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未来をひらく「女性差別撤廃条約」
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SDGs〈持続可能な開発目標〉
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学んで活かそう女性の権利 ［改訂3版］

国際女性の地位協会編
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国連ＮＧＯ国内女性委員会編
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未来を変える目標 SDGsアイデアブック
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私たちが目指す世界 子どものための「持続可能な開発目標」
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高柳彰夫, 大橋正明編
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日本女性差別撤廃条約
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国連人口基金編
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日下部尚徳
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地図とデータで見る女性の世界ハンドブック

イザベル・アタネ〔ほか〕編

原書房
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男女平等はどこまで進んだか

国際女性の地位協会編

岩波書店
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明石書店
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世界の女性問題①～③

関橋眞理

汐文社
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セ

わたしは女の子だから

ローズマリー・マカーニー
ジェン・オールバー

西村書店

2019 K367.2
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誕生学協会

誕生学協会

2016 367.6
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プラン・ジャパン
久保田恭代〔ほか〕

合同出版

2014 367.6
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ルイーズ・スピルズベリー〔ほか〕
評論社
文

2017 K369
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マララ・ユスフザイ

潮出版社

2020 369.38
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プラン・ジャパン

プランジャパン

2016 375.1
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世界中の子どもの権利をまもる30の方法

世界の女性をエンパワーする100の方法

世界中のひまわり姫へ

女性差別撤廃条約の新展開

国連・女性・NGO
世界を変えるのは、あなた

～2030年までの17のグローバル目標～

SDGsを学ぶ
国際開発・国際協力入門

国連と日本の女性たち

女性差別撤廃条約 第７・８次日本政府報告審議とＪＮＮＣの活動記録 ＮＧＯネットワーク編

知っていますか？SDGs
ユニセフとめざす2030年のゴール

はじめてのジェンダーと開発
現場の実体験から

世界人口白書 2020
女性や少女を傷つけ平等を奪う有害な慣習に立ち向かう

わたし8歳、職業、家事使用人。
世界の児童労働者1億5200万人の1人

女性差別撤廃条約から考える

女性の世界地図
女たちの経験・現在地・これから

世界を変える夢をあきらめない子どもたち

GIRLS' EMPOWERMENT BOOK
ココロとカラダは自分で決める。

わたしは１３歳、学校に行けずに花嫁になる。
未来をうばわれる２億人の女の子たち

今、世界はあぶないのか？
差別と偏見／貧困と飢餓／争いと戦争／難民と移民

マララが見た世界
わたしが出会った難民の少女たち

Because I am a Girl
女の子にはチカラがある～未来を創るジェンダー教育～

国際女性デーって？
毎年3月8日は「国際女性デー」です。
国連では、国際婦人年（1975年）に初めて「国際女性デー」が実施され、以後世界的に広まっていきました。
女性の権利と世界平和をめざす記念行事が、世界各国で開催されています。
イタリアではこの日、
「FESTA DELLA DONNA（フェスタ・デラ・ドンナ＝女性の日）」とされ、男性が日ごろの感謝を込めて、
ミモザの花を女性に贈ります。このことから「ミモザの日」とも呼ばれるようになりました。
（参考）国連ホームページ、日本女性学習財団用語集

＜視聴覚資料＞
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

監督/制作

区分

製作年/時間

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

ＢＢＣ

2016年/各巻50分

教材 DVD
129,130,133,134

世界の女性とUN Women（国連ウィメン）

国連ウィメン日本協会

2013年/各巻 約30分

教材 DVD 103

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

教材 DVD 92

未来を花束にして

サラ・ガヴロン

2015年/本編106分

ドラマ DVD 237

マララ

ＢＢＣ

2013年/30分

ドキュメンタリー
DVD 118

ガブリエラ・ノイハウス
アンジェロ・スクデレッティ

2005年/55分

ドキュメンタリー
DVD 81

女性差別撤廃条約のいま

教育を求めて闘う少女

１０００人のピースウーマン

＜雑誌・ミニコミ誌＞
特集
SDGs(持続可能な開発目標)を実践する

雑誌名・巻号
『国際人権ひろば』No.147

発行

発行年・月

アジア･太平洋人権情報センター
（ヒューライツ大阪）

2019.9

持続可能な開発目標（SDGs）が目指すジェンダー平等と 『UN Women National Committee 国連ウィメン日本協会
Japan』No.15
女性・少女のエンパワーメントの実現に向けて

2018.6

グローバリゼーションに立ち向かう

2018.1

ジェンダー平等を目指して

＜ウェブサイト＞

『We learn ウィ ラーン』 Vol.770

日本女性学習財団

ドーンセンターホームページ内の「女性情報ステーション」 から見ることもできます。

団体･施設名

ＵＲＬ

内容
国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」達成に

■外務省「JAPAN

SDGs Action Platform」

https://www.mofa.go.jp/mofaj 向けた日本政府の取組、企業や団体をの取組
/gaiko/oda/sdgs/index.html 事例などを幅広く紹介する。
親子で学べるSDGsサイト。SDGs17の目標と

■日本ユニセフ協会「SDGs

Club」

https://www.unicef.or.jp/kodo ターゲットの子ども訳をダウンロードできるほ
mo/sdgs/#
か、教材や動画を紹介する。

「持続可能な開発目標（SDGs）」の達成を目指

https://www.sdgs-japan.net/ し、その実現に取り組む約120団体が加盟して

■SDGs市民社会ネットワーク

いる日本唯一のCSOのネットワーク。

◎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。
資料種別

貸出冊数（期間）

図書・行政資料・雑誌

15冊（3週間）

DVD

3点（2週間）

＜連絡・問い合わせ先＞
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）

〒540-0008 大阪市中央区大手前1-3-49

ＴＥＬ 06-6910-8616
ＦＡＸ 06-6910-8775

