
1/10図書名 区分 著者名 出版社名 出版年月 購入月
焼かれる花嫁　インドの結婚 外国人の人権 ジャミラ・ヴァルギーズ／鳥居　千代香 訳 三一書房 1984年8月
異文化理解おもしろクイズ 外国人の人権 永倉　由里 開拓社 2004年5月 2005年2月
北朝鮮　隠された強制収容所
亡命者・脱北者24人の証言

外国人の人権 デビッド・ホーク／北朝鮮人権アメリカ委員会 草思社 2004年8月 2005年2月

外国人研修生 外国人の人権 外国人研修生問題ネットワーク 明石書店 2006年6月 2007年2月
グローバル化時代の日本型多分化共生社会 外国人の人権 駒井　洋 明石書店 2006年9月 2007年2月
ニッポンに生きる　在日外国人は今 外国人の人権 共同通信社取材班 現代人文社 2011年2月 2012年12月
拉致と決断 外国人の人権 蓮池　薫 新潮社 2012年10月 2012年12月

高齢化社会と人権 高齢者の人権
「知っていますか？高齢化社会と

人権一問一答」編集委員会
解放出版社 1994年11月

「誰でも社会」へ
～デジタル時代のユニバーサルデザイン～

高齢者の人権 関根　千佳 岩波新書 2002年11月

家庭内における高齢者虐待に関する調査 高齢者の人権 医療経済研究機構 医療経済研究機構 2004年3月

高齢者の人権 高齢者の人権
「知っていますか？高齢者の人権一問一

答」
解放出版社 2004年11月 2005年2月

高齢者虐待に挑む 高齢者の人権 高齢者虐待防止研究会 中央法規出版 2006年7月 2007年2月
介護がラクになる魔法の言葉 高齢者の人権 野原　すみれ 大誠社 2006年11月 2007年2月
ボケない人になる23の方法 高齢者の人権 高田　明和 中経出版 2006年12月 2008年4月
95歳からの勇気ある生き方 高齢者の人権 日野原　重明 朝日新聞社 2007年3月 2008年4月
認知症の新しい家庭介護 高齢者の人権 ＮＨＫ福祉ネットワーク編 旬報社 2007年12月 2008年4月
暴走老人 高齢者の人権 藤原　智美 文藝春秋 2007年8月 2009年2月
あなたが認知症になったから。
あたなが認知症にならなかったら。

高齢者の人権 越智　須美子／越智　俊二 中央法規 2009年9月 2011年1月

「人生二毛作」のすすめ
脳をいつまでも生き生きとさせる生活

高齢者の人権 外山　滋比古 飛鳥新社 2010年3月 2011年1月

百歳日記 高齢者の人権 まど・みちお ＮＨＫ出版 2010年11月 2011年1月
ごめんね、ぼくが病気になって 高齢者の人権 高見澤　たか子 春秋社 2009年12月 2011年1月
無縁社会 高齢者の人権 飯窪成幸 文藝春秋 2010年1月
高齢者虐待　実態と防止策 高齢者の人権 小林　篤子 中公新書 2004年7月 2015年1月
長さではない　命の豊かさ 高齢者の人権 日野原　重明 朝日文庫 2007年8月
娘になった妻、のぶ代へ 高齢者の人権 砂川　啓介 双葉社 2015年10月 2016年1月
下流老人 高齢者の人権 藤田　孝典 朝日新書

オナゴ先生がんばる 子ども人権 藤井　千鶴子 部落問題研究所 1981年9月
新・身分社会 子ども人権 佐田　智子 太郎次郎社 1983年5月
チルドレンズ・ライツ 子ども人権 チルドレン・ライツ刊行委員会 日本評論社 1989年11月
現代小学生の生活と意識 子ども人権 ＮＨＫ世論調査（双書・いま子どもの世界は） 明治図書 1991年2月 1991年10月
おとなのための子ども権利条約 子ども人権 鈴木　祥蔵／桂　正孝／森　実 解放出版社 1996年2月
子どもを変えた教師の一言 子ども人権 山田　暁生 学事出版 1997年8月 2008年4月
知っていますか？子どもの虐待　一問一答 子ども人権 田上　時子 解放出版社 2000年9月 2002年3月
教師だからできる５分間カウンセリング 子ども人権 吉本　武史 学陽書房 2000年11月 2008年4月
闇の子供たち 子ども人権 梁　石日 解放出版社 2002年11月 2003年3月
逃げないお父さん 子ども人権 青木　信人 ポプラ社 2003年1月 2005年1月
子どもの人権と家庭教育 子ども人権 赤羽　忠之 近代文芸社 2003年2月 2005年2月
子育ては、いま 子ども人権 前田　正子 岩波書店 2003年4月 2005年1月
子どもが育つ魔法の言葉 子ども人権 ドロシー・ローノルト／レイチャル・ハリス ＰＨＰ研究所 2003年9月 2005年1月
子どもが育つ魔法の言葉for the family 子ども人権 ドロシー・ローノルト／レイチャル・ハリス ＰＨＰ研究所 2006年9月
わかってほしい 子ども人権 ＭＯＭＯ 作／ＹＵＫＯ 絵 クレヨンハウス 2003年12月 2005年2月
あなたは子どもの心と命を守れますか！ 子ども人権 武田　さち子 ＷＡＶＥ出版 2004年2月 2005年1月
新・子どもの虐待 子ども人権 森田　ゆり 岩波新書 2004年6月 2005年2月
子どもの人権をまもる知識とＱ＆Ａ 子ども人権 山田　由紀子 法学書院 2004年8月 2005年2月
「安心」という「癒し」を求める子ども達 子ども人権 人見　一恵 郁朋社 2004年11月 2007年2月
子どもの一生を決める46の言葉のプレゼント 子ども人権 中谷　彰宏 リヨン社 2004年12月 2007年2月
不登校、選んだわけじゃないんだぜ！ 子ども人権 貴戸　理恵／常野　雄次郎 理論社 2005年1月 2005年1月
教室の中の子どもの人権 子ども人権 沢田　省三 新風舎 2005年2月 2005年2月
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大人が子どもを壊すとき 子ども人権 今　一生 学事出版 2005年8月 2007年2月
子どもの心 子ども人権 二木　克明 1万年堂出版 2005年8月 2007年2月
子ども白書　2005 子ども人権 日本子どもを守る会 草土文化 2005年8月 2005年1月
友だちいないと不安だ症候群につける薬 子ども人権 斎藤　孝 朝日新聞社 2005年8月 2007年2月
｢家族｣の絆が織り成す子供の未来 子ども人権 原田　房枝 東京図書出版会 2005年9月 2007年2月
ちゃんと泣ける子に育てよう 子ども人権 大河原　美以 河出書房新社 2006年1月 2007年2月
いじめの根を絶ち子どもを守るガイド 子ども人権 バーバラ・コロローソ／富永　星 訳 東京書籍 2006年2月 2007年2月
子ども学へのプレリュード 子ども人権 佐瀬　一男／尹　竜沢 北樹出版 2006年2月 2007年2月
こころの手をつなごうえー 子ども人権 赤川　次郎　監修／ｱﾑﾈｽﾃｨ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ日本 コモンズ 2006年3月 2007年2月
魔法のほめ言葉 子ども人権 桜井　弘 二見書房 2006年4月 2007年3月
「言葉の力」は家庭で伸ばす 子ども人権 斎藤　孝 旺文社 2006年5月 2007年2月
子どもの人権　児童虐待と法的対応 子ども人権 佐藤　馨 新風舎 2006年9月 2007年2月
陰山英男先生の早寝・早起き・朝ごはんノート
陰山メゾット決定版

子ども人権 陰山　英男 講談社 2006年11月 2007年2月

児童虐待防止 子ども人権 谷口　卓／末光　正和 学苑社 2007年3月 2008年4月
図解食育 子ども人権 藤沢　良知 全国学校給食協会 2007年7月 2008年4月
母よ！殺すな 子ども人権 横塚　晃一 生活書院 2007年9月 2008年4月
子どもがつながる学級集団づくり入門 子ども人権 新保　真紀子 明治図書 2008年3月 2008年4月
教育とんこ節 子ども人権 木原　富太
親子という病 子ども人権 香山　リカ 講談社 2008年9月 2009年1月
子どもの貧困白書 子ども人権 子どもの貧困白書編集委員会 編 明石書店 2009年9月 2010年1月
いじめの構造　なぜ人が怪物になるのか 子ども人権 内藤　朝雄 講談社現代新書 2009年3月 2010年1月
「ホームレス」襲撃事件と子どもたち
いじめの連鎖を断つために

子ども人権 北村　年子 太郎次郎社エディタス 2009年8月 2011年1月

施設で育った子どもたちの居場所
「日向ぼっこ」と社会的養護

子ども人権
ＮＰＯ法人社会的養護の当事者

参加推進団体日向ぼっこ
明石書店 2009年6月 2011年1月

子ども虐待と貧困
「忘れられた子ども」のいない社会をめざして

子ども人権
松本　伊智朗 編著

清水　克之／佐藤　拓代／峯本　耕治／
村井　美紀／山野　良一

明石書店 2010年2月 2011年1月

問われる子どもの人権 子ども人権 日本弁護士連合会 駒草書房 2011年12月 2012年1月
セカンドチャンス　人生が変わった少年院出院者
たち

子ども人権 セカンドチャンス！編 新科学出版社 2011年1月 2012年1月

うまれる　かけがえのない　あなたへ 子ども人権 豪田トモ PHP研究所 2010年9月 2012年1月
ありがとう 子ども人権 水谷　修 日本評論社 2011年12月 2012年12月
「運命」を跳ね返すことば 子ども人権 坂本　博之 講談社 2011年4月 2012年12月

大丈夫。　がんばっているんだから 子ども人権
特定非営利活動法人　社会的養護の当事者参加推進団

体　　　　　日向ぼっこ理事長　渡井　さゆり
徳間書店 2010年11月 2012年12月

子どもが光り輝く時　パートⅡ 子ども人権 人権と仲間関係研究会 解放出版社 2004年6月 2005年2月
安藤忠雄　講演会　「自由に生きる」 子ども人権 協和発酵 協和発酵 1996年4月
かず先生のメルマガ通信 子ども人権 松下一世 明治図書 2005年5月 2009年2月
青い地平線　もっと自分が幸せになるために 子ども人権 高橋穏世 日本看護協会 1993年5月
子どもたちへ　夜回り先生からのメッセージ 子ども人権 水谷　修 サンクチュアリ・パブリッシング 2005年9月

性同一性障害って何？ 子ども人権
野宮亜紀・針間克己・大島俊之・原科孝

雄・虎井まさ衛・内島　豊
緑風出版 2003年9月 2014年3月

求められる人権救済法制の論点 子ども人権 内田博文 部落解放・人権研究所 2006年12月
DVと虐待　「家族の暴力」に援助者ができること 子ども人権 信田さよ子 医学書院 2002年3月 2014年3月
DV・虐待加害者の実態を知る 子ども人権 ランディ・バンクロフト 明石書店 2008年12月 2014年3月
教室の悪魔 子ども人権 山脇由貴子 ポプラ社 2006年12月
アキラ　性同一性障害の子を持つということ 子ども人権 長谷川眞弓 ミリオン・スマイル 2012年5月 2014年2月
ルポ子どもの貧困連鎖　教育現場のSOSを追って 子ども人権 保坂渉/池谷孝司 光文社 2012年5月 2015年1月
子どもの権利条約 子ども人権 鈴木　祥蔵／桂　正孝／森　実 部落解放研究所 1998年4月

子どもの虐待と貧困 子ども人権
清水　克之、佐藤拓代、峯本耕治、村井美

紀、山野良一
明石書店 2010年8月 2011年1月

ドラッグ世代　薬物汚染と闘う夜回り先生〔新装
版〕

子ども人権 水谷　脩 太陽企画 2005年4月

10秒で心が癒される言葉 子ども人権 監修：根本　浩 PHP研究所 2012年9月
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13歳のハローワーク 子ども人権 村上　龍、はまのゆか 幻冬舎 2004年2月
子育ての出発点―胎児からの人格づくり 子ども人権 田下　昌明 モラロジー研究所 2008年5月

障害者問題入門 障害者の人権 生瀬　克己 解放出版社 1991年3月
五体不満足 障害者の人権 乙武　洋匡 講談社 1998年10月
こころの手足　中村久子自伝 障害者の人権 中村　久子 春秋社 1999年11月 2005年1月
元気です、17歳。500ｇで生まれた全盲の女の子 障害者の人権 井上　美由紀 ポプラ社 2002年10月 2005年1月
障害をもつ子を産むということ　～19人の体験～ 障害者の人権 野辺　明子／横尾　京子／加部　一彦 中央法規 2003年6月 2005年1月
発達障害と向き合う 障害者の人権 青木　道忠／越野　和之  大阪教育文化ｾﾝﾀｰ編クリエイツかもがわ 2007年2月 2008年4月
アスペルガー症候群のすべてがわかる本 障害者の人権 佐々木　正美　監修 講談社発行 2007年3月 2008年4月
ママの足は車イス
絶望を救ったたくさんの愛と小さな生命

障害者の人権 又野　亜希子 あけび書房 2009年10月 2010年1月

左手一本のシュート 障害者の人権 島沢優子 小学館 2011年5月 2012年1月
おやこ劇場 障害者の人権 今井　絵理子 祥伝社 2011年4月 2012年12月
発達障害　母たちの奮闘記 障害者の人権 山下　成司 平凡社新書 2011年4月 2012年12月
こんにちは、上田豊治です。 障害者の人権 上田　幸子／切り絵　上田　豊治 樹心社 2009年3月 2013年9月
運命の顔 障害者の人権 藤井輝明 草思社 2003年10月 2005年2月
あの日、あの時 障害者の人権 竹内　昌彦 三共印刷 2006年12月
典子44歳　いま、伝えたい 障害者の人権 白井のり子 光文社 2006年5月
交流教育の実際 障害者の人権 文部省 文部省 1981年
ミラクルボーイと呼ばれて 障害者の人権 阿波ひろみ はる書房 2009年8月

働く女性の胸のうち　女6500人の証言 女性の人権 働くことと性差別を考える三多摩の会 学陽書房 1991年9月 1991年11月
アジア女性交流史　明治・大正期篇 女性の人権 山崎　明子 筑摩書房 1995年4月
公務員のセクハラ防止マニュアル 女性の人権 金子　雅臣 ぎょうせい 1999年3月 2000年12月
知らないと大変　会社のセクハラ防止ＡＢＣ 女性の人権 アクト・セクハラ問題研究グループ 税務総理協会 1999年4月 2000年11月
職場のセクハラ防止ポイント解説
～職場慣行・意識の変革～

女性の人権 岩瀬　孝 生産性労働情報センター 1999年7月 2000年12月

セクシュアル・ハラスメント 女性の人権 アリアン・ラインハルト／ＩＬＯ東京支局 監訳 日科技連出版社 2000年9月 2000年12月
めざめる女　つぶやく男
富田林　発：ジェンダーエッセイ集

女性の人権 ジェンダー学びプロジェクト 解放出版社 2003年7月

司法におけるジェンダー・バイアス 女性の人権
第二東京弁護士会司法改革推進

二弁本部ジェンダー部会
明石書店 2003年11月

なくそう婚外子・女性への差別 女性の人権 なくそう戸籍と婚外子差別・交流会 明石書店 2004年2月 2007年2月
がんばってるね、お母さん 女性の人権 粟飯原　良造／森　昭子 ラトルズ 2005年11月 2007年2月
シェルターから考えるドメスティック・
バイオレンス

女性の人権 かながわ女のスペースみずら 明石書店 2006年6月 2007年2月

男と女の離婚格差 女性の人権 石坂　晴海 小学館 2007年4月 2008年4月
エイジハラスメント 女性の人権 内館　牧子 幻冬舎 2008年7月 2008年8月
セクハラの誕生　日本上陸から現在まで 女性の人権 原山　擁平 東京書籍 2011年7月 2012年12月
キャリア形式に生涯学習をいかした女性たち 女性の人権 独立行政法人　国立女性教育会館 平河工業社 2004年3月
婦人問題　学習ハンドブック 女性の人権 池田秀男 ぎょうせい 1984年11月
29歳の誕生日、あと1年で死のうと決めた。 女性の人権 葉山アマリ 泰文堂 2011年7月 2012年2月
セクシュアル・ハラスメント　一問一答　第2版 女性の人権 養父知美　牟田和惠 解放出版社 2004年3月
疑問スッキリ！セクハラ相談の基本と実際 女性の人権 周藤由美子 新水社 2007年12月 2015年1月
女性たちの貧困　新たな連鎖の衝撃 女性の人権 NHK「女性の貧困」取材班 幻冬舎 2014年12月 2015年1月

アイヌと日本人・伝承による交渉史 人権･社会問題 更科　源蔵 ＮＨＫブックス 1970年6月
身分帳 人権･社会問題 佐木　隆三 講談社 1990年6月 2003年10月
いのちの響 人権･社会問題 末永　和之 青海社 2003年11月
ニート 人権･社会問題 玄田　有史／曲沼　美恵 幻冬舎 2004年7月 2005年2月
生き心地の良い町
この自殺率の低さには理由（わけ）がある

人権･社会問題 岡　壇 講談社 2013年7月 2016年1月

チェルノブイリの祈り 人権･社会問題 スヴェトラーナ・アレクシェーヴィチ 岩波現代文庫 2011年6月 2016年1月
他人を非難してばかりいる人たち 人権･社会問題 岩波　明 幻冬舎新書 2015年9月 2016年1月
家族という病 人権･社会問題 下重　暁子 幻冬舎新書 2015年3月 2016年1月
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戦争のつくりかた 人権･社会問題 りぼん・ぷろじぇくと マガジンハウス
残念な教員 人権･社会問題 林　純次 光文社新書

戦争をどう教えたか 人権教育･啓発 山田　昌行／向井　宗一 部落問題研究所 1979年9月
啓発、そのあり方 人権教育･啓発 総務庁長官官房地域改善対策室 中央法規 1990年6月 1990年6月
ここが大切！人権啓発 人権教育･啓発 山中　多美男 解放出版社 1992年10月
新たな啓発活動の発展に向けて 人権教育･啓発 総務庁長官官房地域改善対策室 中央法規 1995年3月 1996年2月
人権教育のための国連10年
～これからの人権教育・啓発をすすめるために～

人権教育･啓発 地域改善啓発センター 地域改善啓発センター 1996年7月

多様性トレーニングガイド 人権教育･啓発 森田　ゆり 解放出版社 2000年10月 2003年3月
人権教育へ提案 人権教育･啓発 ヒューマンライツ大阪 部落問題研究所 2001年3月 2002年3月
人権の学びを創る　～参加型学習の思想～ 人権教育･啓発 部落解放／人権研究所 解放出版社 2001年5月
人権への教育と啓発 人権教育･啓発 川嶌　順次郎 東信堂 2002年9月 2005年1月
同和教育実践がひらく人権教育
～熱と光にみちびかれて～

人権教育･啓発 森　実 解放出版社 2002年12月 1996年2月

シリーズ21世紀の人権　６　人権教育の検証 人権教育･啓発 梅田　修 部落問題研究所 2003年8月
人権教育としての「同和」教育と多文化教育 人権教育･啓発 曽和　信一 明石書店 2004年9月 2005年2月
平成16年度版　人権教育・啓発白書 人権教育･啓発 法務省／文部科学省 国立印刷局 2004年12月
人権教育を生かした学級づくり4 人権教育･啓発 松下　一世 明治図書出版 2005年5月
学力保障と人権教育の再構築 人権教育･啓発 長尾　彰夫 明治図書出版 2005年8月 2007年2月
社会教育指導者の手引き
～人権に関する学習のすすめ方～

人権教育･啓発 国立教育会館社会教育研修所 ぎょうせい 1996年

平成18年度版　人権教育・啓発白書 人権教育･啓発 法務省／文部科学省 国立印刷局 2006年 2007年2月
おとなの学び　人権研修リーダーのために 人権教育･啓発 部落解放／人権研究所 解放出版社 2008年3月 2009年2月
平成22年版　人権教育・啓発白書 人権教育･啓発 法務省／文部科学省 国立印刷局 2010年6月 2011年1月
｢29歳の誕生日、あと1年で死のうと決めた」 人権教育･啓発 葉山アマリ 泰文社 2011年7月 2012年1月
「いのち」を養う食 人権教育･啓発 佐藤初女 講談社 2011年10月 2012年1月
ガンでもくじけない 人権教育･啓発 都啓一 講談社 2011年9月 2012年1月
記者は何を見たのか　3.11東日本大震災 人権教育･啓発 読売新聞社 中央公論新社 2011年11月 2012年1月
21世紀の人権 人権教育･啓発 神奈川人権センター 日本評論社 2011年10月 2012年1月
知っていますか？一問一答　戸籍と差別 人権教育･啓発 佐藤文明 解放出版社 2010年11月 2012年1月
なぜか怒られる人の話し方、許される人の話し方 人権教育･啓発 関根眞一 青春出版社 2011年6月 2012年1月
「むくわれない生き方」を変える本 人権教育･啓発 香山リカ 朝日新聞出版 2011年3月 2012年1月

かさをささないシランさん 人権教育･啓発
谷川俊太郎

アムネスティ・インターナショナル
理論社 1991年3月 2012年1月

日本語がわかる本 人権教育･啓発 編集人小口初江、発行人:宮岡旅人 日本社 1981年3月
井沢「日本史入門」講座①　式和とケガレの巻 人権教育･啓発 井沢元彦 徳間書店 2006年9月 2008年3月
井沢「日本史入門」講座②　万世一系？/日本建国の秘密の巻 人権教育･啓発 井沢元彦 徳間書店 2007年1月 2008年3月
井沢「日本史入門」講座①　式和とケガレの巻 人権教育･啓発 井沢元彦 徳間書店 2007年9月 2008年3月
しらんぷり 人権教育･啓発 梅田俊 ポプラ社 1997年9月 2001年7月
差別原論 人権教育･啓発 好井　裕明 平凡社新書 2007年4月 2008年4月
耕の座 人権教育･啓発 布引　敏雄／村崎　修二 文理閣 1989年8月
徹底追及「言葉狩り」と差別 人権教育･啓発 週刊文春 文藝春秋 1994年10月
続・憲法をいかす努力 人権教育･啓発 播磨　信義 四季出版 1988年5月
語り継ぐ回天 人権教育･啓発 小川宣 赤坂印刷 2005年11月

偏見の構造 人権全般  我要　　洋米山　俊直 ＮＨＫブックス 1967年5月
人種とは何か 人権全般 寺田　和夫 岩波新書 1967年10月
日本人の意識構造 人権全般 会田　雄次 講談社 1970年11月
山口県人 人権全般 古川　薫 三喜堂 1973年5月
差別用語 人権全般 用語と差別を考えるシンポジウム実行委員会 汐文社 1975年11月 2冊あり
続・「差別用語」 人権全般 用語と差別を考えるシンポジウム実行委員会 汐文社 1978年1月

わかる憲法 人権全般
全国民主主義教育研究会学習の

てびき編集委員会
ほるぷ教育開発研究所 1979年4月

三河物語　（下） 人権全般 大久保　彦左衛門／小林　賢章　訳 教育社 1980年1月
人権のあゆみ 人権全般 小林　　茂 山川出版社 1984年6月
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生涯学習と人権 人権全般 平野　一朗 解放出版社 1984年11月 199611/5
せんせいだいすき 人権全般 川瀬　哲也 部落問題研究所 1987年6月
現代の人権論 人権全般 磯村　英一 明石書店 1989年3月 1992年7月
差別なんてない…？ 人権全般 地域改善対策研究所 ぎょうせい 1990年3月 1993年1月
差別なんてなくせない…？ 人権全般 地域改善対策研究所 ぎょうせい 1990年5月 1993年1月
人権なんて関係ない…？ 人権全般 地域改善対策研究所 ぎょうせい 1990年6月 1993年1月

全国のあいつぐ差別事件　1990年度版 人権全般
部落解放基本法制要求国民運動

中央実行委員会
解放出版社 1990年11月 1992年12月

日本型国際化と人権 人権全般 佐々木　建 部落問題研究所 1991年6月 1991年10月
現代の差別を考える　２ 人権全般 全国同和教育研究協議会事務局 全国同和教育研究所 1992年10月
夜明けへの道 人権全般 岡本　文良 金の星社 1993年12月
穢れと茶碗 人権全般 井沢　元彦 愛蔵社 1994年5月
住井すゑと永六輔の人間宣言 人権全般 住井　すゑ／永　六輔 光文社 1995年4月
マサヒロ 人権全般 田中　文子 作／伊藤　秀男 絵 解放出版社 1995年12月 1997年1月
自由に生きる 人権全般 協和発酵 協和発酵 1996年4月
三國連太郎＝沖浦和光・対談　下 人権全般 三国　連太郎／沖浦　和光 解放出版社 1997年11月 2005年1月
友がみな我よりえらく見える日は 人権全般 上原　隆　 幻冬舎アウトロー文庫 1997年12月 2008年4月

日本の人権はどうなっているか 人権全般
自由法曹団／自治労連／全教／

全解連／婦団連
部落問題研究所 1998年3月

子育て応援談 人権全般 大形　茂道 善本社 1998年10月
逆説の日本史４ 人権全般 井沢　元彦 小学館 1999年1月 2005年1月
日本人の国際適応能力
新世紀を生き抜く四つの指針

人権全般 デーヴィッド・マツモト 本の友社 1999年11月 2001年12月

人権文化の創造 人権全般 堀井　隆水 明石書店 2000年4月 2003年1月
モノ・都市・情報のバリアフリー 人権全般 川越　利信／井上　明 部落解放・人権研究所 2000年4月 2005年1月
勇気がでてくる人権学習　２ 人権全般 白井　俊一 解放出版社 2000年6月 2002年3月
放送禁止歌 人権全般 森　達也／デーヴ・スペクター 監修 解放出版社 2000年7月
こころの対話　25のルール 人権全般 伊藤　守 講談社発行 2000年9月 2008年4月
改革へのヒント 人権全般 北口　末広 解放出版社 2000年11月 2002年3月
奇跡の法 人権全般 大川　隆法 幸福の科学出版 2001年2月
人権からみた文学の世界 人権全般 川端　俊英 部落問題研究所 2001年4月 2002年3月

なぜ生きる 人権全般
明橋　大二／伊藤　健太郎／

高森　顕徹 監修
１万年堂出版 2001年4月 2008年4月

たいせつな宝物 人権全般 神奈川県人権啓発推進会議 人権啓発推進センター 2001年6月
差別・偏見と教育 人権全般 生田　周二 部落問題研究所 2001年7月 2002年3月
妻よ娘よ、きみと行きたい 人権全般 家西　悟 小学館 2001年7月
日本における差別と人権　第4版 人権全般 部落解放／人権研究所 解放出版社 2002年3月 2003年3月
勇気がでてくる人権学習　３ 人権全般 白井　俊一 解放出版社 2002年7月 2003年1月
ことばと人権 人権全般 中川　喜代子 明石書店 2002年11月 2007年2月
創造へのヒント 人権全般 北口　末広 解放出版社 2002年12月 2003年3月
人権の新しい地平 人権全般 岡村　達雄／玉田　勝郎 責任編集 学術図書出版社 2003年2月 2005年2月
人権相談ワークショップ 人権全般 白井　俊一 解放出版社 2003年7月
人権の扉をたたく 人権全般 竹内　良 解放出版社 2003年9月
人権のまちづくりガイドブック 人権全般 「人権のまちづくりガイドブック」編集委員会 解放出版社 2003年10月
人権教育小事典 人権全般 中野　隆夫 明治図書 2003年12月 2005年2月
夫婦は「気くばり」で９割うまくいく 人権全般 国際家庭教育アカデミー所長 吉岡　愛和 （株）コスモトゥーワン 2003年12月 2008年4月
愛は理解の別名なり 人権全般 松本　富生 雁塔舎 2004年2月 2005年2月
地域社会と人権 人権全般 長谷川　正安 監修／奥山　峰夫 愛知人権ネット 2004年3月 2007年2月
わたしの人権みんなの人権　全6巻 人権全般 荒巻　重人 監修 ポプラ社 2004年4月 2005年2月
人権と仲間関係　2004 人権全般 人権仲間関係研究会 解放出版社 2004年6月
私たちの平和をつくる 人権全般 ロニー・アレキサンダー／高柳　彰夫 法律文化社 2004年7月 2005年2月
アジアの身分制と差別 人権全般 沖浦　和光／寺木　伸明／友永　健三 部落解放・人権研究所 2004年8月 2005年2月
冤罪の構図 人権全般 江川　紹子 新風舎 2004年8月 2005年2月
罪と罰、だが償いはどこに？ 人権全般 中嶋　博行 新潮社 2004年9月 2005年2月
考える元気 人権全般 片山　恭一 光文社 2004年10月 2005年2月
国際化のなかの人権問題 人権全般 上田　正昭 明石書店 2004年10月 2005年2月
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全国のあいつぐ差別事件　2004年度版 人権全般 部落解放・人権政策確立要求中央実行委員会 解放出版社 2004年11月 2005年2月
つくりかえられる徴 人権全般 黒川　みどり 部落解放・人権研究所 2004年11月 2005年2月
偏見と差別のメカニズム 人権全般 中川　喜代子 明石書店 2004年11月 2005年1月
頭がいい人、悪い人の話し方 人権全般 樋口　裕一 ＰＨＰ研究所 2005年1月 2007年2月
「自分の木」の下で 人権全般 大江　健三郎 朝日文庫 2005年2月 2005年1月
男と女の倫理学 人権全般 篠原　駿一郎／浅田　淳一 ナカニシヤ出版 2005年4月 2007年2月
パワーハラスメントなんでも相談 人権全般 金子　雅臣 日本評論社 2005年6月 2007年2月
(学校)(自治会)(サークル）のお知らせ・
プリント＆イラスト３０００

人権全般 日本パソコン指導者研修センター インプレス 2005年7月 2007年2月

血液型おもしろ人間テスト 人権全般 能見　俊賢 河出書房新社 2005年7月 2007年2月
自分を好きになろう 人権全般 中川　喜代子 解放出版社 2005年10月 2005年1月
仕事でイライラしない「こころ」の技術 人権全般 小池　能里子 秀和システム 2005年11月 2007年2月
私の幸福論 人権全般 日野原　重明 大和書房 2005年11月 2005年1月
クイズウルトラ人権100問 人権全般  辛　淑玉人材育成技術研究所 解放出版社 2005年12月 2007年2月
ちょっと待って！人権がある 人権全般 和田　献一 河出書房新社 2006年1月 2007年2月
“人権”をめぐる論点・争点と授業づくり 人権全般 田淵　五十生 明治図書出版 2006年3月 2007年2月

セクシュアルマイノリティ 人権全般
ｾｸｼｭｱﾙﾏｲﾉﾘﾃｨ教職員ﾈｯﾄﾜｰｸ／

ロニ―アレキサンダー
明石書店 2006年3月 2007年2月

人権ってなに？Ｑ＆Ａ 人権全般 阿久沢　麻理子／金子　匡良 解放出版社 2006年12月 2007年2月
思いやりのこころ 人権全般 木村　耕一 １万年堂出版 2007年8月 2008年4月
でっちあげ　福岡「殺人教師」事件の真相 人権全般 福田　ますみ 新潮社 2007年9月 2008年4月
ひょうたん島　問題 人権全般 藤原　孝章 明石書店 2008年2月 2008年8月
「血すじ」と「家がら」 人権全般 大阪人権博物館 大阪人権博物館
安倍晴明の虚像と実像 人権全般 大阪人権博物館 大阪人権博物館
人権･人間らしさを求めて 人権全般 今野　敏彦 明石書店 1995年9月 2009年1月
現代の差別と人権－ともに生きる社会をめざして 人権全般 内山　一雄／山田　光二 編 明石書店 1993年3月 2009年1月
人権問題読本「生きること」への問いかけ 人権全般 小森　哲郎 明石書店 1995年1月 2009年1月
じんけんの詩Ⅱ 人権全般 今野　敏彦 明石書店 1997年8月 2009年1月
アムネスティ・レポート　世界の人権２０１０ 人権全般 社団法人ｱﾑﾈｽﾃｨ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ日本 社団法人ｱﾑﾈｽﾃｨ・ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ日本 2010年9月 2011年1月
しあわせる力　禅的幸福論 人権全般 玄侑　宗久 角川SSコミュニケーションズ 2010年1月 2011年1月
「上から目線」の構造 人権全般 榎本　博明 日本経済新聞出版社 2011年10月 2012年12月
奈良少年刑務所詩集 人権全般 受刑者／寮　美千子　編 長崎出版 2010年6月 2012年12月
きみたちにおくるうた―むすめたちへの手紙 人権全般 バラク・オバマ　文／ローレン・ロング　絵／さくま　ゆみこ　訳 明石書店 2011年7月 2012年12月

3.11を生きのびる　憲法が息づく日本へ 人権全般
江川　紹子／安斎　育郎／喗峻　淑子

岡田　知弘／渡辺　治／辻井　喬／梅原
かもがわ出版 2011年9月 2013年10月

人を助ける仕事　「生きがい」を見つめた37人の記録 人権全般 江川　紹子 小学館文庫 2008年12月 2013年10月
勇気ってなんだろう 人権全般 江川　紹子 岩波書店 2012年5月 2013年10月
知っていますか？　人権教育　一問一答 人権全般 森　実 解放出版社 2000年12月
知っていますか？　インターネットと人権　一問一答 人権全般 高木　寛 解放出版社 2000年9月 2002年3月
知っていますか？　インターネットと人権　一問一答　第2版 人権全般 高木　寛 解放出版社 2005年12月

21世紀日本の人権政権　－人権フォーラム21の提言案－ 人権全般 人権フォーラム21
人権フォーラム

21
2000年10月

いま人権教育が変わる　国連人権教育10年の可能性 人権全般 森　実 解放出版社 1995年12月 1996年8月
椹野川の藍 人権全般 宮本　誠 解放出版社 2013年5月
夜回り先生 人権全般 水谷修 サンクチュアリ 2004年2月
人を動かす 人権全般 D･カーネギー 創元社 2014年1月 2014年3月
いのちのまつり　つながっている！ 人権全般 草場一壽 サンマーク 2010年3月 2014年3月
いのちのまつり　かがやいている 人権全般 草場一壽 サンマーク 2013年1月 2014年3月
いのちのまつり　おかげさま 人権全般 草場一壽 サンマーク 2012年4月 2014年3月
いのちのまつり　ヌチヌグスージ 人権全般 草場一壽 サンマーク 2013年11月 2014年3月
毎日がいのちのまつり 人権全般 草場一壽 サンマーク 2011年12月 2014年3月
おかあさん、げんきですか。 人権全般 坂井宏先 ポプラ 2013年3月 2014年3月
幸せを売る男 人権全般 植木宣隆 サンマーク 2012年6月 2014年3月
知っていますか？　パワー・ハラスメント　一問一答 人権全般 金子　雅臣 解放出版社 2004年10月
世界一騙されやすい日本人 人権全般 和田　秀樹 ブックマン社 2014年12月 2015年1月
D・カーネギー　話し方入門　新装版 人権全般 訳者：市野安雄 創元社 2014年8月 2015年1月
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あなたが守る　あなたの心・あなたのからだ 人権全般 作：森田ゆり　絵：平野恵理子 童話館 2014年9月 2015年1月
エンカウンターで学級が変わるショートエクササイズ集 人権全般 國分康孝 駒崎製本所 2013年6月 2015年1月
気持ちの本 人権全般 作：森田ゆり　絵：たくさんの子どもたち 童話館 2014年9月 2015年1月

全国のあいつぐ差別事件　1998年版 人権全般
部落解放基本法制定欲求
国民運動中央実行委員会

解放出版社 1998年10月 1999年2月

空が青いから白をえらんだのです 人権全般 辻　晋泰 長崎出版 2012年1月 2012年12月
テレビの大罪 人権全般 和田秀樹 新潮新書 2010年10月
皮膚感覚と人間のこころ 人権全般 傅田光洋 新潮選書 2013年1月 2015年1月
みんなほんもの 人権全般 書と詩:相田みつを　絵:いわさきちひろ ダイヤモンド社 2008年8月
光田健輔物語 人権全般 防府青年会議所 大村印刷 1994年8月

絵本「大きな木」 人権全般
日本移植支援協会　絵本「大きな木」制作

委員会

特定非営利活動
法人日本移植支

援協会
2013年10月

えほん　日本国憲法 人権全般 野村　まり子／笹沼弘志 明石書店 2008年9月 2016年1月
きょうだいコンプレックス 人権全般 岡田　尊司 幻冬舎新書 2015年9月 2016年1月
命のたいせつさを学ぶ　性教育 人権全般 上田　基 ミネルヴァ書房 2008年3月 2016年1月
あっ！命の授業 人権全般 ゴルゴ松本 廣済会出版
おまえうまそうだな 人権全般 宮西　達也 ポプラ社 2003年3月 2014年9月
まま　みてて 人権全般 作：まどか　ななみ／絵：宮西　達也 ポプラ社 2013年5月 2014年9月

心の小径 同和問題 福島　寿美子 白藤書店 1968年9月
差別と闘いつづけて 同和問題 朝田　善之助 朝日新聞社 1969年9月
部落問題と同和教育 同和問題 山本　政夫 全国社会福祉協議会 1969年12月
部落の歴史と解放運動 同和問題 部落問題研究所 部落問題研究所 1971年6月
部落問題と解放教育 同和問題 村越　末男 部落問題研究所 1971年10月
被差別部落の伝承と生活 同和問題 柴田　道子 三一書房 1972年1月
部落解放の理論と実践　２ 同和問題 部落解放同盟正常化全国連絡会議 部落解放同盟正常化全国連絡会議 1974年2月
部落解放の理論と実践　３ 同和問題 部落解放同盟正常化全国連絡会議 部落解放同盟正常化全国連絡会議 1974年2月
部落解放　２
解放の思想（その原点からの教育を）

同和問題 全国開放教育研究会 明治図書 1974年9月

賤民の後裔 同和問題 北原　泰作 筑摩書房 1974年10月
水平運動の歴史 同和問題 馬原　鉄男 部落問題研究所 1975年3月
被差別部落の歴史 同和問題 原田　伴彦 朝日新聞社 1975年3月
部落解放　１　人権（差別からの解放） 同和問題 平野　一朗 明治図書 1975年5月
部落差別 同和問題 サンケイ新聞大阪社社会部 解放出版社 1975年11月
広島県　被差別部落の歴史 同和問題 広島部落解放研究所 亜紀書房 1975年12月
部落解放への道 同和問題 北原　泰作／榊　利雄 新日本出版社 1975年12月
被差別部落形成史の研究 同和問題 船越　昌 部落解放研究所 1976年1月
部落解放の理論と実践　４ 同和問題 部落解放同盟正常化全国連絡会議 部落解放同盟正常化全国連絡会議 1976年1月
部落解放の歴史と現実 同和問題 佐和　廣太郎 三一書房 1976年4月
入門部落の歴史 同和問題 原田　伴彦 部落解放新書 1977年3月
差別のなかを行きぬいて 同和問題 部落解放同盟中央本部 解放出版社 1978年1月
部落史の研究 同和問題 部落問題研究所 部落問題研究所 1978年1月
未解放部落 同和問題 東上　高志 部落問題研究所 1978年7月
資料戦後同和行政史 同和問題 部落問題研究所 部落問題研究所 1979年5月
気骨の人・山本利平 同和問題 尾崎　勇喜／杉尾　敏明 文理閣 1979年6月
近世部落の史的研究　下巻 同和問題 部落解放研究所 解放出版社 1979年6月
同和教育における国語の授業 同和問題 佐古田　好一 部落問題研究所 1979年11月
長州藩部落解放史研究 同和問題 布引　敏雄 三一書房 1980年3月
キナンドのうた 同和問題 小島　寿美子 白藤書店 1980年4月
被差別部落の史的研究 同和問題 安達　五男 明石書店 1980年4月
被差別部落　西日本編 同和問題 解放出版社 三一書房 1980年7月
90年代の部落問題 同和問題 杉之原　寿一／馬原　鉄夫／東上　高志 部落問題研究所 1980年8月
「はぐるま」でなにをどう教えるか 同和問題 佐古田　好一 部落問題研究所 1980年9月
被差別部落　東日本編 同和問題 解放出版社 三一書房 1980年11月
被差別部落の形成と展開 同和問題 三好　昭一朗 柏書房 1980年12月
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おんな三代　関東の被差別部落の暮らしから 同和問題 小林　初枝 朝日選書 1981年1月
同和教育と授業 同和問題 高場　昭次 部落問題研究所 1981年2月
近世の被差別部落 同和問題 児玉　幸多／原田　伴彦／林屋　辰三郎 雄山閣 1981年6月
民衆運動からみた中世の非人 同和問題 石尾　芳久 三一書房 1981年7月
歩け！とべ！三平！ 同和問題 松崎　義正 筑摩書房 1982年8月
戦後部落解放論争史　第3巻 同和問題 師岡　佑行 柘植書房 1982年8月
宗教と部落問題 同和問題 部落解放研究所 部落問題研究所 1982年9月
現代部落差別の研究 同和問題 杉之原　寿一 部落問題研究所 1983年3月
知りたがらない日本人
～フランス人のみた部落問題～

同和問題 マリ＝ジョゼ・バルボ／師岡　佑行　監修 柏書房 1983年3月

隣保館運営の手引き 同和問題 隣保館運営の手引き作成委員会 厚生環境問題研究会 1983年4月
同和行政と市民啓発 同和問題 山本　登 明石書店 1983年5月
人権問題と同和教育 同和問題 磯村　英一 解放出版社 1983年6月
入門部落解放教育 同和問題 部落解放出版社 解放出版社 1983年9月
人間になるんだ　（上）　生活指導 同和問題 川瀬　哲也 部落問題研究所 1983年9月
開け心が窓ならば 同和問題 読売新聞大阪 窓編 解放出版社 1983年12月
社会「同和」教育変革期 同和問題 江嶋　修作 明石書店 1985年6月
今日の部落差別 同和問題 村越　末男／三輪　嘉男 監修 解放出版社 1986年3月
花猿誕生 同和問題 松崎　義正 清風堂書店 1986年5月
佐渡の芸能 同和問題 北山　鉄夫／第一回芸能大学実行委員会 文理閣 1986年6月
同和問題の解決を目指して 同和問題 総務庁長官官房地域改善対策室 中央法規 1986年6月 1986年11月
被差別部落と教員 同和問題 解放教育研究会 明石書店 1986年6月 1991年11月
入門部落問題一問一答　[１] 同和問題 「入門　部落問題一問一答[１]」制作委員会 解放出版社 1986年12月
同和問題解決への展望 同和問題 熊代　明彦 中央法規 1988年2月
移行期の部落問題と教育 同和問題 東上　高志 部落問題研究所 1988年4月
同和問題　～効果ある啓発～ 同和問題 総務庁長官官房地域改善対策室 中央法規 1988年4月
同和問題解決のために
～えせ同和行為対応のための手引き～

同和問題 総務庁長官官房地域改善対策室 中央法規 1988年5月

部落解放の道 同和問題 松崎　勝利 部落問題研究所 1988年8月
融和運動の史的分析 同和問題 布引　敏雄 明石書店 1989年2月
洞村の強制移転　天皇制と部落差別 同和問題 辻本　正教 解放出版社 1990年11月
猿まわし通信 同和問題 松崎　義正 周防さるまわしの会 1991年2月
猿まわし千年の旅 同和問題 松崎　義正 築地書館 1991年10月
同和問題　～人権の立場から～ 同和問題 総務庁長官官房地域改善対策室 中央法規 1992年3月 1992年8月
近代日本人権の歴史
～主として部落問題を中心に～

同和問題 秋定　嘉和 明石書店 1992年4月

橋のない川　全7部 同和問題 住井　すゑ 新潮社 1992年5月
水平社の源流 同和問題 「水平社の源流」編集委員会 解放出版社 1992年7月
砂と雷鳴　（上） 同和問題 松崎　義正 築地書館 1992年11月
同和運動の歩み 同和問題 同和会山口県連合会 山口県同和会 1992年11月
同和問題の歩み 同和問題 同和会山口県連合会 全日本同和会山口県連合会 1992年11月
砂と雷鳴　（下） 同和問題 松崎　義正 築地書館 1992年12月
同和問題　～人権啓発のあり方～ 同和問題 総務庁長官官房地域改善対策室 中央法規 1993年3月 1996年2月
「部落史」を問う 同和問題 畑中　敏之 兵庫部落問題研究所 1993年4月 1996年3月
同和教育への提言　Ⅶ 同和問題 全国同和教育研究協議会事務局 全国同和教育研究協議会 1993年6月
部落問題解決の到達段階 同和問題 杉之原　寿一 部落問題研究所 1993年9月
働き、学び、たたかって 同和問題 中野　初好 部落問題研究所 1993年12月
人権の教育としての同和教育 同和問題 東上　高志 部落問題研究所 1994年6月
同和行政四半世紀の歩み 同和問題 総務庁長官官房地域改善対策室 中央法規 1994年12月
「部落史」の終わり 同和問題 畑中　敏之 かもがわ出版 1995年5月 1996年6月
近江八幡の部落史 同和問題 近江八幡市部落史編纂委員会 近江八幡市部落史編纂委員会 1995年10月
私の人生ごよみ 同和問題 小林　初枝 解放出版社 1995年12月
どう超えるのか？部落差別
人権と部落観の再発見

同和問題 塩見　鮮一郎／小松　克己 緑風出版 1996年11月 2005年1月

人権の歴史　同和教育指導の手引 同和問題
秋定嘉和／安達五男／井上満郎／
川嶋将生／寺木伸明／渡辺俊雄

山川出版社 1997年3月 2002年3月
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人権の歴史　同和教育指導の手引 同和問題 小林茂 山川出版社 1982年3月 1982年9月
法律家のみた被差別部落の起こりと歴史 同和問題 山中　順雅 国書刊行会 1997年4月
現代・河原乞食考 同和問題 山城　新伍 解放出版社 1997年5月
同和問題の早期解決に向けて 同和問題 総務庁長官官房地域改善対策室 中央法規 1997年10月 1997年11月
ケガレ意識と部落差別を考える 同和問題 辻本　正教 解放出版社 1999年7月 2003年3月
国際化時代の人権と同和問題 同和問題 宮崎　繁樹 明石書店 1999年10月 2007年1月
被差別部落の青春 同和問題 角岡　伸彦 講談社 1999年10月 2000年3月
隣保事業の思想と実践 同和問題 布引　敏雄 解放出版社 2000年3月
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？

同和問題 川元　祥一 解放出版社 2001年4月 2002年3月

部落史に学ぶ
～新たな見方、考え方になった学習の展開～

同和問題 外川　正明 解放出版社 2001年4月 2004年3月

近世身分制と被差別部落 同和問題 脇田　修 部落問題研究所 2001年11月 2002年3月
同和行政史 同和問題 総務省大臣地域改善対策室 中央法規 2002年3月 2002年7月
竹田の子守唄　～名曲に隠された真実～ 同和問題 藤田　正 解放出版社 2003年2月
部落解放運動からの卒業
新たな地域住民運動の構築へ

同和問題 丹波　正史／丹波　史紀 部落問題研究所 2003年2月 2005年2月

「同和利権の真相」の深層 同和問題 （株）解放出版社 解放出版社 2004年1月
21世紀の人権・同和教育への展開
～人権・同和教育と教師の力量形成～

同和問題 日本人権教育研究学会 学術図書出版社 2004年1月 2005年1月

被差別部落の風景
現代日本の人権問題と向き合う

同和問題 西田　英二 明石書店 2004年4月 2005年2月

部落の歴史　近代 同和問題 秋定　嘉和 部落解放・人権研究所 2004年4月 2005年2月
身分・差別・アイデンティティ
「部落史」は墓標となるか

同和問題 畑中　敏之 かもがわ出版 2004年7月 2005年2月

散所・声聞師・舞々の研究 同和問題 世界人権問題研究センター 思文閣出版 2004年12月
歴史のなかの米と肉 同和問題 原田　信男 平凡社 2005年6月 2005年1月
部落差別はなくなったか？隠すのか顕すのか 同和問題 塩見　鮮一郎 緑風出版 2005年10月 2005年1月
大阪・役人天国の果てなき闇 同和問題 一ノ宮　美成／グループ・Ｋ21 講談社 2006年11月 2007年2月
差別からみる日本の歴史 同和問題 ひろた　まさき 解放出版社 2008年6月 2009年1月
とことん！部落問題 同和問題 角岡　伸彦 講談社 2009年4月 2010年1月
長州藩維新団　明治維新の水平軸 同和問題 布引　敏雄 解放出版社 2009年11月 2010年1月
土地差別　部落問題を考える 同和問題 奥田　均 解放出版社 2006年3月 2010年1月
野中広務　差別と権力 同和問題 魚住　昭 講談社文庫 2006年5月 2010年1月
差別と日本人 同和問題 野中　広務／辛　淑玉 角川書店 2009年6月 2010年1月
ひらがなにっき 同和問題 若一の絵本製作実行委員会 エルくらぶ 2008年9月 2010年1月
近現代部落史　再編される差別の構造 同和問題 黒川　みどり／藤野　豊 有志舎 2009年5月 2011年1月
部落解放運動の歩み100項　ビジュアルブック 同和問題 部落解放・人権研究所　編 解放出版社 2011年12月 2012年12月
ハートで挑戦！　自己解放への道 同和問題 川口　泰司 解放出版社 2006年12月 2012年12月
どうなる日本の人権 同和問題 丹波正史 部落研ブックレット 1997年7月
「国連人権教育10年」を考える 同和問題 新井直樹 部落研ブックレット 1997年12月
資料集「人権擁護施策推進法」 同和問題 部落問題研究所 部落問題研究所 1997年9月
実例・差別表現 同和問題 堀田貢得 ソフトバンククリエイティブ 2008年5月
いま、部落史がおもしろい 同和問題 渡辺俊雄 部落解放研究所 1996年10月 1996年10月
「部落問題学習」の考え方・すすめ方 同和問題 東上高志 部落解放研究所 1993年9月
人間と部落　ある部落解放運動家の思い 同和問題 丹波正史 地域人権ネット 2008年11月 2008年9月
人権教育をひらく　同和教育への招待 同和問題 中野陸夫・池田寛・中尾健次・森　実 解放出版社 2000年9月
部落史５０話 同和問題 中尾健次 解放出版社 2003年6月
人権教育への提案 同和問題 ヒューライツ大阪 解放出版社 2001年3月 2002年3月
戦後民主主義と人権の現在 同和問題 碓井敏正 部落問題研究所 2001年4月
はじめての人権問題　部落解放大学講座Ⅲ 同和問題 部落解放研究所 解放出版社 1994年4月
部落問題の歴史的研究 同和問題 藤谷俊雄 部落問題研究所 1975年5月
くらしとしごと　近江八幡の部落史 同和問題 京都部落史研究所 近江八幡市 1992年3月
新例解辞典 同和問題 編者：白石大二 帝国地方行政学会 1974年9月 1976年10月

らい予防法廃止の歴史 ハンセン病 大谷　藤郎 勁草書房 1996年6月 1998年3月



10/10図書名 区分 著者名 出版社名 出版年月 購入月
ハンセン病問題これまでとこれから ハンセン病 ハンセン病・国家賠償請求訴訟を支援する会 日本評論者 2002年5月 2005年2月
もう、うつむかない　証言・ハンセン病 ハンセン病 村上　洵子 筑摩書房 2004年3月 2005年2月

ハンセン病と人権 ハンセン病
神美　知宏／藤野　豊／

牧野　正直
解放出版社 2005年12月 2007年2月

雲流る ハンセン病 陽　信孝 マシヤマ印刷 2006年1月

マスコミと部落問題 マスメディア 部落解放ジャーナリストの会 解放出版社 1978年2月
記者の目と人権 マスメディア 平野　一朗 部落解放新書 1980年6月 1996年11月
表現と人権 マスメディア 部落解放研究所 解放出版社 1994年12月 2003年3月
「人権」報道　書かれる立場　書く立場 マスメディア 読売新聞社 中央公論社 2003年1月
広告と人権 マスメディア 宗像　勝年 新風舎 2004年6月 2005年2月
日本で知った「幸せ」の値段 マスメディア にしゃんた 講談社 2012年9月
留学生が愛した国・日本　スリランカ留学生の日本体験記 マスメディア にしゃんた 現代書館 2010年2月
3行ラブレター　読む！深イイ話　Ⅱ マスメディア 発行者：三富　和則 日テレBOOK 2011年3月
島田紳助100の言葉 マスメディア 島田　紳助 ヨシモトブックス 2011年4月
元気のもとはつながる仲間 マスメディア 外川　正明 解放出版社 2009年9月
心を強くする指導者の言葉 マスメディア 編著者：ビジネス哲学研究会 PHP研究所 2009年12月
いま憲法「改正」と人権を考える マスメディア 小林　武 部落問題研究所 2005年8月
ゆうにゆうにまあるくまあるく マスメディア 末永　和之 木星舎 2008年8月

ベーシック・インカムの哲学
すべての人にリアルな自由を

その他
Ｐ．ヴァン・パリース

後藤　玲子・齊藤　拓 訳
勁草書房 2009年6月 2010年1月

性同一性障害って何？
［一人一人の性のありようを大切にするために］

その他
野宮　亜紀／針間　克己／大島　俊之／

原科　孝雄／虎井　まさ衛／内島　豊　著
緑風出版 2011年3月 2012年12月

にんげんだもの その他 相田みつを 文化出版局 1997年4月 1997年6月
しあわせは　いつも その他 相田みつを 文化出版局 1997年5月 1997年6月
雨の日には… その他 相田みつを 文化出版局 1997年5月 1997年6月
一生感動　一生青春 その他 相田みつを 文化出版局 1997年5月 1997年6月

マンガの中の〈他者〉 その他
伊藤公雄／金水敏／吉村和馬／山中千恵／

梁仁實／ベティーナ・ギルデンハルト
伊藤公雄　編

臨川書店 2008年10月 2015年3月

地方消滅 その他 増田寛也　編著 中公新書 2014年8月 2015年3月
至誠の人　楫取素彦 その他 吉村　洋輔 2015年3月 2015年3月
ＬＧＢＤ問題を教育現場
－いま、わたしたちにできること－

その他 早稲田大学教育総合研究所 学文社 2015年3月 2016年1月

ひとりぼっちを笑うな その他 蛭子　能収 角川新書

新装版　話を聞かない男・地図を読めない女 その他
アラン・ピーズ・バーバラ・ピーズ

藤田　留美訳
主婦の友社

おしゃべりの道具箱
～手づくり研修のヒントがいっぱい～

その他 おとなの学び研究会 解放出版社


