
書　　　名 著者名 備考

1 私たちの人権ノート 矢野洋 E-28

2 平和は人権 ／ 普遍的実現をめざして
反差別国際運動日本委員会

（ＩＭＡＤＲ－ＪＣ）
E-34

3 企業と人権 ／ 人権学習ことはじめ 鏡清澄 E-4

4
ＩＳＯ　２６０００を読む ／ 人権・労働・環境…。
社会的責任の国際規格：ＩＳＯ／ＳＲとは何か

関正雄 E-36

5 １２歳のキミに語る憲法 ／ その秘めた「ちから」を見直そう 福島みずほ F-14

6  ストップ！デートＤＶ ／ 防止のための恋愛基礎レッスン  伊田広行  著 D-19

7
虐待的パーソナリティ ／ 親密な関係性における暴力とコント
ロールについての心理学

ドナルド・Ｇ．ダットン  著
+C20　中村正  監訳

L2-55

8 トラウマの心理学 ／ 心の傷と向きあう方法 小西聖子 L-79

9 私は私。母は母。 ／ あなたを苦しめる母親から自由になる本 加藤伊都子 D-10

10 じんけんの詩（うた） ３ ／ 人権読本 今野敏彦 L2-21

11 インナーマザー ／ あなたを責めつづける心の中の「お母さん」 斎藤学 D-1

12 ママのユーウツにさようなら 羽室俊子  　望月武子 D-12

13 キレイならいいのか ／ ビューティ・バイアス
デボラ　Ｌ．ロード  著

栗原泉  訳
D-14

14 名前をうばわれたなかまたち タシエス 絵本

15  子どもの権利研究 第１８号  子どもの権利条約総合研究所 F-49

16
自尊感情を持たせ，きちんと自己主張できる子を育てるアサー
ショントレーニング４０ ／ 先生と子どもと親のためのワークブッ
ク

リサ・Ｍ．シャーブ  著
上田勢子  訳

E-46

17 こころの家
キムヒギョン  文

イヴォナ・フミエレフスカ  絵
絵本

18 虐待を受けた子どものケア・治療 奥山眞紀子  　西澤哲 F-47

19 学校と人権 宿谷晃弘  　河合正雄 E-27

20 困った身近なトラブル解決Ｑ＆ＡＢＯＯＫ ３ 須田諭一 L-37

21
エビデンスに基づく子ども虐待の発生予防と防止介入 ／ その
実践とさらなるエビデンスの創出に向けて

アレキサンダー・ブッチャー  著　ト
ニー・ケーン  編

F-39

22
こうして彼らは不登校から翔びたった ／ 子どもを包む、３つの
言葉

比嘉昇 F-21

23 ルポ子どもの無縁社会 石川結貴 F-4

24 学校「裏」サイト対策Ｑ（きゅう）＆Ａ ／ 子どもを守るために 鈴木崇弘  　小西直人 J-13

25 子どもに自信をつける言葉傷つける言葉 加藤諦三 F-1

26 叱りゼロで「自分からやる子」に育てる本 奥田健次 F-18

27 終りのない惨劇 ／ チェルノブイリの教訓から
ミシェル・フェルネクス  　ソラン

ジュ・フェルネクス
L-89

28
「子育て」支援ガイドブック ／ 妊娠・出産・育児休業から復職ま
で

横島洋志  　中川美弥 D-24

29
地域におけるつながり・見守りのかたち ／ 福祉社会の形成に
向けて

東洋大学福祉社会
開発研究センター  編

I-12

30 保育者のための相談援助 小林育子  著　小舘静枝  著 F-36

人権啓発図書一覧表
ヒューレおおいた（人権啓発ｾﾝﾀｰ）



31
 子どもの権利条約から見た日本の子ども ／ 国連・子どもの権
 利委員会第３回日本報告審査と総括所見

 子どもの権利条約
 ＮＧＯレポート連絡会議

F-44

32 子どもを虐待する私（わたし）を誰か止めて！ 長谷川博一 F-3

33 誰か助けて ／ 止まらない児童虐待 石川結貴 F-5

34 僕はお父さんを訴えます 友井羊 L-98

35 児童虐待の防止 ／ 児童と家庭，児童相談所と家庭裁判所 町野朔  編　岩瀬徹 F-45

36
ファミリーグループ・カンファレンス入門 ／ 子ども虐待における
「家族」が主役の支援

林浩康  　鈴木浩之 F-42

37
なぜ、人は平気で「いじめ」をするのか？ ／ 透明な暴力と向き
合うために

加野芳正 L-73

38 いじめの構造を破壊せよ 向山洋一 F-7

39 デブ、死ね、臭い！を乗り越えて 細山貴嶺 L-59

40 しあわせな子育てのかんたんなルール 佐々木正美  　堂珍敦子 F-23

41
もっと笑顔が見たいから ／ 発達デコボコな子どものための感
覚運動アプローチ

岩永竜一郎  著 F-20

42 １０代をよりよく生きる読書案内 詩歌編 こやま峰子  編著 F-27

43 ヘルプマン！ ２０（成年後見制度編） くさか里樹  著 A-4

44  すぐに役立つ介護・福祉の法律しくみと手続き  若林美佳  監修 I-9

45  図解福祉の法律と手続きがわかる事典  若林美佳  監修 I-10

46 障害者弁護ガイドブック ／ 先駆的実践と事例から学ぶ 大石剛一郎  著　谷村慎介  著 G-51

47 現代社会福祉用語の基礎知識 成清美治  編　加納光子  編 I-4

48
障害のある子どもの放課後活動ハンドブック ／ 放課後等デイ
サービスをよりよいものに

障害のある子どもの放課後保障全
国連絡会  編

G-58

49
障害者雇用と企業経営 ／ 共生社会にむけたスピリチュアル経
営

狩俣正雄  著 G-38

50
高齢者と障害者のための読み書き〈代読・代筆〉情報支援員入
門

読書権保障協議会  編 G-14

51
あと少しの支援があれば ／ 東日本大震災障がい者の被災と
避難の記録

中村雅彦  著 L2-47

52 さぽーと ｎｏ．６６０（２０１２．１） ／ 知的障害福祉研究 日本知的障害者福祉協会  編 G-86

53 障害者自立支援法とは… ／ 制度を理解するために 東京都社会福祉協議会  編 G-87

54 ビッグツリー ／ 自閉症の子、うつ病の妻を守り抜いて 佐々木常夫  著 G-33

55 希望の筆 ／ ダウン症の書家・金澤翔子物語 丘修三  文 G-68

56 あなたとわたしわたしとあなた ／ 知的障害者からのメッセージ
谷口奈保子  文
寺澤太郎  写真

G-5

57 ダウン症のこどもたちを正しく見守りながらサポートしよう！ 玉井邦夫  著 G-70

58 助けてと言えない人たちのために 浅輪田鶴子 L2-23

59
発達障害の僕がホームレスになった理由（わけ） ／ 訓練、就
労、そして再出発

荒木龍三  文　豊中市社会福祉協
議会  企画・監修

G-8

60 発達障害のある子どもができることを伸ばす！ 幼児編
杉山登志郎  監修
辻井正次  監修

G-66

61 発達障害のある子どもができることを伸ばす！ 学童編
杉山登志郎  監修
辻井正次  監修

G-67

62
わが子が発達障害と診断されたら ／ 発達障害のある子を育て
る楽しみを見つけるまで

佐々木正美  編著
諏訪利明  著

G-18



63 青年期の発達障害とどう向き合うか ／ ルポ 佐藤幹夫  著 G-36

64
人間関係でちょっと困った人＆発達障害のある人のためのサ
ポートレシピ５３ ／ 本人と周囲がおこなうソーシャルスキルト
レーニング

橋本創一  編著
横田圭司  編著

G-61

65 薬を飲ませる前にできるＡＤＨＤの子どもを救う５０の方法
トーマス・アームストロング  著　松

本剛史  訳
G-24

66 大人のＡＤＨＤの認知行動療法本人のためのワークブック
スティーブン・Ａ．サフレン  著

スーザン・スピリッチ  著
G-50

67 大人のＡＤＨＤの認知行動療法セラピストガイド
スティーブン・Ａ．サフレン  著　キャ

ロル・Ａ．パールマン  著
G-49

68 ＡＤＨＤとアスペルガー症候群 ／ のび太・ジャイアン症候群 司馬理英子  著 G-11

69 大人のアスペルガーのためのソーシャルスキル・ガイド
ジェネビー・エドモンド  著　ディー

ン・ウォートン  著
G-9

70
アスペルガーの人はなぜ生きづらいのか？ ／ 大人の発達障
害を考える

米田衆介  著 G-20

71 発達障害の臨床的理解と支援 ２
清水康夫  編著　本田秀夫  編著

石井哲夫  監修
F-43

72 Ｇｏｏｄ　Ｊｏｂ？ ／ ガンコ障害者、仕事を得る 名倉洋治  著 G-16

73
そして生かされた僕にできた、たった１つのこと ／ プラス思考
で奇跡を起こした少年

ダン・カロ  著
スティーヴ・アーウィン  著

F-22

74
障害者の夢に夢を重ねて ／ 竹ノ内睦子藍工房を主宰して３０
年

天野寛子  著 G-59

75
全盲の僕が弁護士になった理由（ワケ） ／ あきらめない心の
鍛え方

大胡田誠  〔著〕
日経トップリーダー  編

G-17

76
見えないチカラ ／ 視覚障害のフリークライマーが見つけた明
日への希望

小林幸一郎  著 G-21

77 障害者の本の力 菅野俊一  著 G-29

78 精神障害者差別とは何か
グラハム・ソーニクロフト  著

青木省三  監訳
G-69

79 最初の一歩だ！改正障害者基本法 ／ 地域から変えていこう ＤＰＩ日本会議  編 G-47

80 生まれてきてよかった ／ てんでバリバラ半生記 玉木幸則  著 G-7

81 精神障害者の成年後見テキストブック 日本精神保健福祉士協会  監修 G-74

82 初めて老人になるあなたへ ／ ハーバード流知的な老い方入門
Ｂ．Ｆ．スキナー  著

Ｍ．Ｅ．ヴォーン  共著
A-15

83 １００歳まで成長する脳の鍛え方 加藤俊徳  著 A-6

84 百歳 柴田トヨ  著 A-10

85 ９７歳の幸福論。 ／ ひとりで楽しく暮らす、５つの秘訣 笹本恒子  著 A-9

86 俺に似たひと 平川克美  著 L-57

87 親の入院・介護に直面したら読む本 長岡美代  著 I-8

88 ああ認知症家族 ／ つながれば、希望が見えてくる 高見国生  著 A-5

89 ＢＰＳＤ別認知症ケア ／ 『認知症ケアの学校』事例増強版
きのこグループ  編

西谷達也  執筆・漫画
A-24

90 精神保健福祉の理論と相談援助の展開 ２ 坂野憲司  責任編集 G-73

91 はじめての精神科 ／ 援助者必携 春日武彦  著 G-75

92  社会保障便利事典 平成２５年版  週刊社会保障編集部  編 I-11

93 社会福祉と人権 高野範城 I-7

94 すとーりぁ ｖｏｌ．２
ＨＩＶと人権・情報センター  編

松永昌子  画
H-9



95 すとーりぁ ｖｏｌ．３
ＨＩＶと人権・情報センター  編

松永昌子  画
H-10

96  ハンセン病市民学会年報 ２０１０  ハンセン病市民学会  編 H-13

97 今日、私は出発する ／ ハンセン病と結び合う旅・異郷の生 姜信子  著 H-2

98 救える死 ／ 自死のない社会へ 天笠崇  著 L-36

99
部下がウツになりまして ／ 成果がすぐ出る職場のコミュニケー
ション・スキル

榊原明美  著 L-69

100 メンタルヘルス経営学 ／ 人を活かし、企業を生かす 山崎友丈  著　日向寺治彦  著 L-41

101 職場のうつは、９０％防げます。 内田雅美  著 L-68

102 俳句セラピー入門 ／ 自然な心で生きる 弘さらり  著 L-39

103 「やめられない心」依存症（いぞんしょう）の正体
クレイグ・ナッケン  著

玉置悟  訳
J-8

104 「健康」は、脳が９９％決める。
ダニエル・Ｇ．エイメン  著

上原昌子  訳
L-49

105 体の痛みが消える生活 ジェフ・ライベングッド  著 L-71

106 パーキンソン病のための歌による発声リハビリテーション 羽石英里  著 G-63

107 晴れのちくも膜下 有田直子  著 G-10

108 なみだふるはな 石牟礼道子  著　藤原新也  著 L-93

109 サリドマイド児たちの若栗スノーキャンプ 高野恵美子  著 G-31

110
「死にたい」気持ちをほぐしてくれるシネマセラピー上映中 ／ 精
神科医がおススメ自殺予防のための１０本の映画

高橋祥友  著 L2-44

111 いのちと家族の絆 ／ がん家族のこころの風景 沼野尚美  著 I-3

112 アイヌ先住民族、その不都合な真実２０ 的場光昭  著 貸出不可

113
キム・ホンソンという生き方 ／ 在日コリアンとして、障がい者と
して

金洪仙  著 G-6

114 大いなる時を求めて 梁石日  著 L-95

115 母（オモニ）たちの済州島（チェジュド） ／ 姜萬保写真集 姜萬保  著　任栽賢  文 C-2

116 水の女 中上健次  〔著〕 L-2

117 ニッポン異国紀行 ／ 在日外国人のカネ・性愛・死 石井光太  著 C-3

118 奇怪ねー台湾 ／ 不思議の国のゆるライフ
青木由香  著

黄碧君  中国語訳
C-28

119 実践としてのコミュニティ ／ 移動・国家・運動 平井京之介  編 C-32

120
生きる力をつちかう言葉 ／ 言語的マイノリティーが〈声を持つ〉
ために

田中望  編著
春原憲一郎  編著

L-60

121
ＬＧＢＴＱってなに？ ／ セクシュアル・マイノリティのためのハン
ドブック

ケリー・ヒューゲル  著
上田勢子  訳

B-10

122 同性愛の謎 ／ なぜクラスに一人いるのか 竹内久美子  著 B-4

123
ソーシャルメディア炎上事件簿 ／ Ｔｗｉｔｔｅｒ、Ｆａｃｅｂｏｏｋ、ネット
動画…

小林直樹  著
日経デジタルマーケティング  編

J-6

124 ネットいじめはなぜ「痛い」のか
原清治  編著
山内乾史  編著

J-19

125
 情報セキュリティの思想 ／ インターネットにおける社会的信頼
 の創造

 小山昌宏  著 J-15

126 インターネットのカタチ ／ もろさが織り成す粘り強い世界 あきみち  共著　空閑洋平  共著 J-12



127
閉じこもるインターネット ／ グーグル・パーソナライズ・民主主
義

イーライ・パリサー  著
井口耕二  訳

J-7

128 インターネット社会と情報行動 ／ 情報・生活スタイル論の試み 犬塚先  著 J-14

129 インターネットが壊した「こころ」と「言葉」 森田幸孝  著 J-4

130 ゆがむメディア ／ 政治・人権報道を考える 北口末広  著 L-38

131 百姓たちの幕末維新 渡辺尚志  著 L2-3

132 気の持ちようの幸福論 小島慶子  著 L-23

133 人生はあきらめるとうまくいく ひろさちや  著 L-15

134
「キライな自分」がす?っと消える本 ／ １日１０分、人生改善セラ
ピー

杉田義晴  著 L-48

135 人間共生学への招待
島田〔アキ〕子  編著

小泉博明  編著
L2-49

136 「自分を変える」心の磨き方
マーク・ネポ  著
野口嘉則  訳

L-76

137 悲しむ力 ／ ２０００人の死を見た僧侶が伝える３０の言葉 中下大樹  著 L-65

138 たった１つの言葉が人生を大きく変える
マーディ・グロース  著

渡部昇一  訳
E-11

139 強く生きたいと願う君へ 坂本光司  著 L-78

140 脳と心の整理術 ／ 忘れるだけでうまくいく 茂木健一郎  著 L-63

141 「折れない心」をつくるたった１つの習慣 植西聰  著 L-19

142
幸せがずっと続く１２の行動習慣 ／ 自分で変えられる４０％に
集中しよう

ソニア・リュボミアスキー  著
金井真弓  訳

L-70

143 もう、怒らない 小池龍之介  〔著〕 L-1

144 好かれる人 ／ 「現実の自分」で生きる 加藤諦三  著 L-3

145 １分で悟りが開ける！ブッダの「強く生きる」ヒント 植西聰  著 L-4

146 逆境を越えてゆく者へ ／ 爪先立ちで明日を考える
新渡戸稲造  著

実業之日本社  編
L-86

147 私が野球から学んだ人生で最も大切な１０１のこと 野村克也  著 L-50

148
脱「臆病」入門 ／ 自分をすり減らさず満足な毎日を過ごすため
の実践術

松本圭介  著 L-77

149 こころを癒すノート ／ トラウマの認知処理療法自習帳
伊藤正哉  著
樫村正美  著

L2-42

150
ノマドライフ ／ 好きな場所に住んで自由に働くために、やって
おくべきこと

本田直之  著 L-46

151 逃げない力 大橋未歩  著 D-3

152
実践ワークライフバランス ／ プロジェクトの進め方と定着の仕
組みづくり

小室淑恵  編 L2-54

153 「当事者」の時代 佐々木俊尚  著 L-34

154 見て見ぬふりをする社会
マーガレット・ヘファーナン  著　仁

木めぐみ  訳
L-85

155 「日本」を捨てよ 苫米地英人  著 L-16

156 絆の風土記 ／ 列島各地で見た社会再生の芽生え 日本経済新聞社  編 L2-6

157 望遠ニッポン見聞録 ヤマザキマリ  著 L2-53

158 ３．１１を心に刻んで 岩波書店編集部  編 L-87



159 特別授業３．１１君たちはどう生きるか
あさのあつこ  著
池澤夏樹  著

L-72

160 ３．１１後の多文化家族 ／ 未来を拓く人びと 川村千鶴子  編著 C-27

161 ３・１１原発震災 ／ 福島住民の証言 ロシナンテ社  編 L2-22

162
世界が日本のことを考えている ／ ３．１１後の文明を問う－１７
賢人のメッセージ

共同通信社取材班  編 L2-8

163 希望の地図 ／ ３．１１から始まる物語 重松清  著 L-83

164 それでも三月は、また
谷川俊太郎  著
多和田葉子  著

L-91

165
人を助けるすんごい仕組み ／ ボランティア経験のない僕が、
日本最大級の支援組織をどうつくったのか

西條剛央  著 I-2

166 犠牲のシステム福島・沖縄 高橋哲哉  著 L-24

167 「熊取」からの提言 ／ 怒れる六人の原子力研究者たち 小林圭二  編 L-82

168 プロメテウスの罠 ／ 明かされなかった福島原発事故の真実 朝日新聞特別報道部  著 L-96

169 プロメテウスの罠 ２ 朝日新聞特別報道部  著 L-97

170 わたしが出会った殺人者たち 佐木隆三  著 G-39

171 空よりも広く ／ エミリー・ディキンスンの詩に癒やされた人々
シンディー・マッケンジー  編　バー

バラ・ダナ  編
L2-5

172 花言葉をさがして
ヴァネッサ・ディフェンバー  著　金

原瑞人  訳
L2-11

173 反・幸福論 佐伯啓思  著 L-20

174 階級都市 ／ 格差が街を侵食する 橋本健二  著 L-31

175 現代の貧困ワーキングプア ／ 雇用と福祉の連携策 五石敬路  著 I-6

176
これは誰の危機か、未来は誰のものか ／ なぜ１％にも満たな
い富裕層が世界を支配するのか

スーザン・ジョージ  〔著〕
荒井雅子  訳

I-5

177 これでなっとく！部落の歴史 ／ 続・私のダイガク講座 上杉聰  著 K-90

178 これでわかった！部落の歴史 ／ 私のダイガク講座 上杉聰  著 K-89

179 へこたれへん ／ 差別はきっとなくせる 松村智広  著 K-6

180 わたしの人権教室 川内俊彦  著 K-8

181 結婚差別 ／ データで読む現実と課題 奥田均  著 K-38

182 土地差別－部落問題を考える 奥田均  著 K-67

183 いま、改めて「部落地名総鑑」差別事件を問う 友永健三  著 K-39

184 部落（むら）を襲った一揆 上杉聰  著 K-56

185 賤民の異神と芸能 ／ 山人・浮浪人・非人 谷川健一  著 K-30

186
社会教育における人権教育の研究 ／ 部落解放実践が人間解
放に向け切り拓いた地平

森山沾一  著 K-79

187 熊野・被差別ブルース ／ 田畑稔と中上健次のいた路地よ 和賀正樹  著 K-29

188 全国のあいつぐ差別事件 ２０１０年度版
部落解放・人権政策確立
要求中央実行委員会  編

K-45

189 全国のあいつぐ差別事件 ２０１１年度版
部落解放・人権政策確立
要求中央実行委員会  編

K-46



190 全国のあいつぐ差別事件 ２０１２年度版
部落解放・人権政策確立
要求中央実行委員会  編

K-47

191 狭山事件の真実 鎌田慧  著 K-2

192 部落差別をこえて 臼井敏男  著 K-3

193 連続大量差別はがき事件 ／ 被害者としての誇りをかけた闘い 浦本誉至史  著 K-22

194 私家版差別語辞典 上原善広  著 K-26

195 人権教育と市民力 ／ 「生きる力」をデザインする 平沢安政  編著 E-35

196 人権教育の未来 ／ 教育コミュニティの形成と学校改革
池田寛  著

部落解放・人権研究所  編
E-1

197 子どもの心がひらく人権教育 ／ アイデンティティを求めて 松下一世  著 E-3

198 松原三中から始まる物語 ／ 解放への光を求める教師たち 矢野洋  著　月嶋楡  著 K-9

199 隣保館 ／ まちづくりの拠点として 大北規句雄  著 K-53

200
感じ・考え・行動する力を育てる人権教育 ／ 大阪・松原三中校
区の実践

成山治彦  編著
志水宏吉  編著

E-52

201 部落問題学習の授業ネタ ／ ５歳から１８歳でやってみよう 部落問題学習ネタつくろう会  編 K-86

202
 学びから始まる私たちの人権 ／ 多様な場面における人権教
 育・啓発の推進に向けて

 部落解放・人権研究所  編 E-23

203 ビジュアル部落史 大阪人権博物館  編 K-92

204 全国水平社 ／ 写真記録 部落解放同盟中央本部  編 K-91

205 部落解放運動１０年の軌跡 ／ ２００２年?２０１１年 部落解放同盟中央本部  編 K-93

206 部落解放運動の歩み１００項ビジュアルブック 部落解放・人権研究所  編 K-88

207 水平社宣言の熱と光
朝治武  編
守安敏司  編

K-77

208 部落史５０話 中尾健次  著 K-70

209 新・カムイ伝のすゝめ ／ 部落史の視点から 中尾健次  著 K-17

210 「破戒」百年物語 宮武利正  著 L-99

211 あした元気になあれ ／ 部落に生まれてよかった 松村智広  著 K-13

212 あした元気になあれ 続 松村智広  著 K-14

213 希望の草原 川元　祥一 K-35

214 炭鉱（ヤマ）に生きる ／ 地の底の人生記録 山本作兵衛  著 L-88

215 部落問題・人権事典 部落解放・人権研究所  編 K-94

216 入門日本民衆の歴史 久保井規夫  著 K-84

217 クイズウルトラ人権１００問
人材育成技術研究所  編

辛淑玉  監修
E-45

218
よくわかる学級ファシリテーション １（かかわりスキル編） ／ 信
頼ベースのクラスをつくる

岩瀬直樹  著
ちょんせいこ  著

E-37

219
よくわかる学級ファシリテーション ２（子どもホワイトボード・ミー
ティング編） ／ 信頼ベースのクラスをつくる

岩瀬直樹  著
ちょんせいこ  著

E-38

220 〈働く〉ときの完全装備 ／ １５歳から学ぶ労働者の権利
橋口昌治  著
肥下彰男  著

L2-59

221 アイスブレイク入門 ／ こころをほぐす出会いのレッスン 今村光章  著 E-51



222 反貧困学習 ／ 格差の連鎖を断つために 大阪府立西成高等学校  著 L2-62

223 森のようちえん ／ 自然のなかで子育てを 今村光章  編著 F-38

224 ２歳児の人権保育 ／ その視点とねらい
玉置哲淳  著
堀井二実  著

E-47

225 子どもの人権力を育てる ／ 尊敬を軸にした人権保育 玉置哲淳  著 F-51

226 児童養護施設と社会的排除 ／ 家族依存社会の臨界
西田芳正  編著
妻木進吾  著

F-40

227 すとーりぁ ｖｏｌ．１
ＨＩＶと人権・情報センター  編

松永昌子  画
H-8

228 知っていますか？部落問題一問一答
『知っていますか？部落問題
一問一答』編集委員会  編

K-42

229 知っていますか？在日韓国・朝鮮人問題一問一答
梁泰昊  著
川瀬俊治  著

C-14

230 知っていますか？「同和」保育一問一答 大阪同和保育連絡協議会  編 K-40

231 知っていますか？障害者の人権一問一答
楠敏雄  編著
姜博久  編著

G-41

232 知っていますか？精神障害者問題一問一答
「知っていますか？精神障害者問
題一問一答」編集委員会  編

G-45

233 知っていますか？アイヌ民族一問一答 上村英明  著 L2-39

234 知っていますか？女性差別一問一答 新しい女と男を考える会  編 D-17

235 知っていますか？狭山事件一問一答
部落解放同盟中央本部
中央狭山闘争本部  編

K-44

236 知っていますか？　ＡＩＤＳと人権一問一答
屋鋪恭一  著
鮎川葉子  著

H-7

237 知っていますか？医療と人権一問一答 天笠啓祐  著 L2-31

238 知っていますか？沖縄一問一答 金城実  著 L2-26

239 知ってますか? エンゼルプラン 鈴木　祥蔵 F-35

240 知っていますか？ハンセン病と人権一問一答
神美知宏  著
藤野豊  著

H-6

241 知っていますか？視覚障害者とともに一問一答
楠敏雄  編著
三上洋  編著

G-42

242 知っていますか？外国人労働者とその家族の人権一問一答 丹羽雅雄  著 C-16

243 知っていますか？聴覚障害者とともに一問一答
デフサポートおおさか  編著

稲葉通太  監修
G-43

244 知っていますか？死刑と人権一問一答
アムネスティ・インターナショナル日

本支部  編著
L2-38

245 知っていますか？捜査と報道一問一答 佐藤友之  著 L2-30

246 知っていますか？インターネットと人権一問一答 高木寛  著 J-10

247 知っていますか？子どもの虐待一問一答 田上時子  編著 F-32

248 知っていますか？人権教育一問一答 森実  著 E-22

249 知っていますか？君が代・日の丸一問一答 上杉聰  著 L2-29

250 知っていますか？女性とストレス一問一答
友田尋子  著
安森由美  著

D-18

251 知っていますか？子どもの性的虐待一問一答
田上時子  編

エクパットジャパン関西  編
F-34

252 知っていますか？セルフヘルプ・グループ一問一答
伊藤伸二  編著

中田智恵海  編著
L2-34

253 知っていますか？ユニークフェイス一問一答
松本学  編著
石井政之  編著

L2-25



254 知っていますか？アダルト・チルドレン一問一答
アダルト・チルドレン一問一答編集

委員会  編　斎藤学  監修
F-33

255 知っていますか？出生前診断一問一答 優生思想を問うネットワーク  編 G-44

256 知っていますか？個人情報と人権一問一答 白石孝  著 L2-28

257 知っていますか？ホームレスの人権一問一答
松繁逸夫  著
安江鈴子  著

L2-32

258 知っていますか？ジェンダーと人権一問一答 船橋邦子  著 B-16

259 知っていますか？セクシュアル・ハラスメント一問一答
養父知美  著
牟田和恵  著

B-17

260 知っていますか？有事法と人権一問一答 西田信隆  著 E-21

261 知っていますか？同性愛ってなに一問一答
遠藤和士  編著
ひびのまこと  編著

B-15

262 知っていますか？色覚問題と人権一問一答
尾家宏昭  著
伊藤善規  著

G-46

263 知っていますか？高齢者の人権一問一答
「知っていますか？高齢者の人権
一問一答」編集委員会  編

A-21

264 知っていますか？どもりと向きあう一問一答 伊藤伸二  著 L2-36

265
知っていますか？パワー・ハラスメント一問一答 ／ 職場のいじ
め

金子雅臣  著 L2-37

266 知っていますか？同和教育一問一答 森実  著 K-41

267 知っていますか？ドメスティック・バイオレンス一問一答
日本ＤＶ防止・情報
センター  編著

D-16

268 知っていますか？ボランティア・ＮＰＯと人権一問一答
早瀬昇  著
牧口明  著

L2-27

269 知っていますか？地球を救う暮らし方一問一答
朴恵淑  著
歌川学  著

L2-33

270 知っていますか？戸籍と差別一問一答 佐藤文明  著 L2-24

271 知っていますか？移住労働者とその家族の人権一問一答 丹羽雅雄  著 C-15

272 知っていますか？脱原発一問一答 天笠啓祐  著 L2-35

273 カワウソ村の火の玉ばなし
山下明生  文
長谷川義史  絵

絵本

274 ちきゅう
トッド・パール  作
つだゆうこ  訳

絵本

275 しあわせというやまい 阿久沢麻理子 絵本

276 おこのみやき
ひぐちともこ  さく

中川洋典  え
絵本

277 ええきもちええかんじ
トッド・パール  作
つだゆうこ  訳

絵本

278 ひらがなにっき
若一の絵本制作実行委員会  文

長野ヒデ子  絵
絵本

279 絵本もうひとつの日本の歴史
中尾健次  文
西村繁男  絵

絵本

280 とってもランチ ひぐちともこ  さく・え 絵本

281 いただきまーす！
二宮由紀子  文
荒井良二  絵

絵本

282 きみの家にも牛がいる
小森香折  作
中川洋典  絵

絵本

283 も～ぉ～うしです！
うしのえほんをつくる会  文

とくはるあき  絵
絵本

284 おたまさんのおかいさん
日之出の絵本制作実行委員会

文　長谷川義史  絵
絵本

285 きらい
二宮由紀子  文
永島正人  絵

絵本



286 いのちの花
そのだひさこ  文
丸木俊  絵

絵本

287 学習ガイドブック
太田恭治
中島順子

K-96

288 くつ
太田恭治  文
中島順子  文

K-99

289 かわと小物
太田恭治  〔ほか〕文

中川洋典  絵
K-97

290 太鼓
三宅都子  文
中川洋典  絵

K2-1

291 はじめての和太鼓演奏 ／ 別冊 坂東誠 K-98

292 行こさくら
西田英二  文
荒川のり子  絵

絵本

293  １９４５（いちきゅうよんご）保戸島の夏  坂井ひろ子 L2-46

294  困ったときのくらしの法律知識Ｑ＆Ａ
 第二東京弁護士会

 五月会くらしの法律研究会
L2-61

295 気をつけよう！　消費者トラブル１ケータイ編 秋山浩子 J-16

296 気をつけよう！消費者トラブル２　買い物編 秋山浩子 L2-63

297 気をつけよう！消費者トラブル ３（契約編）
秋山浩子  文
納田繁  絵

L2-64

298 竹村民郎著作集 １ 竹村民郎 L2-57

299
昭和前期の家族問題 ／ １９２６～４５年、格差・病・戦争と闘っ
た人びと

湯沢雍彦 L2-9

300
昭和後期の家族問題 ／ １９４５～８８年、混乱・新生・動揺のな
かで

湯沢雍彦 L2-10

301 ブラック・ウィングス、集合せよ
橋本香折  作
あべ弘士  絵

L2-18

302 差別語不快語
小林健治  著
内海愛子  監修

E-41

303 ぼくたちのしごと
たなかよしひこ  文
長谷川義史  絵

E-42

304 差別のカラクリ 奥田均 K-73

305 3.11キヲクのキロク
ＮＰＯ法人２０世紀

アーカイブ仙台
閲覧用

306 日本国憲法　こどもから大人まで丸わかり 村　和男　監修 E-26

307 いのちをいただく 内田美智子 絵本

308 暮らしの中の人権 鳥取県人権文化センター E-29

309 人権５０話 林力 L-40

310 人権と共生のまちづくり 安保則夫 E-9

311 実例・差別表現  あらゆる情報発信者のためのケーススタディ 堀田貢得 K-25

312 おとなの学び
社団法人

部落解放・人権研究所　編
E-30

313 人権の授業をつくる 奈良県同和教育研究会 E-39

314 人権の授業をつくる　２ 奈良県同和教育研究会 E-40

315 明日を生きる―人権ポケットエッセイ〈２〉 大阪府人権協会 E-19

316 ひと味ちがう人権ワークショップ ２ 山中千枝子 E-2

317 格差社会　何が問題なのか 橘木俊詔 L-33



318  さよなら　エルマおばあさん  大塚敦子　文・写真 A-25

319 いのち　愛　人権 部落差別は、いま　２
部落解放基本法制定要求
国民運動中央実行委員会

K-87

320 ふだん着の人権論 金　両基 L-35

321  「人権教育」って何だ  八木　英二 E-13

322 花より団子 田村　正男 E-8

323 人権ってなに？Ｑ＆Ａ
阿久澤麻理子
金子匡良

E-31

324 人権と教育 ／ 人権教育の国際的動向と日本的性格 生田周二 E-25

325 人権の２１世紀へ ／ 部落解放運動の挑戦 友永健三 K-36

326 教育と人権 ／ 人権教育の思想的地平
ヴィンフリート・ベーム  編

岡野治子  監訳
E-10

327 ＣＳＲ（企業の社会的責任）と人権 ／ 雇用・職業を中心に 竹村毅 E-20

328 ヘイト・スピーチとは何か(岩波新書 新赤版　1460) 師岡　康子 C-5

329
人権啓発の道しるべ ／ ＣＳＲに基づく人権啓発推進の実践事
例

藤解和尚 E-6

330
学びから始まる私たちの人権　多様な場面における人権教育・
啓発の推進に向けて

部落解放人権研究所 E-24

331
やってみよう！人権・部落問題プログラム ／ 行動につなげる
参加型学習

大阪府人権協会 K-83

332 人権は二つの顔をもつ 金 泰明 E-5

333 オンナらしさ入門（笑） 小倉千加子 D-6

334 女の子からの出発 ／ ジェンダーの人間学 長島世津子 B-21

335
家族をこえる子育て～棄児・離婚・DV・非行…を救うセーフティ
ネット～

渥美雅子 F-28

336 さらば！超高齢社会悲観論 椎名一博 A-12

337 傷ついたあなたへ ２ ／ ＤＶトラウマからの回復ワークブック レジリエンス D-15

338 ジェンダーが拓く共生社会
都留文科大学ジェンダー研究
プログラム七周年記念出版

編集委員会  編
B-14

339 ジェンダーとジェンダーフリー・バッシング 田中三生 B-29

340 自己決定権とジェンダー 江原由美子 B-13

341 ストップ！デートＤＶ ／ 防止のための恋愛基礎レッスン 伊田広行 D-20

342 ＤＶ・セクハラ相談マニュアル
東京弁護士会両性の
平等に関する委員会

D-23

343 ジェンダーの話をしよう ／ 母から娘へ
権仁淑  著

中野宣子  訳
B-25

344 生きる希望を忘れた若者たち 鈴木弘輝 L-27

345
大人が見逃す子どもの危険信号～いじめ・自殺・不登校・非行・
性・学業不振・友人関係～

松原 達哉 F-12

346 虐待・いじめ悲しみから希望へ　今、私たちにできること 楠 凡之　著 F-15

347 子どもが性被害をうけたとき ／ お母さんと、支援者のための本
キャロライン・Ｍ．バイヤリー  著

宮地尚子  監訳
F-19

348 差別と人権 ／ 差別される子どもたち
アムネスティ・

インターナショナル日本
F-52

349 どの子も伸びる　（１） 岸本 裕史 F-8



350 どの子も伸びる　（２） 岸本 裕史 F-9

351 どの子も伸びる　（３） 岸本 裕史 F-10

352 働かない息子・娘に親がすべき35のこと 二神能基、 畠中雅子　監修 L-45

353
いざという時に困らないシニア法律相談 ／ 介護・後見人・相
続・贈与

高岡信男
彦坂浩一

A-19

354 老い翔る ／ めざせ、人生の達人 千葉惠 A-11

355 高齢者虐待を防げ ／ 家庭・施設・地域での取り組み
高齢者虐待防止ネットワークさが

  編著　倉田康路  監修
A-17

356 超高齢社会の基礎知識 鈴木隆雄 A-3

357 一人暮らしの老後に備える 矢野　輝雄 A-22

358 老後の生活波綻 西垣　千春 A-2

359 心の病に寄り添って 中村　多 L-42

360 相談支援～障害のある人とともにあゆむ～
きょうされん広報
出版情報委員会

G-40

361 精神保健・医療・福祉の根本問題 岡崎　伸郎 G-60

362 障がい者総合支援法がよ～くわかる本 福祉行政法令研究会 G-62

363 知的障害者が入所施設ではなく地域で生きていくための本 ピープルファースト東久留米 G-48

364 江戸の浅眠 石井良助 K-23

365 よりよく老いる技術 山本　思外里 A-13

366 統合失調症とのつきあい方 野坂　達志 G-23

367 目が見えなくなって見えてきたこと 木塚　泰弘 G-26

368 インターネットを生かした人権教育 田畑重志 J-11

369 格差拡大の時代 北口　末広 K-19

370 現在、部落問題とは 東上　高志 K-15

371 だまってられへん 松村　智広 K-10

372 「人権の世間」をつくる 奥田　均 E-32

373 現代部落差別の研究 杉之原 寿一 K-82

374 就職差別NO！ 部落解放・人権研究所 F-17

375 水平社宣言と私 解放出版社 K-31

376 とことん！部落問題 角岡伸彦 K-60

377 同和行政がきちんとわかるQ&A
奥田均
村井茂

K-52

378 部落・差別の歴史 藤沢靖介 K-61

379 部落問題と向き合う若者たち 内田　龍史 K-71

380 もっと知りたい部落の歴史
朝治武　黒川みどり
吉村智博　渡辺　俊雄

K-54

381 母住井すゑ 増田れい子 K-55



382 被差別部落の青春 角岡伸彦 K-32

383 解放の道ひとすじ 宮武　利正 K-34

384 懐かしい記憶から引き出す生きがい 津田　恵理子 A-18

385 同和問題の基礎知識 小森　哲郎 K-18

386 西の窓辺へお行きなさい 武田鉄矢 E-12

387 まんがクラスメイトは外国人
外国につながる

子どもたちの物語
C-21

388  個人情報保護法の解説　（やさしい法律シリーズ15）  中島　成 J-9

389 自殺者三万人を救え!　“命”みんなで守る社会戦略 望月 昭 L-47

390
ブエノス・ディアス、ニッポン　外国人が生きる「もうひとつの日
本」

山口　元一 C-24

391 クラスメイトは外国人　-はじめて学ぶ多文化共生-
「外国につながる子どもたちの物

語」編集委員会編
みなみななみ絵

C-23

392 外国人よろず相談　事例と回答120 東京都外国人相談研究会 C-30

393
親子のためのインターネット＆ケータイの使い方～マンガでわ
かる！～　　マンガでわかる！

ブレインワークス J-5

394 東尋坊・命の灯台　本当はみんな生きたいんや…！ 茂　有幹夫 L-64

395
１２歳からのインターネット　ウェブとのつきあい方を学ぶ３６の
質問

荻上チキ J-2

396 他者とともに生きる　民法から見た外国人法 大村敦志 C-26

397
共に生きる　多民族・多文化社会における対話（現代社会学ラ
イブラリー3）

塩原　良和 C-10

398 Ｑ＆Ａ　外国人のための法律ガイド 東京弁護士会 C-7

399 全国のあいつぐ差別事件<2013年度版>
部落解放・人権政策確立
要求中央実行委員会

K-48

400 必携エセ同和行為にどう対応するか
北口　末広

大阪企業人権協議会
K-37

401 新・親子で学ぶインターネットの安全ルール
いけだ　としお/おかもと　なちこ/

つるだ　なみ
J-18

402 日系人の歴史を知ろう 高橋　幸春 L-30

403 外国人の人権　外国人の直面する困難の解決をめざして 関東弁護士連合会 C-29

404 多文化共生のためのテキストブック 松尾　知明 C-20

405 かけはし　ハンセン病回復者との出会いから 小川　秀幸 H-5

406 ＡＩＤＳをどう教えるか 五島真理為　尾藤りつ子 H-16

407 ある日、ワタルさんはエイズになった。
岩田　健太郎
土井由紀子

絵本

408 気をつけよう！ネット中毒(三巻） 渋井　哲也 J-17

409 うちは精肉店 本橋成一 K-95

410 外国人のための日本のくらしと法律　Ｑ＆Ａ１０７ 司法アクセス推進協議会 C-31

411
子どもを犯罪から守る　犯罪被害当事者による、子どもを被害
者にも加害者にもさせない方法

内野　真 F-26

412
ハンセン病だった私は幸せ　子どもたちに語る半生、そして沖縄
のハンセン病

金城　幸子 H-11

413 ハンセン病とともに心の壁を超える 熊本日日新聞社 H-3



414 ハンセン病を生きて　きみたちに伝えたいこと 伊波敏男 H-1

415
あなたが「僕」を知ったとき　性同一性障害、知られざる治療の
真実

前田　健裕 B-7

416 男に生まれて、女になって、結婚もできました。 吉井　奈々 B-9

417 変えてゆく勇気　「性同一性障害」の私から 上川あや B-2

418
セクシュアルマイノリティ　同性愛、性同一性障害、インターセッ
クスの当事者が語る人間の多様な性

セクシュアルマイノリティ
教職員ネットワーク

ロニー・アレキサンダー
B-28

419 トランスジェンダーとして生きる
真木　柾鷹
山田正行

B-19

420 新証言・拉致　横田めぐみを救出せよ！
安　明進
太刀川正樹

L-92

421 夢うばわれても 蓮池薫 L2-13

422
アフター・ザ・クライム
犯罪被害者遺族が語る「事件後」のリアル

藤井　誠二 L2-2

423 加害者家族　（幻冬舎新書） 鈴木　伸元 L-25

424 性犯罪被害とたたかうというこ 小林　美佳 D-11

425
たましいの共鳴　コロンバイン高校、附属池田小学校の遺族が
紡ぐいのちの絆

ドーン・アナ/ブルース・ベック/酒
井　肇/酒井　智惠/池埜　聡　著

L-90

426 釜ケ崎有情　すべてのものが流れ着く海のような街で 神田　誠司 L-84

427
今日、ホームレスになった
１５人のサラリーマン転落人生

増田　明利 L-11

428 今日、ホームレスに戻ることにした 風樹　茂　著 L-67

429 漂流老人ホームレス社会 森川　すいめい A-8

430 アイヌ民族の歴史 榎森　進 L2-58

431 くれよんのくろくん なかやみわ 絵本

432 さっちゃんのまほうのて
たばたせいいち・

のべあきこ・しざわさよこ　作
絵本

433 さよなら　エルマおばあさん 大塚敦子　文・写真 A-26

434 わたしたち手で話します フランツ・ヨーゼフ・ファイニク　作 絵本

435 となりのせきのますだくん 武田美穂　作・絵 絵本

436 へいわってどんなこと？ 浜田桂子 絵本

437 ぼくたちのコンニャク先生 星川ひろ子 G-54

438 わたしの足は車いす
フランツ・ヨーゼフ・ファイニク　作、
フェレーナ・バルハウス　絵　ささき

たづこ　やく
絵本

439
ダイバーシティ・トレーニング・ブック
〜多様性研修のてびき〜

森田　ゆり E-43

440  子どもの人権力を育てる～尊敬を軸とした保育  玉置哲淳 F-50

441
自力自闘の解放運動の軌跡
〜被差別部落に生まれ、育ち、闘う〜

森田 益子 K-80

442 部落問題と向きあう若者たち 内田 龍史 K-72

443 北の風南の風～部落・アイヌ・沖縄。反差別 竹内渉 L-56

444 「人権の世間」をつくる 奥田 均 E-33



445 歩識字を求め、部落差別と闘いつづける 山本栄子 K-21

446
部落・差別の歴史
〜職能・分業、社会的位置、歴史的性格〜

藤沢 靖介 K-62

447 子どもを見る眼先生たちへの応援歌 土田光子 F-16

448 差別のカラクリ 奥田均 K-74

449
マイノリテと多民族社会
国際人権時代の日本を問う

丹羽　雅雄 B-27

450
 自分を好きになろう
 －セルフ・エスティームと人権感覚－

 中川喜代子 E-16

451
知っていますか？
部落問題一問一答第3版

奥田 均 K-43

452 「ケータイ時代」を生きるきみへ（新書） 尾木直樹 J-3

453 戦争と飢餓 リジー・コリンガム L2-17

454 愛の物語 金澤泰子 G-71

455 テレジンの小さな画家たち 野村路子 L2-48

456 防犯先生の子ども安全マニュアル 清永賢二 F-13

457 置かれた場所で咲きなさい 渡辺和子 L-17

458
マララ〜教育のために立ち上がり、
世界を変えた少女〜

道傳愛子 F-30

459 拉致と決断　　文庫本 蓮池 薫 L-6

460 ヒューマンライツ－たのしい活動事例集－ 監修 中川喜代子 E-44

461 飛翔 金澤翔子 G-1

462 路地裏の人権　暮らしの中に人間らしさを求めて 田中　正人 E-7

463 寂聴・生き方見本 瀬戸内寂聴 L-74

464 差別を見抜く眼 今野敏彦 K-7

465 フリードル先生とテレジンの子どもたち 野村路子 L-52

466 Ｑ＆Ａ子ども虐待問題を知るための基礎知識 小木曽宏 F-25

467 魂の書　金澤翔子作品集 金澤泰子 G-72

468 空から 金澤泰子 G-53

469
ルポ 京都朝鮮学校襲撃事件
〜＜ヘイトクライム＞に抗して〜

中村 一成 C-8

470
悲しみを生きる力に
〜被害者遺族からあなたへ〜

入江 杏
L-26

471 余命ゼロを生きる～現役美容師、奇跡の物語 佐藤由美 I-1

472 どうなくす？部落差別3.11以降の差別を考える 塩見鮮一郎 K-75

473
新･部落差別はなくなったのか？
隠すのか顕すのか

塩見鮮一郎 K-76

474
プロブレムQ&A 新 在日韓国・朝鮮人読本
～リラックスした関係を求めて～

梁 泰昊
山田 貴夫

C-25

475 子ども達の遺言 谷川俊太郎 F-31

476 くじけないで 柴田トヨ L-44



477 うちの母ちゃん、手が無（ね）っちゃが！  山内文代 G-15

478 ちがうからこそ豊に学びあえる 堀智晴 E-50

479 人権読本じんけんの詩Ⅱ 今野敏彦編 L2-20

480 とかくこの世はダメとムダ 山本　夏彦 L2-7

481 拉致と決断　　　単行本 蓮池 薫 L2-14

482
はだしのゲン
〜わたしの遺書〜

 中沢 啓治 L2-52

483 半島へ、ふたたび　　文庫本 蓮池薫 L-8

484 たった一度の人生だから 日野原重明星野富弘 A-27

485
災害ユートピア
〜なぜそのとき特別な共同体が立ち上がるのか

レベッカ・ソルニット L2-12

486 見えないものと見えるもの 石川准 G-64

487 教室の中の気がかりな子 中村圭佐他 G-52

488 ネルソン・マンデラ私自身との対話 ネルソン・マンデラ L2-16

489 老いてこそ輝け 河合聡 A-14

490 育つ・育てる・育ちあう 井上寿美/笹倉千佳弘 F-41

491 「ノー」をいえる子どもに サリー・Ｊ・ク－パー F-46

492
心からのごめんなさいへ
～一人ひとりの個性に合わせた教育を導入した少年院の挑戦

品川裕香 L-62

493 今、伝えたい、「いのちの言葉」 細谷亮太 L-58

494 家族が認知症になったら読む本 杉山孝博他 A-7

495 認知症の人を在宅でいかに支えるか 石田一紀 A-20

496 感動が幸せな職場をつくる～たんぽぽ介護の天使たち～ 筒井 健一郎 L-66

497
カムアウトする親子
～同性愛と家族の社会学～

三部 倫子 B-30

498
大坂の非人
〜乞食・四天王寺・転びキリシタン〜

塚田 孝 K-5

499 江戸の貧民 塩見 鮮一郎 L-28

500
あなたを自殺させない
～命の相談所｢蜘蛛の糸｣佐藤久男の闘い～

中村 智 L-75

501 きみ江さん～ハンセン病を生きて～ 片野田 斉 H-15

502
LGBTってなんだろう？
～からだの性・こころの性・好きになる性～

藥師 実芳/笹原 千奈未
古堂 達也/小川 奈津己

B-34

503
思いやりのこころ
〜人はみな ひとりでは生きてゆけない〜

木村 耕一 L-61

504 夫婦格差社会
橋木俊詔
迫田 さやか

L-22

505 アルビノを生きる 川名 紀美 G-28

506 こうして女性は強くなった。 読売新聞生活部 D-9

507
わたしはマララ〜教育のために立ち上がり、タリバンに撃たれた
少女〜

金原瑞人 L2-4

508
まさか発達障害だったなんて
～「困った人」と呼ばれつづけて～

星野 仁彦/さかもと 未明 G-3



509
大災害と在日コリアン
～兵庫における惨禍のなかの共助と共生～

高 祐二 C-11

510
ヘイトスピーチ
〜表現の自由はどこまで認められるか〜

エリック・ブライシュ L2-1

511
子どもたちにしあわせを運ぶチョコレート。
～世界から児童労働をなくす方法～

白木 朋子 F-37

512
パワハラにあったとき
どうすればいいかわかる本

いじめ・メンタルヘルス労働者
支援センター磯村 大

L2-43

513 猿まわし〜被差別の民俗学〜 筒井　功 K-59

514 芸能入門・考〜芸に生きる〜 小沢 昭一/土方 鉄 L-81

515
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～

久保田 恭代/ 聡子
奈良崎 文乃

D-21

516 シングルマザーの貧困 水無田 気流 D-4

517 穢れと神国の中世  片岡 耕平 K-16

518
～トラブルをドラマに変えてゆく教師の仕事術～
発達障がいの子がいるから素晴らしいクラスができる！

小野 隆行 G-56

519 路地の教室〜部落差別を考える〜 上原 善広 K-4

520 永井荷風と部落問題 野町均 K-58

521
障がい者差別よ、さようなら！
～ケーススタディ障がいと人権2～

障害と人権全国弁護士ネット G-65

522
新版 いじめの根っこ
〜子供のサインを見逃さないために〜

内田 玲子 F-29

523 人を助けるとはどういうことか エドガー・シャイン L-94

524 江戸しぐさ　完全理解 越川禮子/林田明大 L-53

525 ヘイト・スピーチの法的研究 金　尚均 C-17

526
越境する在日コリアン
日韓の狭間で生きる人々

朴　一 C-9

527
まんがクラスメイトは外国人　 入門編
はじめて学ぶ多文化共生

みなみ ななみ C-22

528 差別とアイデンティティ
畑中　敏之/朝治　武

内田　龍史
K-81

529 日本国憲法　大阪おばちゃん語訳 谷口真由美 L-80

530 ふたりのママから、きみたちへ 東小雪/増原裕子 B-6

531 あん ドリアン助川 G-37

532
わたしたちのこえをのこします。福島原発事故後を生きる。もう
ひとつの記録集

武藤　類子　他 L2-41

533 「ことば・表現・差別」再考 おとなの学び研究所 L-51

534 障害者介助の現場から考える 生活と労働 杉田　俊介/瀬山　紀子/渡邉 琢 G-27

535
色覚差別と語りづらさの社会学
エピファニーと声と耳

徳川　直人 L2-56

536 ハンセン病療養所に生きた女たち 福西征子 H-4

537 ひとかどの父へ 深沢　潮 C-12

538 東電OL事件　-DNA暴いた闇- 読売新聞社会部 L2-15

539
セクハラ・パワハラ読本
-職場のハラスメントを防ぐ-

君嶋護男/北浦正行 D-22

540 続　アボジがこえた海 李　興燮/室田卓雄 C-18



541 おはなし　おかわり
被差別部落の昔話
政策実行委員会

K-69

542
差別の現在
-ヘイトスピーチのある日常から考える-

好井裕明 L-18

543
出生前診断
-出産ジャーナリストが見つめた現状と未来-

河合　蘭 G-4

544
日本の大課題　子どもの貧困
-社会的養護の現場から考える-

池上　彰 F-6

545 中高年ブラック派遣　-人材派遣業界の闇- 中沢彰吾 L-29

546 人権は国境を越えて 伊藤和子 C-4

547 はなちゃんのみそ汁 安武信吾/千恵/はな G-32

548 こわせない壁はない　-人生が新しくなる３３の心得- 鎌田 實 L-32

549 うふふ 二宮由紀子/おきぬちゃん 絵本

550 仕事休んでうつ地獄に行ってきた 丸丘いずみ D-7

551 命の尊さについてぼくが思うこと 山田倫太郎 G-12

552 医者をめざす君へ 山田倫太郎 G-30

553 若い教師たちの挑戦―悩みからの脱出 野口克海 L2-45

554 部落問題と近現代日本　松本治一郎の生涯 イアン・ニアリー K-63

555 認知症　明日へのヒント 読売新聞「認知症」取材班 A-16

556 どん底 高山　文彦 K-1

557 じぶんをいきるためのるーる。 ippo 絵本

558 世界で一番いのちの短い国 山本敏晴 C-1

559 ふむふむ　おしえて、お仕事！ 三浦しをん L-14

560 笑いと治癒力 ノーマン　カズンズ L-5

561 カワサキ・キッド 東山紀之 L-9

562 全国のあいつぐ差別事件　2016年度版
部落解放・人権政策確立
要求中央実行委員会 編

K-51

563 全国のあいつぐ差別事件　2015年度版
部落解放・人権政策確立
要求中央実行委員会 編

K-50

564 全国のあいつぐ差別事件　2014年度版
部落解放・人権政策確立
要求中央実行委員会 編

K-49

565
もっと知りたい!話したい!セクシュアルマイノリティありのままのき
みがいい〈1〉セクシュアルマイノリティについて

日高庸晴 B-31

566
もっと知りたい!話したい!セクシュアルマイノリティありのままのき
みがいい〈2〉わたしの気持ち、みんなの気持ち

日高庸晴 B-32

567
もっと知りたい!話したい!セクシュアルマイノリティ―ありのまま
のきみがいい〈3〉未来に向かって

日高庸晴 B-33

568 サニーちゃん、シリアへ行く 葉祥明 絵本

569 千の恩　認知症の母の教え 岡上多寿子 絵本

570 あつくて　あつくて 中川洋典　ほんまわか 絵本

571 ペコロスの母に会いに行く 岡野雄一 A-23

572 えほん障害者権利条約 藤井克徳 絵本



573 なにがちがうの？　自閉症の子の見え方・感じ方 伊藤久美　編 G-77

574
なにがちがうの？
ＡＤＨＤ（注意欠陥多動性障害）の子の見え方・感じ方

高山恵子　編 G-80

575
なにがちがうの？
ＬＤ（学習障害）の子の見え方・感じ方

杉本陽子　編 G-79

576
なにがちがうの？
アスペルガー症候群の子の見え方・感じ方

尾崎ミオ　編 G-78

577
四・五歳児の人権保育
-はぎしりに共感することから-

八木桂子 F-48

578 くつしたしろくん ザ・キャビンカンパニー 絵本

579 ひげらっぱ ザ・キャビンカンパニー 絵本

580 外国人の人権へのアプローチ 近藤　敦 C-19

581 さくら～わたしたちは戦争がだいきらいです 田畑精一 絵本

582 おしいれのぼうけん 古田足日/田畑精一 絵本

583 人権のステージ　-夢とロマンの部落解放- 奥田　均 K-20

584
子どもは毎日が旬
-好感、共感、親近感が人権力を育む-

明石一朗 F-11

585
部落差別を克服する思想
-どうしてそこに部落があると思いますか？-

川元祥一 K-11

586 入門被差別部落の歴史 寺木伸明 K-78

587
ちょっと待って！人権がある
-部落解放運動からの発信-

和田献一 K-12

588
「小１プロブレム」に挑戦する　-子供たちにラブレターを書こう
人権教育を生かした学級づくり-

新保真紀子 E-48

589
いじめをなくし、心をつなぐ　-友だちづくりのスキルを　人権教
育を生かした学級づくり-

松本一世 E-49

590
高校生と人権問題
-部落問題の学習を中心に　部落研ブックレット

畦地 享平 E-15

591
江戸・東京の被差別部落の歴史
-弾左衛門と被差別民衆-

浦本 誉至史 K-57

592 ぼくの命は言葉とともにある 福島　智 G-35

593
部落史に学ぶ
-新たな見方・考え方にたった学習の展開-

外川正明 K-85

594
自分を好きになろう
-セルフ・エスティームと人権感覚-

中川喜代子 E-17

595 プライバシーと私たちの暮らし　人権学習シリーズ 鳥取人権啓発センター E-18

596
焼肉を食べる前に。
-絵本作家がお肉の職人たちを訪ねた-

中川洋典 K-66

597
福餅天狗餅
-創作民話部落の夜ばなし　エルくらぶ-

さねとうあきら K-64

598
手のひらから広がる未来
-ヘレン・ケラーになった女子大生-

荒美有紀 G-22

599
そのとき、被災障害者は…
-取り残された人々の3・11-

震災障害者救援本部 G-57

600 バリアバリュー　-障害を価値に変える- 垣内俊哉 G-19

601 最貧困女子 鈴木大介 D-2

602 同性婚　-私たち弁護士夫夫（ふうふ）です- 南　和行 B-3

603 恋したひとは車いす 酒井朋子 G-25

604
ドキュメント水平を求めて
-皮革の仕事と被差別部落-

鎌田 慧 K-24



605 人の世に生きて、生かされて-部落差別と闘い、病いと闘う- 向井　正 K-28

606 水平社の原像　-部落・差別・解放・運動・組織・人間- 朝治　武 K-27

607
生き抜け、その日のために
-長崎の被差別部落とキリシタン-

高山文彦 K-33

608
今こそ個人通報制度の実現を！
-世界標準での人権救済に道を開こう-

ヒューマンライツ・ナウ L2-40

609
「国連人権教育１０年」を考える
-何が問題か　部落研ブックレット-

新井直樹 L2-19

610
同和行政Q＆A　-部落問題解決のため同和行政　部落研ブッ
クレット-

真田　是 K-65

611
「人権教育」って何だ　-国連人権教育１０年行動計画　部落研
ブックレット-

八木英二 E-14

612
女性はなぜ司祭になれないのか　-カトリック教会における女性
の人権　世界人権問題叢書-

ワインガーズ D-13

613
「LGBT」差別禁止の法制度って何だろう？
-地方自治体から始まる先進的取り組み-

LGBT法連合会出版 B-26

614 ダウン症の歴史 デイヴィッド・ライト G-34

615 目の見えない人は世界をどう見ているのか 伊藤亜紗 G-2

616 わたしがちいさかったとき 長田新/岩崎ちひろ 絵本

617 かわいそうな　ぞう つちや　ゆきお 絵本

618 ひろしまのピカ 丸木俊 閲覧用

619 チロヌップのきつね たかはし　ひろゆき 絵本

620 絵で読む　広島の原爆 那須　正幹 閲覧用

621 8月6日のこと 中川　ひろたか 閲覧用

622 ぼくが見た太平洋戦争 宗田　理 L-43

623 突然、僕は殺人犯にされた スマイリーキクチ J-1

624 総員玉砕せよ！ 水木しげる L-12

625 敗走記 水木しげる L-13

626 「育休世代」のジレンマ 中野円佳 D-5

627 難民から学ぶ世界と日本 山村淳平 C-13

628 ひとりじゃない 遠見才希子 D-8

629 タンタンタンゴはパパふたり
ジャスティン・リチャードソン
ピーター・パーネル

絵本

630 カミングアウト・レターズ RYOJI＋砂川秀樹 B-12

631 孤立社会からの脱出 花園大学人権教育研究センター L-54

632 難民高校生 仁藤夢乃 F-2

633 てっちゃん 権徹 H-12

634 心に性別はあるのか 中村美亜 B-18

635 君はどう生きるか 吉野源三郎 L-10

636 橋下徹現象と部落差別 小林健治 L-21



637 「少年A」この子を生んで… 「少年A」の父母 L-7

638 山谷　ヤマの男 多田裕美子 L-55

639 セーラー服の歌人鳥居 岩岡千景 F-24

640 ハンセン病と教育 佐久間健 H-14

641 ダウン症って不幸ですか？ 姫野まさのり G-13

642 ボクの彼氏はどこにいる？ 石川大我 B-1

643 「好き」の？（ハテナ）がわかる本 石川大我 B-5

644 四巨頭会談
かずあき/竹内佐千子/
西野とおる/能町みね子

B-20

645
LGBTなんでも聞いてみよう
～中高生が知りたいホントのところ～

QWRC＆徳永桂子 B-23

646 LGBTだけじゃない「性別」の話 新井祥 B-22

647 LGBTサポートブック
はたさちこ/藤井ひろみ/

桂木祥子
B-24

648 ハイヒール革命 真境名ナツキ B-8

649 孤独な世界の歩き方 村上裕 B-11

650 バリアフリーの本3　耳に障害のある子といっしょに 廣田栄子 G-82

651 バリアフリーの本6　からだに障害のある子といっしょに 野辺明子 G-83

652 バリアフリーの本10　「障害」ってなんだろう？ 藤田雅子/湯汲英史 G-85

653 バリアフリーの本1　目に障害のある子といっしょに 竹内恒之 G-81

654 バリアフリーの本7　知的障害のある子といっしょに 石井葉/湯汲英史 G-84

655 ダウン症の子どもたち 稲沢潤子 G-55

656 問題だらけの女性たち Ｊ．フレミング D-27

657 13才から知っておきたいＬＧＢＴ+ Ａ．マーデル B-36

658 しゃべりつくそう！私たちの新フェミニズム 望月衣塑子 D-25

659 レイシャルハラスメントＱ＆Ａ－職場・学校 金　明秀 C-33

660 21世紀の女性と仕事 大沢真知子 D-26

661 性そのもの　ヒトゲノムの中の談サイト女性 Ｓ．Ｓ．リチャードソ B-35

662 麦ばあの島　全4巻　　アニメ 古林　海月

H-17
H-18
H-19
H-20

663
戦中戦後の暮らしの記録
～君と，これから生まれてくる君へ～

L2-60

664 世界の果てのこどもたち 中脇初枝 F-53

665 君とまた、あの場所へ　シリア難民の明日 安田　菜津紀 C-6

666 がんまんが　わたしたちは大病している 内田　春菊 L2-51

667 すとまんが　～がんまんが人工肛門編～ 内田　春菊 L2-50



668 うさこちゃんのおじいちゃんとおばあちゃん ブルーナ A-1

669 おばあちゃん，おじいちゃんを知る本　大型本4冊 江頭恵子他 A-28

670 弾左衛門と江戸の被差別民 浦本　誉至史 K2-2

671 人権百話 林　力 L2-65

672 道徳科の「授業革命」 園田　雅春 E-53

673 あの子 ひぐちともこ作・絵 絵本

674 およぐひと 長谷川　集平 絵本

675 新・人権はだれのものか 佐瀬　一男/尹　龍澤 E-54

676 キング牧師の言葉
Ｃ．Ｓ．キング編　梶原　寿

石井　美恵子　訳
E-55

677 あのときすきになったよ 薫　くみこ 絵本

678 ごめんね　ともだち 内田　麟太郎 絵本

679 だれもしらないヒーロー きむら　ゆういち 絵本

680 さっちゃんのまほうのて たばた　せいいち 絵本

681 ベロ出しチョンマ 斎藤　隆介 E-56

682 おれたちはパンダじゃない サトシン 絵本

683 子どもの権利ってなあに？
アラン・セール文

オレリア・フロンティ絵
絵本

684 ４羽のめんどりと１羽のおんどり
レーナ・ランドストローム文
オロフ・ランドストローム絵

絵本

685 身の回りから人権を考える８０のヒント 武部康広 E-56

686 ＡＩと差別 反差別国際運動 L2-66

687 いつまで続く「女人禁制」 源淳子 D-28

688 僕が手にいれた発達障害という止まり木 柳家 花緑 G-88

689 LGBTとハラスメント 神谷 悠一/松岡 宗嗣 B-37

690
ステレオタイプの科学
～「社会の刷り込み」は成果にどう影響し、わたしたちは
何ができるのか～

クロード・スティール L2-67

691
ネット暴発する部落差別
部落差別解消推進法の理念を具体化せよ

北口　末広 J-20

692 最新　差別語不快語 小林　健治 L2-68

693 社会保障便利辞典　平成３１年度版 週刊社会保障編集部 I-13

694 全国のあいつぐ差別事件　２０１７年度版
部落解放・人権政策確立
要求中央実行委員会

K2-3

695 全国のあいつぐ差別事件　２０１８年度版
部落解放・人権政策確立
要求中央実行委員会

K2-4

696 全国のあいつぐ差別事件　２０１９年度版
部落解放・人権政策確立
要求中央実行委員会

K2-5

697 全国のあいつぐ差別事件　２０２０年度版
部落解放・人権政策確立
要求中央実行委員会

K2-6

698 全国のあいつぐ差別事件　２０２１年度版
部落解放・人権政策確立
要求中央実行委員会

K2-7



699 差別はたいてい悪意のない人がする キム・ジヘ L2-69

700 自閉症の僕が跳びはねる理由 東田直樹 文庫本

701 自閉症の僕が跳びはねる理由２ 東田直樹 文庫本

702
イタリアで見つけた共生社会のヒント
フル・インクルーシブ教育に基づく人々の暮らし

奥結香 L2-70

703 エリックの赤・緑
翻訳者：ごとうあさほ
翻訳・補説：尾家宏昭

絵本

704 ５２ヘルツのクジラたち 町田そのこ 単行本

705 ボッチャの大きなりんごの木 滝川英治 絵本

706 はじめて学ぶLGBT　基礎からトレンドまで 石田仁 B-38

707 トコトン生きるための１５問 玉木幸則 L2-71

708 SDGsと人権 Q&A
松岡　秀紀
岡島　克樹

L2-72

709 Q&A部落差別解消推進法　-積極的活用のために- 部落解放同盟中央本部　編 K2-8

710 人権ってなんだろう？
アジア・太平洋人権情報センター

編
L2-73

711 なんだろう なんだろう ヨシタケシンスケ 絵本

712 ぬいぐるみとしゃべる人はやさしい 大前粟生 単行本

713 こども六法 山崎総一郎 F-54

714 子どもを守る言葉「同意」って何？ レイチェルブライアン 絵本

715
あいつゲイだって
アウティングはなぜ問題なのか？

松岡宗嗣 L2-74

716 あなたのルーツを教えて下さい 安田菜津紀 L2-75

717 学校では教えてくれない差別と排除の話 安田浩一 L2-76

718 ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー ブレイディみかこ 単行本

719 夫の扶養からぬけだしたい ゆむい 単行本

720 全国のあいつぐ差別事件　２０２２年度版
部落解放・人権政策確立
要求中央実行委員会

K2-9

721 被差別部落アウティング NO!  部落解放同盟中央本部 K2-10

722 殉義の星と輝かん　百年生きる「解放歌」と柴田啓蔵 森山沾一 K2-11

723 差別の日本史 塩見鮮一郎 K2-12

724 こんな世の中で生きていくしかないなら りゅうちぇる L2-77

725 他者の靴を履く　アナーキック・エンパシーのすすめ ブレイディみかこ L2-78

726 ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー２ ブレイディみかこ 単行本

727 「死にたい」「消えたい」と思ったことがあるあなたへ 河出書房新社 編 単行本

728 子どもへのハラスメント　正しく知って、人権を守ろう！ 喜多明人 F-55

729
10代から知っておきたい
あなたを閉じこめる「ずるい言葉」

森山至貴 F-56

730 女性差別はどう作られてきたか 中村敏子 D-29



731
ボケ日和　わが家に認知症がやって来た！
どうする？どうなる？

長谷川嘉哉 A-29

732 老いる自分をゆるしてあげる。 上大岡トメ A-30

733 「日韓」のモヤモヤと大学生のわたし
加藤圭木 監修
一橋大学社会学部

加藤圭木ゼミナール 編
C-34

734 相模原障害者殺傷事件 朝日新聞取材班 G-89

735
たいせつな気づき
新型コロナウイルスをのりこえた未来の物語

トモス・ロバーツ　著
Nomoco　絵

絵本

736 パンツのなかのまほう
なかがわさやこ　作
でぐちかずみ　絵

絵本

737 ブルーノ Fukase 絵本

738
みんなとおなじくできないよ
障がいのあるおとうととボクのはなし

湯浅正太　作
石井聖岳　絵

絵本

739 うつモンスターがやってきた　ママどうしたの？ エルドムード・フォン・モッシュ 絵本

740 ネット中傷　駆け込み寺
佐藤佳弘

スマイリーキクチ
J-21

741 ネット社会と闘う～ガラケー女と呼ばれて～ さはらえり J-22

742 小説8050 林真理子 単行本

743 「逃げおくれた」伴走者　分断された社会で人とつながる 奥田知志 L2-79

744 早く絶版になってほしい　＃駄言辞典 日経xwoman 単行本

745 ひきこもり国語辞典 松田武己 単行本

746 東日本大震災　3.11生と死のはざまで 金田諦應 L2-80

747
疲れたら休めばいい、ということが
何故こんなにもヘタクソなのだろう

ともえ 単行本

748 ファインダー越しの3.11
安田菜津紀

佐藤慧、渋谷敦志
L2-81


