教職員のための資料リスト

ドーンセンター情報ライブラリー 作成：2019年4月

授業づくりに役立つ
情報ライブラリー内で視聴することもできます
リストの作品以外にも関連資料を所蔵しています

利用範囲
＊上映可＝ 授業で使えます
＊個 人 ＝ 個人使用です

●人権を守り、多様性を尊重する
タ イ ト ル

監督/製作

製作年/時間/製作国

区分

利用

多言語電子文庫 ええぞ、カルロス

多言語絵本の会ＲＡＩＮＢＯＷ

記載なし/36分/日本

教材 DVD 131

上映可

わっかカフェへようこそ

東映

2016年/35分/日本

教材 DVD 121

個人

全国人権擁護委員連合会事務局/法
務省人権擁護局

2004年/15分/日本

教材 DVD 91

上映可

ＮＨＫ厚生文化事業団

2017年/91分/日本

教材 DVD 125

個人

ＮＨＫ厚生文化事業団

2017年/73分/日本

教材 DVD 126

個人

ＮＨＫ厚生文化事業団

2017年/72分/日本

教材 DVD 127

個人

早稲田大学教育学部金井景子研究室
2012年/16分/日本
/ＲｅＢｉｔ

教材 DVD 118

上映可

QWRC内ビデオ企画

2010年/67分/日本

教材 DVD 80

上映可

世界の女性とUN Women（国連ウィメン）

UN Women/国連ウィメン日本協会

2013年/9分＋16分，
34分/アメリカ,日本

教材 DVD 103

上映可

私らしくマイノリティを生きる

人権啓発ＤＶＤ製作委員会

2013年/20分/日本

教材 DVD 92

上映可

内閣府男女共同参画局

2011年/7分/日本

教材 DVD 76

上映可

マララ 教育を求めて闘う少女

BBC Production

2013年/30分/イギリス

ドキュメンタリー
DVD 118

個人

女性・ジェンダー

OurPlanet-TV

2008年/91分/日本

ドキュメンタリー
DVD 88

上映可

ココロまじわるヨリドコロ

人権啓発ビデオプレゼント
私がひきこもった理由 回復へのヒントを探る
ひきこもりからの回復 第1巻

我が子がひきこもったとき 家族の役割と支援
ひきこもりからの回復 第2巻

あなたは一人じゃない 様々な支援の形・地域編
ひきこもりからの回復 第3巻

先生にできること
ＬＧＢＴの教え子たちと向き合うために

高校生向け人権教室 セクシャルマイノリティ入門
もし友だちがLGBTだったら？

女性差別撤廃条約のいま

女子差別撤廃条約
その理念の実現を目指して

OurPlanet-TV Collection 第５巻

●暴力や危険から身を守る
タ イ ト ル
もずやんのレスキューキット

監督/製作

製作年/時間/製作国

区分

利用

大阪府青少年・地域安全室/大阪府

2016年/114分/日本

教材 DVD 119

上映可

人間と歴史社

2006年/46分/日本

教材 DVD 39

個人

大阪市男女共同参画のまち創生協会 2014年/23分/日本

教材 DVD 106

上映可

教材 DVD 102

上映可

女性と子ども支援センターウィメンズネット・
2012年/11分/日本
こうべ/大阪府企画

教材 DVD 88

上映可

企画：内閣府男女共同参画局

2009年/73分/日本

教材 DVD 63

上映可

新なくそう、防ごう、気づこう アカデミックハラス アカデミック・ハラスメントをなくすネット
2016年/18分/日本
ワーク
メント

教材 DVD 128

個人

アカデミック・ハラスメントをなくすネット
2014年/24分/日本
ワーク

教材 DVD 112

個人

SSHP全国ネットワーク

2008年/21分/日本

教材 DVD 47

上映可

大阪私立学校人権教育研究会

2005年/15分/日本

教材 DVD 60

上映可

危険から子どもを守るＤＶＤ

狙われる子どもたち
子どもの危機回避マニュアル

恋するみんなに
デートＤＶ防止啓発教材DVD

ふたりがよりよい関係をつくるために～デートＤ
滋賀県健康福祉部子ども・青少年局
Ｖってなに？～

2013年/23分/日本

若年層向けＤＶ防止啓発ＤＶＤ

デートDVって知っていますか？
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

ハラスメントを生まない関係づくり
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

学校生活を快適に
セクシュアル･ハラスメントの被害者にならないために

●メディア・リテラシー
タ イ ト ル

監督/製作

製作年/時間/製作国

区分

利用

メディア・リテラシーって何？

ドーン・ビデオメイト

2002年/13分/日本

教材 DVD 50

個人

ネットいじめに向き合うために

ＮＨＫエデュケーショナル

2008年/30分/日本

教材 DVD 46

上映可

●性に関する知識
タ イ ト ル
からだを語ろう

監督/製作

製作年/時間/製作国

区分

利用

オトーニョ

2010年/15分/日本

教材 DVD 57

上映可

メディカ出版ウィザード

2009年/48分/日本

教材 DVD 51

上映可

イオス

2009年/25分/日本

教材 DVD 42

上映可

イオス

2009年/25分/日本

教材 DVD 43

上映可

イオス

2009年/25分/日本

教材 DVD 44

上映可

イオス

2009年/25分/日本

教材 DVD 45

上映可

性感染症

性と健康を考える女性専門家の会

2007年/40分/日本

教材 DVD 16

上映可

ミラクル・オブ・ラブ 新しい生命の誕生

サン・グラフ

2002年/23分/日本

教材 DVD 1

個人

区分

利用

月経はイヤじゃない！

ゆっくり大人になろうよ
中学・高校生向け性教育用映像教材

女の子、男の子のからだと心
生と性、健康を学ぶ１

恋愛とセックス
生と性、健康を学ぶ２

避妊と妊娠のメカニズム
生と性、健康を学ぶ３

STD(性感染症)を防ぐ
生と性、健康を学ぶ４

●働くことを考える
タ イ ト ル
ＤＶＤで学ぶビジネススキル・マナースキル
発達障害者の就労支援

ブラック企業にご用心！
就活・転職の落とし穴

近くて遠い、遠くて近い貧困問題
自分とつなげて考えてみました

プロフェッショナル仕事の流儀

監督/製作

製作年/時間/製作国

中島映像教材出版

2014年/58分/日本

教材 DVD 124

個人

アジア太平洋資料センター（ＰＡＲＣ）

2013年/36分/日本

教材 DVD 95

個人

アジア太平洋資料センター（ＰＡＲＣ）

2010年/36分/日本

教材 DVD 62

個人

日本放送出版協会

2007年～/日本

テレビ
DVD 1～10，13

個人

●女性の生き方とキャリア
タ イ ト ル
女性のリーダーシップ
現代女性のキャリアと活躍 変わる世界 変える女性 Vol.１

女性にまつわる因習
現代女性のキャリアと活躍 変わる世界 変える女性 Vol.２

宗教と女性
現代女性のキャリアと活躍 変わる世界 変える女性 Vol.３

職業の壁に挑んで
現代女性のキャリアと活躍 変わる世界 変える女性 Vol.４

監督/製作

製作年/時間/製作国

区分

利用

BBC/ムービーマネジメントカンパニー 2016年/50分/イギリス 教材 DVD 129

個人

BBC/ムービーマネジメントカンパニー 2016年/50分/イギリス 教材 DVD 130

個人

BBC/ムービーマネジメントカンパニー 2016年/50分/イギリス 教材 DVD 133

個人

BBC/ムービーマネジメントカンパニー 2016年/50分/イギリス 教材 DVD 134

個人

≒草間彌生 わたし大好き

松本貴子/ビー・ビー・ビー

2008年/102分/日本

ドキュメンタリー
DVD 150

個人

いわさきちひろ

海南友子/ホライズン・フィーチャーズ

2012年/96分/日本

ドキュメンタリー
DVD 149

個人

ＮＨＫエンタープライズ

2017年/44分/日本

テレビ DVD 12

上映可

２７歳の旅立ち

足元の小宇宙
絵本作家甲斐信枝と見つめる生命のドラマ

◆ライブラリーカードで、図書・行政資料・雑誌・ＤＶＤの貸出をしています。
一人につき図書・行政資料・雑誌は１５冊３週間、ＤＶＤは３点２週間です。

〈連絡・問い合せ先〉

ドーンセンター情報ライブラリー
(大阪府立男女共同参画・青少年センター）

ＴＥＬ ０６－６９１０－８６１６
Ｅ-ｍａｉｌ ｌｉｂ＠ｄａｗｎｃｅｎｔｅｒ．ｊｐ

