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タ イ ト ル 著 者 出 版 社 出版年

Dear GIRLS
自分らしく生きていくための２８の言葉

朝日新聞「DearGIRLS」取材班 朝日新聞出版 2019 159.6 ア

たかくとびたて女の子 ラケル・ディアス・レゲーラ 汐文社 2020 K159.6 デ

ディアガール
おんなのこたちへ

エイミー・クラウス・ローゼン
タール 〔ほか〕

主婦の友社 2019 K159.6 ロ

声をあげて、世界を変えよう！
よりよい未来のためのＵ（アンダー）３０の言葉

アドーラ・スヴィタク DU BOOKS 2021 280 ス

世界を舞台に輝く１００人の女の子の物語 エレナ・ファヴィッリ 河出書房新社 2021 K280 フ

世界中の子どもの権利をまもる３０の方法
だれひとり置き去りにしない！

国際子ども権利センター
甲斐田万智子編

合同出版 2019 316.1 コ

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

知っていますか？ＳＤＧｓ
ユニセフとめざす２０３０年のゴール

日本ユニセフ協会制作協力 さ・え・ら書房 2018 K319.9 ニ

未来をつくるあなたへ 中満泉 岩波書店 2021 K329.33 ナ

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

国連人口基金編 国連人口基金 2020 R334.3 コ

わたし８歳、カカオ畑で働きつづけて。
児童労働者とよばれる２億１８００万人の子どもたち

岩附由香
白木朋子 〔ほか〕

合同出版 2007 366.38 イ

チェンジの扉
児童労働に向き合って気づいたこと

ＡＣＥ
安田菜津紀写真

集英社 2018 366.38 エ

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

日下部尚徳 合同出版 2018 366.38 ク

「ジェンダー」に関する女子高校生調査報告書
声をつなぐ２０２０

ガールスカウト日本連盟編
ガールスカウト日本
連盟

2021 367.2 ガ

ガールズ・ビー・アンビシャス
一歩踏み出したいあなたへ贈る２１のコトバ

集英社インターナショナル編
集英社インターナ
ショナル

2022 367.2 シ

世界の女性問題
1.貧困、教育、保健
2.暴力、差別、戦争
3.政治、仕事、ジェンダー

関橋眞理 汐文社
2013-
2014

K367.2 セ

世界じゅうの女の子のための日
国際ガールズ・デーの本

ジェシカ・ハンフリーズ
ロナ・アンブローズ

大月書店 2021 K367.2 ハ

男の子でもできること
みんなの未来とねがい

プラン・インターナショナル 西村書店 2020 K367.2 プ

わたしは女の子だから
世界を変える夢をあきらめない子どもたち

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 マ

世界の半分、女子アクティビストになる ケイリン・リッチ 晶文社 2019 367.2 リ

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 合同出版 2014 367.6 プ

マララが見た世界
わたしが出会った難民の少女たち

マララ・ユスフザイ 潮出版社 2020 369.38 ユ

支える、支えられる、支え合う サヘル・ローズ 岩波書店 2021 K369.4 サ

貧しい国で女の子として生きるということ
開発途上国からの５つの物語

遊タイム出版編 遊タイム出版 2010 K369.4 ユ

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〜

プラン・ジャパン プランジャパン 2016 375.1 プ

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

請求記号

国際ガールズ・デー
10月11日は世界中の女の子のための日 「国際ガールズ・デー」 です
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タ イ ト ル 著 者 出 版 社 出版年 請求記号

サトコとナダ　1～4巻 ユペチカ 星海社
2017-
2018

726.1 ユ

１１１本の木
リナ・シン文
マリアンヌ・フェラー絵

光村教育図書 2021 K726.5 シ

わたしも水着をきてみたい
オーサ・ストルク作
ヒッテ・スペー絵

さ・え・ら書房 2017 K726.5 ス

１５歳、ぬけがら 栗沢まり 講談社 2017 K913.8 ク

生きのびるために デボラ・エリス さ・え・ら書房 2002 K933.7 エ

囚われのアマル アイシャ・サイード さ・え・ら書房 2020 K933.7 サ

Because I am a Girl　わたしは女の子だから ティム・ブッチャー〔ほか〕 英治出版 2012 933.78 ブ

三つ編み
ラリタの旅

レティシア・コロンバニ作
クレマンス・ポレ絵

アンドエト 2022 K953 コ

＜視聴覚資料＞
タ イ ト ル 監督/制作 製作国/製作年/時間

パピチャ
未来へのランウェイ

ムニア･メドゥール
アルジェリアほか
/2019年/109分

少女は自転車にのって ハイファ･アル･マンスール
サウジアラビアほか
/2012年/97分

ブレッドウィナー ノラ・トゥーミー
アイルランド/2017
年/93分

ソニータ ロクサレ・ガエム・マガミ
イランほか/2015年
/91分

アッラーと私とスカーフと 横間 恭子
カナダ/2015年/43
分

マララ
教育を求めて闘う少女

Ａ ＢＢＣ Ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ
イギリス/2013年
/30分

現代女性のキャリアと活躍 変わる世界 変える女
性

ＢＢＣ
イギリス/2016年
/50分

　 ◎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15冊（3週間）、DVD3点（2週間）です。

区分

ドラマ DVD 205

ドラマ DVD 291

アニメーション
DVD 5

ドキュメンタリー
DVD 118

ドキュメンタリー
DVD 134

ドキュメンタリー
DVD 166

教材　DVD 130

毎年10月11日は国際ガールズ・デー。

女の子の権利や女の子のエンパワーメント(※)の促進を

広く国際社会に呼びかける日として国連によって定められました。

この日は世界各地で女の子たちを応援するイベントやアクションが行われます。

※女性が人生におけるあらゆる選択肢を自分の意思で選びとり生きていくために必要な力、

男性と対等に家庭内や社会の意思決定に参画する力をつけること。

＜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
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