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教材リスト

利用範囲
＊上映可＝ 授業等で使えます
＊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

映像で学ぶジェンダー入門 全５巻
1.
2.
3.
4.
5.

男らしさ／女らしさ
多様な「性」
結婚・家庭におけるジェンダー
労働とジェンダー
性暴力と性の商品化

加藤秀一監修

2021年/各巻約35分/ 教材 DVD
日本
139,140,141,142,143

今村彩子/Studio AYA

日本/2018年/本編76
教材 DVD 136
分

個人

ＮＨＫ厚生文化事業団

2017年/各巻70分～
90分程度/日本

教材 DVD
125,126,127

個人

東映

2016年/35分/日本

教材 DVD 121

個人

ＬＧＢＴの教え子たちと向き合うために

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

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

BBC

2018年/各巻50分/イ
ギリス

ドキュメンタリー
DVD 167,169

上映可

１１歳の君へ
いろんなカタチの好き

上映可

ひきこもりからの回復 全３巻
1. 私がひきこもった理由 回復へのヒントを探る
2. 我が子がひきこもったとき 家族の役割と支援
3. あなたは一人じゃない 様々な支援の形・地域編

わっかカフェへようこそ
ココロまじわるヨリドコロ

先生にできること

女性差別撤廃条約のいま

サフラジェット
命を懸けた女性参政権獲得への闘い
1 サフラジェット誕生
2 暴走する女性たち

●暴力や危険から身を守る
タ イ ト ル

監督/製作

製作年/時間/製作国

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

区分

利用

教材 DVD 128

個人

教材 DVD 119

上映可

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

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

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

SSHP全国ネットワーク

2008年/21分/日本

教材 DVD 47

上映可

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

狙われる子どもたち

人間と歴史社

2006年/46分/日本

教材 DVD 39

個人

豊田徳章/imageforest

2019年/63分/日本

ドキュメンタリー
DVD 171

上映可

もずやんのレスキューキット
危険から子どもを守るＤＶＤ

恋するみんなに
デートＤＶ防止啓発教材DVD

デートDVって知っていますか？
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

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

子どもの危機回避マニュアル

ずっと助けてと叫んでた

大阪府青少年・地域安全室/大阪府

2016年/114分/日本

●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

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

区分

利用

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）

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

個人

●性に関する知識
タ イ ト ル
性の健康・リレーションシップ教育映像教材
AMAZE
からだを語ろう
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

監督/製作

製作年/時間/製作国

区分

利用

amaze/ピルコン

2020年/129分/アメリ
教材 DVD 137
カ

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/各巻25分/日 教材 DVD
本
42,43,44,45

サン・グラフ

2002年/23分/日本

個人

生と性、健康を学ぶ 全４巻
1. 女の子、男の子のからだと心
2. 恋愛とセックス

3. 避妊と妊娠のメカニズム
4. STD(性感染症)を防ぐ

ミラクル・オブ・ラブ 新しい生命の誕生

上映可

教材 DVD 1

個人

区分

利用

●女性の生き方とキャリア
タ イ ト ル
現代女性のキャリアと活躍 : 変わる世界 変え
る女性 全４巻
１. 女性のリーダーシップ 2. 女性にまつわる因習
3. 宗教と女性
4. 職業の壁に挑んで

ＲＢＧ
最強の８５歳

広岡浅子
挑戦し続けた女性実業家

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

監督/製作

製作年/時間/製作国

BBC/ムービーマネジメントカンパニー

2016年/各巻50分/イ
ギリス

教材 DVD
129,130,133,134

個人

ジュリー・コーエン ベッツィ・ウェスト

2018年/本編98分/ア ドキュメンタリー
メリカ
DVD 172

個人

国広陽子監修/丸善出版

2018年/約19分/日本

ドキュメンタリー
DVD 160

上映可

ＮＨＫエンタープライズ

2017年/44分/日本

テレビ DVD 12

上映可

●持続可能な環境・まちづくり
タ イ ト ル

監督/製作

製作年/時間/製作国

区分

利用

ミツバチの羽音と地球の回転

鎌仲ひとみ

2010年/本編135分+
特典映像20分/日本

ドキュメンタリー
DVD 140

個人

チェルノブイリ２８年目の子どもたち 全２巻

OurPlanet-TV

2015年/日本

ドキュメンタリー
DVD 132

上映可

Fashion Resistance : 暴力を着る

Women of Color Resource Center/大
阪府男女共同参画推進財団 日本語
版著作

2006年/10分/アメリカ

ドキュメンタリー
DVD 57

個人

アジア太平洋資料センター（ＰＡＲＣ）

2014年/33分/日本

教材 DVD 109

個人

教材 DVD 94

上映可

もっと！フェアトレード
世界につながる私たちの暮らし

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

あおもり被災地の地域コミュニティ再生
2013年/30分/日本
支援事業実行委員会

＜ウェブサイト＞
タ イ ト ル

URL

内容

me and them

ガールスカウト日本連盟と内閣府の共催で作成され
https://www.girlscout.or.jp/meandthe た、中学生・高校生向けのジェンダー平等を理解する
ためのオンライン教育教材。映像とワークシートを使っ
m/
て、取り組むことができる。

SDGs Club

日本ユニセフ協会が提供する、親子で学べるSDGs
https://www.unicef.or.jp/kodomo/sdgs
（持続可能な開発目標）サイト。SDGs17の目標とター
/
ゲットを学ぶための教材や動画を紹介する。

人権啓発ビデオギャラリー（法務省）

人権擁護局で作成した人権啓発ビデオを紹介。一部
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken9
は動画サイトYouTubeの法務省チャンネルでも視聴で
6.html
きる。
SNSでの誹謗中傷や自画撮りなど、インターネットのト

上手にネットと付き合おう！～安心・安全なイン https://www.soumu.go.jp/use_the_inter ラブルを事例から学ぶ。安心・安全な利用に係る動画
net_wisely/
ターネット利用ガイド～（総務省）
コンテンツを紹介。

◆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

