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タ イ ト ル 著 者 出 版 社 出版年

ハイヒールを履かない女たち
北欧・ジェンダー平等社会のつくり方

あぶみあさき かもがわ出版 2022 238.94 ア

私たちが声を上げるとき
アメリカを変えた１０の問い

和泉真澄〔ほか〕 集英社 2022 253 イ

だから私はここにいる
世界を変えた女性たちのスピーチ

アンナ・ラッセル
カミラ・ピニェイロ絵

フィルムアート社 2022 280 ラ

アクティビストあつまれ！みんなで平等をつくる
わたしたちの声がとどけば、世界はきっとかわるよ

シャノン・ウェバー文
ジェイド・オーランド絵

亜紀書房 2022 K316.1 ウ

ビジュアル版女性の権利宣言 シェーヌ出版社編 創元社 2018 316.1 シ

WOMEN　EMPOWERMENT　100
世界の女性をエンパワーする100の方法

ベッツィ・トイチュ 英治出版 2016 319 ト

世界中のひまわり姫へ
未来をひらく「女性差別撤廃条約」

小笠原みどり〔文〕
永田萠〔絵〕

ポプラ社 2000 K319.9 オ

女性差別撤廃条約批准から３５年
何がどう変わったか？

国際女性の地位協会編 国際女性の地位協会 2021 319.9 コ

学んで活かそう女性の権利　［改訂3版］
女性差別撤廃条約の新展開

国際女性の地位協会編 尚学社 2016 319.9 コ

国連・女性・NGO
世界を変えるのは、あなた

国連ＮＧＯ国内女性委員会編 パド・ウィメンズ・オフィス 2017 319.9 コ

１４歳からのSDGs
あなたが創る未来の地球

水野谷優編著
國井修〔ほか〕

明石書店 2022 K319.9 ミ

女性と持続可能な開発目標 UN Women 日本事務所 UN Women 日本事務所 319.9 ユ

ファッションの仕事で世界を変える
エシカル・ビジネスによる社会貢献

白木夏子 筑摩書房 2021 335.8 シ

国際女性デーは大河のように ［増補版］ 伊藤セツ 御茶の水書房 2019 367.2 イ

男女平等はどこまで進んだか
女性差別撤廃条約から考える

国際女性の地位協会編 岩波書店 2018 K367.2 コ

女性の世界地図
女たちの経験・現在地・これから

ジョニー・シーガー 明石書店 2020 367.2 シ

世界の女性問題①～③ 関橋眞理 汐文社 2013 K367.2 セ

話すことを選んだ女性たち
６０人の社会・性・家・自立・暴力

アナスタシア・ミコバ
ヤン・アルテュス=ベルトラン

日経ナショナルジオグラ
フィック社

2022 367.2 ミ

女の子だから、男の子だからをなくす本
ユン･ウンジュ文
イ・ヘジョン絵

エトセトラブックス 2021 K367.2 ユ

女性白書　2022
コロナ禍を超え、ジェンダー平等の実現を

日本婦人団体連合会編 ほるぷ出版 2022 R367.21 ニ

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

プラン・ジャパン
久保田恭代〔ほか〕

合同出版 2014 367.6 プ

月経の人類学
女子生徒の「生理」と開発支援

杉田映理, 新本万里子編 世界思想社 2022 495.13 ス

SDGsとトイレ
地球にやさしく、誰もが使えるために

日本トイレ協会編 柏書房 2022 518 ニ

フェミニスト・シティ レスリー・カーン 晶文社 2022 518.8 カ

SDGsな生活のヒント
あなたの物の使い方が地球を救う

タラ・シャイン 創元社 2021 519 シ

女の子がいる場所は やまじえびね KADOKAWA 2022 726.1 ヤ

請求記号

３月８日は国際女性デー

世界の女性の未来とジェンダー平等を考える



＜視聴覚資料＞

タ イ ト ル 監督/制作 製作年/時間

現代女性のキャリアと活躍：変わる世界　変える女性
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

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

私らしくマイノリティを生きる
女性差別撤廃条約のいま

人権啓発ＤＶＤ製作委員会 2013年/20分

未来を花束にして サラ・ガヴロン 2015年/本編106分

行動する女が未来を拓く
行動する女たちの会２０年の記録

「行動する女たちの会」映像を記
録する委員会

2016年/58分

１０００人のピースウーマン
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

＜雑誌・ミニコミ誌＞

特集 雑誌名・巻号

持続可能な社会×ジェンダー 『We learn  ウィ ラーン』 Vol.825

気候変動・環境・災害リスク削減とジェンダー 『国際女性』（36）

【連載】SDGsを人権の視点で読み解く 『国際人権ひろば』

＜ウェブサイト＞　　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

■外務省「JAPAN SDGs Action Platform」
https://www.mofa.go.jp/mofaj
/gaiko/oda/sdgs/index.html

■日本ユニセフ協会「SDGs Club」
https://www.unicef.or.jp/kodo
mo/sdgs

■SDGs市民社会ネットワーク https://www.sdgs-japan.net/

◎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）

内容

国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」達成に
向けた日本政府の取組、企業や団体をの取組
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
ターゲットの子ども訳をダウンロードできるほ
か、教材や動画を紹介する。

区分

日本女性学習財団 2023.1

ドラマ DVD 237

教材 DVD 92

教材 DVD
129,130,133,134

ドキュメンタリー
DVD 81

ドキュメンタリー
DVD 143

教材 DVD 103

発行 発行年・月

国際女性の地位協会

アジア･太平洋人権情報センター
（ヒューライツ大阪）

2020.3～

2022.12

「持続可能な開発目標（SDGs）」の達成を目指
し、その実現に取り組む約120団体が加盟して
いる日本唯一のCSOのネットワーク。

＜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

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
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