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●男女共同参画
タイトル 発行・発売 制作年 請求記号 時間 対象

のぞみｖｓノゾミ
明日はどっち？　男女共同参画チャレンジ応援劇

愛知県 2005 DWｱ/0936/1 117分 一般

さんかくコラム
固めのテーマをまぁるく解説。よりぬきコラム

愛知人権ファンクション委員
会

2009 DWｱ/1373/1 15分 一般

イクメン・カジダン・共同メン
これからの男の生き方！

愛知県県民生活部社会活動推
進課男女共同参画室

2012 DWｱ/1542/1 25分 一般

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 DWｱ/1762/1 58分 一般

※ わたしも★ボクもみんな活き活き
ひとり一人の違いを活かし合う関係づくり

ＳＥＡＮ 2007 DWｼ/0976/1 18分 小学生

女子差別撤廃条約　その理念の実現を目指して 内閣府男女共同参画局 2011 DWﾅ/1513/1 6分 一般

※ Ｗｏｍｅｎ  Ｐｉｏｎｅｅｒｓ １
はじめに 日本女性の地位

大阪府男女共同参画推進財
団

2011 DWｵ/1516/5 26分 一般

※ Ｗｏｍｅｎ  Ｐｉｏｎｅｅｒｓ ２
高田ユリと消費者運動

大阪府男女共同参画推進財
団

2011 DWｵ/1517/5 26分 一般

※ Ｗｏｍｅｎ  Ｐｉｏｎｅｅｒｓ ３
市川房枝と婦人参政権の歩み

大阪府男女共同参画推進財
団

2011 DWｵ/1518/5 32分 一般

※ Ｗｏｍｅｎ  Ｐｉｏｎｅｅｒｓ ４
三淵嘉子 法曹界の扉を拓く

大阪府男女共同参画推進財
団

2011 DWｵ/1519/5 32分 一般

※ Ｗｏｍｅｎ  Ｐｉｏｎｅｅｒｓ ５
加藤シヅエと家族計画

大阪府男女共同参画推進財
団

2011 DWｵ/1520/5 29分 一般

※ Ｗｏｍｅｎ  Ｐｉｏｎｅｅｒｓ ６
阿武喜美子 科学の世界に挑む

大阪府男女共同参画推進財
団

2011 DWｵ/1521/5 32分 一般

※ Ｗｏｍｅｎ  Ｐｉｏｎｅｅｒｓ ７
浅賀ふさと医療社会事業

大阪府男女共同参画推進財
団

2011 DWｵ/1522/5 31分 一般

※ Ｗｏｍｅｎ  Ｐｉｏｎｅｅｒｓ ８
江上フジと子ども、婦人番組

大阪府男女共同参画推進財
団

2011 DWｵ/1523/5 31分 一般

※ Ｗｏｍｅｎ  Ｐｉｏｎｅｅｒｓ ９
山高しげりと母子福祉

大阪府男女共同参画推進財
団

2011 DWｵ/1524/5 31分 一般

※ Ｗｏｍｅｎ  Ｐｉｏｎｅｅｒｓ １０
野上弥生子 小説と婦人運動家たち

大阪府男女共同参画推進財
団

2011 DWｵ/1525/5 32分 一般

情報ライブラリー所蔵のＤＶＤの中から研修や授業で上映（無償に限る）可能なものを紹介します。
研修や授業で当ライブラリーのDVDを上映するには、書類による申込みが必要です。

※印は上映に関して条件がありますので、ご希望の際は職員にお問い合わせください。

研修や授業で使えます！！

職場や学校で上映できるＤＶＤ



タイトル 発行・発売 制作年 請求記号 時間 対象

映像で学ぶジェンダー入門 １
男らしさ／女らしさ－社会を覆うジェンダー・ステレオタイプ－

サン・エデュケーショナル [2021.1] DWｻ/1932/1 40分 学生

映像で学ぶジェンダー入門 ２
多様な「性」

サン・エデュケーショナル [2021.1] DWｻ/1933/1 30分 学生

映像で学ぶジェンダー入門 ３
結婚・家庭におけるジェンダー

サン・エデュケーショナル [2021.1] DWｻ/1934/1 38分 学生

映像で学ぶジェンダー入門 ４
労働とジェンダー

サン・エデュケーショナル [2021.1] DWｻ/1935/1 35分 学生

映像で学ぶジェンダー入門 ５
性暴力と性の商品化

サン・エデュケーショナル [2021.1] DWｻ/1936/1 34分 学生

姉妹よ、まずかく疑うことを習え
山川菊栄の思想と活動

山川菊栄記念会 2011 DWﾔ/1623/5 76分 一般

●女性に対する暴力
タイトル 発行・発売 制作年 請求記号 時間 対象

Ｄａｔｅ  ＤＶ  ＤＶＤ　素敵な大人になるために
愛知人権ファンクション委員
会（制作）

2010 DWｱ/1413/1 47分 学生

これって愛なの？　デートＤＶ朗読劇 茨木市（制作） 2011 DWｲ/1668/1 36分 学生

※ ずっと助けてと叫んでた
人権学習ドキュメンタリーＤＶＤ

imageforest（製作） 2018 DWｲ/1888/1 63分 一般

※ 恋するみんなに　デートＤＶ防止啓発教材ＤＶＤ
大阪市男女共同参画のまち
創生協会

2014 DWｵ/1667/1 23分 学生

デートＤＶって知っていますか？
女性と子ども支援センター
ウィメンズネット・こうべ（製
作）

2012 DWｼﾞ/1669/1 11分 学生

ＳＴＯＰ！デートＤＶ ドラコ／企画・製作 [2018] DWﾄﾞ/1862/1 22分 学生

配偶者からの暴力の根絶をめざして
配偶者暴力防止法のしくみ

内閣府男女共同参画局 2009 DWﾅ/1372/1 35分 一般

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

内閣府男女共同参画局 2010 DWﾅ/1416/1 42分 一般

※ 女を修理する男
ユナイテッドピープル（発売
等）

2015 DWﾕ/1877/1 112分 一般

●職場のハラスメント
タイトル 発行・発売 制作年 請求記号 時間 対象

見てわかる 改正均等法のセクハラ対策 [１]
気づこう！職場のセクシュアル・ハラスメント

アスパクリエイト 2007 DWｱ/0997/2 20分 一般

見てわかる 改正均等法のセクハラ対策 [２]
管理職がセクハラ加害者にならないために

アスパクリエイト 2007 DWｱ/0998/2 20分 一般

見てわかる 改正均等法のセクハラ対策 [３]
セクハラ対策と管理職の役割

アスパクリエイト 2007 DWｱ/0999/2 20分 一般

セクハラ対策の新常識 １
セクハラになる時、ならない時

アスパクリエイト 2010 DWｱ/1426/2 24分 一般



タイトル 発行・発売 制作年 請求記号 時間 対象

セクハラ対策の新常識 ２
あなたならどうする？

アスパクリエイト 2010 DWｱ/1427/2 25分 一般

職場のハラスメント基礎講座
セクハラ・パワハラ・マタハラ

アスパクリエイト ［2019］ DWｱ/1863/2 32分 一般

※
みんなでつくろう、ハラスメントのないキャ
ンパスを

アカデミック・ハラスメントをな
くすネットワーク（ＮＡＡＨ）

2017 DWｱ/1861/2 25分 学生

※
新なくそう、防ごう、気づこう、アカデミッ
ク・ハラスメント

アカデミック・ハラスメントをな
くすネットワーク（ＮＡＡＨ）

2016 DWｱ/1860/2 18分 学生

マタニティハラスメントから考える職場の
人権

自己啓発協会映像事業部
（企画・製作）

2015 DWｼﾞ/1750/2 30分 一般

アサーティブな対応で防ぐ

グレーゾーンのセクシャルハラスメント ドラコ(製作) [2018］ DWﾄﾞ/1827/2 23分 一般

はやわかりハラスメント対策
セクハラ・マタハラ防止最前線

21世紀職業財団(制作) [2017] DWﾆ/1804/2 27分 一般

●労働
タイトル 発行・発売 制作年 請求記号 時間 対象

女性の活躍、わが社のチャレンジショート
フィルム

あいち男女共同参画財団 2014 DWｱ/1670/2 69分 一般

女性の活躍、わが社のチャレンジショート
フィルム 2015

あいち男女共同参画財団 2015 DWｱ/1712/2 89分 一般

女性の活躍、わが社のチャレンジショート
フィルム 2016

あいち男女共同参画財団 2016 DWｱ/1763/2 26分 一般

ジョシゴト応援ＤＶＤ
女子×仕事　ジョシゴト応援ＤＶＤ

愛知県 2016 DWｱ/1768/2 15分 学生

あいちの女性活躍中小企業探訪記
REPORT　OF　WORKING　WOMAN

愛知県 2019 DWｱ/1876/2 40分 一般

お茶の水女子大学女性研究者に適合し
た雇用環境モデルの構築
ロールモデルＤＶＤ

お茶の水女子大学 2009 DWｵ/1386/2 30分 学生

建設業夢を形にする世界
東海４県の建設業魅力紹介映像

中部圏建設担い手育成ネッ
トワーク協議会

[2015] DWﾁ/1711/2 14分 学生

パートタイマーの“やる気”を企業活力に
短時間労働者雇用管理事例紹介ＤＶＤ

東京シネ・ビデオ 2005 DWﾄ/0935/2 27分 一般

ワーク・ライフ・バランスを知っています
か？　働くオトコたちの声

内閣府男女共同参画局 2008 DWﾅ/0937/2 27分 一般

職場における間接差別は、今
ワーキング・ウィメンズ・ネット
ワーク

2006 DWﾜ/0922/2 21分 一般

●医学
タイトル 発行・発売 制作年 請求記号 時間 対象

性感染症
性と健康を考える女性専門家
の会

2007 DWｾ/0995/3 40分 一般

１枚のコイン
乳がん検診啓発ショートムービー

乳がん検診啓発ショートムー
ビー制作実行委員会

2011 DWﾆ/1515/3 18分 一般



●子育て・介護
タイトル 発行・発売 制作年 請求記号 時間 対象

※ 親と子のふれあい　赤ちゃんのこころを育む 愛知県 2012 DWｱ/1560/4 65分 一般

※ 子どもたちを事故から守る
わたしたち大人ができること

愛知県 2012 DWｱ/1562/8 65分 一般

※ 介護ってなんだろう？
小学５年生向け介護のイメージアップ用ＤＶＤ

愛知県 ［2017] DWｱ/1806/4 16分 小学生

介護のお仕事
中学２年生向け介護職紹介ＤＶＤ

愛知県 ［2018］ DWｱ/1837/4 27分 中学生

介護職ｄｉａｒｙ
高校生向け若手介護職員ドキュメンタリーＤＶＤ

愛知県 2019 DWｱ/1875/4 23分 高校生

Ｔｈｅ  Ｐｅｒｉｏｄ  ｏｆ  ＰＵＲＰＬＥ  ｃｒｙｉｎｇ
パープルクライング（赤ちゃんのよく泣く時期）

National Center on Shaken
Baby Syndrome

2007 DWﾅ/1561/4 10分 一般

●地域活動
タイトル 発行・発売 制作年 請求記号 時間 対象

夢へのパスポート
まちづくりにかける元気な女性たち

内閣府男女共同参画局 2007 DWﾅ/0923/6 87分 一般

体験！発信！チャレンジ・ストーリー
まちづくりにかける元気な女性たち

内閣府男女共同参画局 2006 DWﾅ/0938/6 87分 一般

明日への道しるべ
まちづくりにかける元気な女性たち

内閣府男女共同参画局 2008 DWﾅ/0950/6 60分 一般

●その他
タイトル 発行・発売 制作年 請求記号 時間 対象

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

青森県男女共同参画セン
ター（企画・編集）

2013 DWｱ/1599/4 27分 一般

※
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 DWｺ/1664/7 57分 一般

めぐみ　北朝鮮による日本人拉致問題啓発アニメ 政府拉致問題対策本部 2008 DWｾ/1666/8 25分 一般

信田さよ子講演会
問題を抱えた家族への援助と支援の実際

中島映像教材出版 2008 DWﾅ/1797/4 61分 一般

べてる流女の一生 中島映像教材出版 2016 DWﾅ/1798/4 30分 一般

べてるのお正月２０１６－２０１７
Ａ　ＨＡＰＰＹ　ＮＥＷ　ＹＥＡＲ　ＩＮ　ＢＥＴＨＥＬ　ＮＯ　ＩＥ

中島映像教材出版 2017 DWﾅ/1828/4 30分 一般

利 用 案 内

■貸出 ＡＶ資料：３点 １５日以内
※上映貸出申込は、貸出希望日の１か月前から受付します。申込書の提出が必要

ですので、 まずはご連絡ください。

■電話 ０５２－９６２－２５１０

■ＦＡＸ ０５２－９６２－２６１０ （名古屋市東区上竪杉町１）

■利用時間 火～日：９：００～１９：００


