしてご確認ください。

家庭もしくは活動でステップ 1～6 取り組んだ後に
バッジ申請書をリーダーに提出する。
取り組み時間の目安は、各ステップ 30 分ですが、
学び、考えるペースはお子さんにより大きく異な
ることをご理解ください。
プログラムの詳細は、ウェブページに掲載の「保
護者・指導者の皆さんへ」 をダウンロードしてご
確認ください。
その他
オンラインプログラム「わたしとみんな」は、広く一般
に公開しています。
取組み対象は、小学校 1 年生以上としていますが
オンラインプログラムのため小学生は、大人と一緒に取
り組むことを想定しています。
読めない漢字がある場合、言葉の意味が難しいと
感じる場合は、一緒に取り組む大人に支援をお願いしま
す。

その他
オンラインプログラム「me and them」は内閣府男女
共同参画局と協働で作成し、広く一般に公開していま
す。
プログラムの名称である、
「me and them」は、まず自
分が理解を深め、友達や周りの人にも伝えることで一
緒にジェンダー平等の実現を目指す意味が込められて
います。

ご家庭などで取り組めるオンラインプログラムのため、指導者が指導する場合でも GE リーダー資格は不要です。
指導者としてプログラムにかかわる場合は、あらかじめご自身も取り組んでください。
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バッジ名：GE バッジ 対面オレンジ

バッジ名：GE バッジ 対面グリーン

プログラム名：わたし と みんな行動編

プログラム名：me and them 行動編

対象：ブラウニー部門～成人会員

対象：シニア部門～成人会員

どちらも、性別を問わず対象年代に取り組めますが、バッジ取得は会員を対象としています。
■プログラム（目安の時間 2 時間 40 分）
ステップ 1 友情のブレスレット
ステップ 2 大切な自分
ステップ 3 イヤだって言ってもいい
ステップ 4 ひみつのルール
ステップ 5 気持ちのキャッチボール
ステップ 6 わたしの気持ち、みんなの気持ち
ステップ 7 わたしたちの権利

■プログラム（目安の時間 7 時間）
ステップ 1 人生の木
ステップ 2 危険信号
ステップ 3 ジェンダーの思い込み
ステップ 4 問題の木
ステップ 5 調べてみよう
ステップ 6 トークショー
ステップ 7 アドボカシーを知る
ステップ 8 プロジェクトに必要なことを理解する
ステップ 9 思いを伝える方法
ステップ 10 わたしの声から広がる世界

二つのバッジプログラムを指導できるリーダーは、GE リーダーと*VAV リーダーです。
日本連盟もしくは都道府県連盟が主催する「GE リーダー育成研修」の事前課題および 2 時間の研修
を受講し、修了することで GE リーダーに認定します。
*VAV リーダーは、2015 年度～2021 年度に実施していた子どものための人権教育リーダー養成を受講した方です。情
報が日々、新しくなりますので VAV リーダー資格をお持ちの場合は GE リーダー育成研修の事前課題に取り組むこと
を推奨しています。

プログラムの実施について
研修を修了後、GE リーダーズガイド*を参照し、実施してください。
*日本連盟主催の GE リーダー育成研修受講申し込みでは、リーダーズガイド付きで研修を申し込み
できます。また、オンラインショップでも購入できます。

4．申請方法 少女会員：バッジの申請書「その他バッジ」欄に○をつけて下さい。
成人会員：都道府県連盟で購入いただけます。
5．着用方法 少女会員：取得したバッジは技能帯につける。
成人会員：着用方法について、特に指定はありません。
2021.3 月 制定
2021.9 月 改定 小学生～成人対象オンラインプログラム追加
2022.3 月 改定 小学生～成人対象対面プログラム追加

以上
（2022 年 3 月）
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