
豊後大野市隣保館 人権啓発情報センター 貸出図書一覧

（分野別・発刊年順。☆は新規購入分）

書籍名 著者 出版社 出版年 分野

水平社論争の群像 朝治武 解放出版社 2018 部落差別問題/歴史

教科書をタダにした闘い 村越良子・吉田文茂 解放出版社 2017 部落差別問題/歴史

被差別部落の歴史と生活文化 原口頴雄 明石書店 2014 部落差別問題/歴史

部落・差別の歴史 藤沢靖介 解放出版社 2013 部落差別問題/歴史

病む社会・国家と被差別部落 八箇亮人 解放出版社 2012 部落差別問題/歴史

部落問題解決過程の研究〈第1巻〉歴史篇 部落問題研究所 部落問題研究所出版部 2010 部落差別問題/歴史

日本歴史の中の被差別民 (新人物文庫) 奈良人権部落解放研究所 新人物往来社 2010 部落差別問題/歴史

部落文化・文明～差別で失なった価値群～ 川元祥一 御茶の水書房 2010 部落差別問題/歴史

被差別部落の形成伝承 本田　豊 現代書館 2010 部落差別問題/歴史

ビジュアル部落史 大阪人権博物館 解放出版社 2010 部落差別問題/歴史

これでなっとく！部落の歴史 上杉　聰 解放出版社 2010 部落差別問題/歴史

花と死者の中世　キヨメとしての能・華・茶 中島　渉 解放出版社 2010 部落差別問題/歴史

近現代部落史 黒川みどり・藤野　豊 有志舎 2009 部落差別問題/歴史

「古事記」の真実 長部日出雄 文藝春秋 2009 部落差別問題/歴史

近世被差別民史の東と西 有元正雄 清文堂 2009 部落差別問題/歴史

資料で読む　部落史 山本尚友 現代書館 2009 部落差別問題/歴史

部落史研究からの発信　第１巻　前近代編 寺木伸明・中尾健次 解放出版社 2009 部落差別問題/歴史

部落史研究からの発信　第２巻　近代編 黒川みどり 解放出版社 2009 部落差別問題/歴史

部落史研究からの発信　第３巻　現代編 友永健三・渡辺俊雄 解放出版社 2009 部落差別問題/歴史

近現代の部落問題の山本政夫 大阪人権博物館 解放出版社 2009 部落差別問題/歴史

長州藩維新団 布引敏雄 解放出版社 2009 部落差別問題/歴史

皮革の歴史と民俗 のびしょうじ 解放出版社 2009 部落差別問題/歴史

牛を屠る 佐川光晴 解放出版社 2009 部落差別問題/歴史

新・カムイ伝のすすめ 中尾健次 解放出版社 2009 部落差別問題/歴史

ゆがむメディア 北口末広 解放出版社 2009 部落差別問題/歴史

もっと知りたい部落の歴史　近現代２０講 朝治武、黒川みどり、吉村智博、渡辺俊雄 解放出版社 2009 部落差別問題/歴史

部落問題の歴史的展開 吉田徳夫 プレアデス出版 2009 部落差別問題/歴史

差別からみる日本の歴史 ひろたまさき 解放出版社 2008 部落差別問題/歴史

悲田院長吏文書 長吏文書研究会編 解放出版社 2008 部落差別問題/歴史

アジア・太平洋戦争と全国水平社 朝治　武 解放出版社 2008 部落差別問題/歴史

私の生まれた日 井上ハツミ 解放出版社 2008 部落差別問題/歴史

阿波のでこまわし 辻本一英 解放出版社 2008 部落差別問題/歴史

被差別民たちの大阪 のびしょうじ 解放出版社 2007 部落差別問題/歴史

「破戒」百年物語 宮武利正 解放出版社 2007 部落差別問題/歴史

世界屠畜紀行 内澤旬子 解放出版社 2007 部落差別問題/歴史

〈眼差される者〉の近代 黒川みどり 解放出版社 2007 部落差別問題/歴史

明治維新と被差別民 北崎豊二 解放出版社 2007 部落差別問題/歴史

続・人物でつづる被差別民の歴史 中尾健次・黒川みどり 解放出版社 2006 部落差別問題/歴史

部落史ゆかりの地 宮武利正 解放出版社 2006 部落差別問題/歴史

自覚と誇り～「大阪の部落史」を読む／近現代～ 「大阪の部落史」普及版プロジェクト編著 解放出版社 2006 部落差別問題/歴史

近代日本の水平運動と融和運動 秋定嘉和 解放出版社 2006 部落差別問題/歴史

三浦参玄洞論説集 浅尾篤哉 解放出版社 2006 部落差別問題/歴史

サンカの民と被差別の世界 五木寛之 講談社 2005 部落差別問題/歴史

人物でつづる被差別民の歴史 中尾健次・黒川みどり 解放出版社 2004 部落差別問題/歴史

いま、部落史がおもしろい 渡辺俊雄 解放出版社 1996 部落差別問題/歴史

民俗文化の深層 乾　武俊 解放出版社 1995 部落差別問題/歴史
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近代に生きる人びと 京都部落史研究所編 阿吽社 1994 部落差別問題/歴史

被差別部落一千年史 高橋貞樹著・沖浦和光校注 岩波文庫 1992 部落差別問題/歴史

光あるうちに 横井　清 阿吽社 1990 部落差別問題/歴史

(人権ブックレット15)放置された1000部落 北　孔介 部落解放研究所 1989 部落差別問題/歴史

中世の民衆と芸能 京都部落史研究所編 阿吽社 1986 部落差別問題/歴史

部落解放論の最前線　多角的な視点からの展開 朝治武、谷元昭信、寺木伸明、友永健三 解放出版社 2018 部落差別問題/理論

人権・同和問題の基礎知識　埼玉編 片岡明幸 解放出版社 2018 部落差別問題/理論

結婚差別の社会学 齊藤直子 勁草書房 2017 部落差別問題/理論

新・部落差別はなくなったか？隠すのか顕すのか　改訂版（プロブレムＱ＆Ａ） 塩見鮮一郎 緑風出版 2017 部落差別問題/理論

部落解放を考える　差別の現在と解放への探求 友永健三 解放出版社 2015 部落差別問題/理論

差別論研究 八木晃介 批評社 2010 部落差別問題/理論

とことん！部落問題 角岡伸彦 講談社 2009 部落差別問題/理論

差別のカラクリ 奥田　均 解放出版社 2009 部落差別問題/理論

格差拡大の時代 北口末広 解放出版社 2008 部落差別問題/理論

同和行政がきちんとわかるＱ＆Ａ 奥田　均・村井茂　編著 解放出版社 2008 部落差別問題/理論

ちょっと待って、人権がある 和田献一 解放出版社 2006 部落差別問題/理論

部落差別はなくなったか？[隠すのか顕すのか] 塩見鮮一郎 緑風出版 2005 部落差別問題/理論

人権の時代をひらく創造へのヒント 北口末広 解放出版社 2003 部落差別問題/理論

破戒 (ワイド版岩波文庫) 島崎 藤村 岩波書店 2006 部落差別問題/文学

水平社宣言の熱と光 朝治　武・守安敏司　編 解放出版社 2012 部落差別問題/文化・思想

破戒という奇跡～再刊本とは何だったのか～ 塩見鮮一郎 河出書房新社 2010 部落差別問題/文化・思想

穢と大祓 山本幸司 解放出版社 2009 部落差別問題/文化・思想

部落差別の謎を解く 川元祥一 にんげん出版 2009 部落差別問題/文化・思想

映画で学ぶ被差別の歴史 中尾健次 解放出版社 2006 部落差別問題/文化・思想

水平宣言・解放歌 守安敏司・藤田　正・朝治　武 解放出版社 2005 部落差別問題/文化・思想

小説　石田波郷 土方　鐵 解放出版社 2001 部落差別問題/文化・思想

部落差別を克服する思想 川元祥一 解放出版社 2001 部落差別問題/文化・思想

ケガレ 沖浦和光・宮田  登 解放出版社 1999 部落差別問題/文化・思想

路地の子 上原善広 新潮社 2017 部落差別問題/実態

原爆にも部落差別にも負けなかった人びと 大塚茂樹 かもがわ出版 2016 部落差別問題/実態

誰も知らない屠場の仕事 桜井厚・岸衛 創土社 2015 部落差別問題/実態

歩　識字を求め、部落差別と闘いつづける 山本栄子 解放出版社 2012 部落差別問題/実態

連続大量差別はがき事件 浦本誉至史 解放出版社 2011 部落差別問題/実態

橋はかかる 村崎太郎・栗原美和子 ポプラ社 2010 部落差別問題/実態

日本の路地を旅する 上原善広 文藝春秋 2009 部落差別問題/実態

結婚差別 奥田　均 解放出版社 2007 部落差別問題/実態

部落差別解消法を学ぶ 奥田均 解放出版社 2019 部落差別問題/行政

Ｑ＆Ａ　部落差別解消推進法 部落解放同盟中央本部 解放出版社 2017 部落差別問題/行政

ガイドブック　部落差別解消推進法 奥田均 解放出版社 2017 部落差別問題/行政

「同対審」答申を読む 奥田　均 解放出版社 2015 部落差別問題/行政

行財政改革の自治体人権政策 中川幾郎 解放出版社 2009 部落差別問題/行政

私の人権行政論 炭谷　茂 解放出版社 2007 部落差別問題/行政

まちづくりとコミュニティワーク 内田雄造 解放出版社 2006 部落差別問題/行政

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 解放出版社 2018 部落差別問題/現状

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 解放出版社 2017 部落差別問題/現状

ドキュメント　水平をもとめて　皮革の仕事と被差別部落 鎌田慧 解放出版社 2016 部落差別問題/現状
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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 解放出版社 2016 部落差別問題/現状

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 部落解放・人権政策確立要求中央実行委員会 2015 部落差別問題/現状

知っていますか？　部落問題　一問一答　第３版 奥田均 解放出版社 2015 部落差別問題/現状

部落差別をこえて 臼井敏男 朝日新聞出版 2010 部落差別問題/現状

知っていますか？　戸籍と差別　一問一答 佐藤文明 解放出版社 2010 部落差別問題/現状

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 解放出版社 2010 部落差別問題/現状

へこたれへん 松村智広 解放出版社 2009 部落差別問題/現状

ボロを着た王子様 村崎太郎 ポプラ社 2009 部落差別問題/現状

人権反射鏡～裏から見える風景～ 田村正男 解放出版社 2008 部落差別問題/現状

だまってられへん 松村智広 解放出版社 2007 部落差別問題/現状

全国のあいつぐ差別事件　2006年度版 部落解放・人権政策確立要求中央実行委員会／編 部落解放・人権政策確立要求中央実行委員会 2006 部落差別問題/現状

ハートで挑戦 川口泰司 解放出版社 2006 部落差別問題/現状

部落史に学ぶ２ 外川正明 解放出版社 2006 部落差別問題/現状

土地差別～部落問題を考える～ 奥田　均 解放出版社 2006 部落差別問題/現状

被差別の食卓 上原善広 新潮社 2005 部落差別問題/現状

排除される若者たち～フリーターと不平等の再生産～ 部落解放・人権研究所／編 解放出版社 2005 部落差別問題/現状

ＩＮＴＥＲＶＩＥＷ「部落出身」～12人の今、そしてこれから～ 解放出版社／編 解放出版社 2003 部落差別問題/現状

部落のアイデンティティ 松下一世 解放出版社 2002 部落差別問題/現状

知っていますか？　部落問題　一問一答　第２版 知っていますか？部落問題一問一答編集委員会 解放出版社 2002 部落差別問題/現状

部落史に学ぶ 外川正明 解放出版社 2001 部落差別問題/現状

私の人権教室 川内俊彦 解放出版社 1999 部落差別問題/現状

部落差別と人権２（日本オリジナル版） 文・川内俊彦／絵・貝原　浩 現代書館 1998 部落差別問題/現状

子育ての四季～親として、教師として～ 阪口恵美子 解放出版社 1995 部落差別問題/現状

ヤッホー人生、道なかば～解放への歩みをともに～ 北窓正明 解放出版社 1993 部落差別問題/現状

被差別部落その生活と民俗 中村水名子・坪井和子・多田恵美子 解放出版社 1992 部落差別問題/現状

人間の誇りうるとき 中山英一 解放出版社 1990 部落差別問題/現状

ネットと差別扇動 津田大介・荻上チキ・谷口真由美・川口泰司 解放出版社 2019 部落差別問題/現実

ネット暴発する部落差別 北口末広 解放出版社 2019 部落差別問題/現実

部落問題と向きあう若者たち 内田龍史 解放出版社 2014 部落差別問題/現実

必携　エセ同和行為にどう対処するか 北口末広・大阪企業人権協議会／編著 解放出版社 2006 部落差別問題/啓発

人権教育への招待 神村早織・森実 解放出版社 2019 部落差別問題/教育

部落問題学習の授業のネタ3 部落問題学習ネタつくろう会　編 解放出版社 2019 部落差別問題/教育 ☆

部落問題学習の授業のネタ2　社会科日本史でやってみよう 部落問題学習の授業ネタをつくろう会 解放出版社 2018 部落差別問題/教育

人権をさがして 竹内良・西谷隆行 解放出版社 2016 部落差別問題/教育

「ことば・表現・差別」再考 おとなの学び研究会 解放出版社 2015 部落差別問題/教育

弥栄のきずな 林　由紀子 毎日新聞社 2013 部落差別問題/教育

元気のもとはつながる仲間 外川正明 解放出版社 2009 部落差別問題/教育

部落問題学習の授業ネタ 部落問題学習ネタつくろう会 解放出版社 2009 部落差別問題/教育

子どもの人権力を育てる 玉置哲淳 解放出版社 2009 部落差別問題/教育

ＣＳＲ（企業の社会的責任）と人権 竹村　毅 解放出版社 2008 部落差別問題/教育

おとなの学び（人権研修リーダーのために） 部落解放・人権研究所／編 解放出版社 2008 部落差別問題/教育

対話からはじまる人権学習～地域・職域・学校～ 岡田耕治 解放出版社 2007 部落差別問題/教育

絵本と子育てのおいしい関係 林田鈴枝 解放出版社 2007 部落差別問題/教育

人やまちが元気になるファシリテーター入門講座 ちょんせいこ 解放出版社 2007 部落差別問題/教育

人権と仲間関係2006～人権行動を明らかにしよう～ 人権と仲間関係研究会 解放出版社 2006 部落差別問題/教育

部落問題論への招待（第2版） 寺木伸明・野口道彦 解放出版社 2006 部落差別問題/教育
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書籍名 著者 出版社 出版年 分野

就学前からの学力保障 「金川の教育改革」編集委員会 解放出版社 2006 部落差別問題/教育

コミュニティ教育学への招待 高田一宏 解放出版社 2006 部落差別問題/教育

見えざる階層的平等 鍋島祥郎 解放出版社 2003 部落差別問題/教育

人権の扉をたたく　～啓発担当者の想いから～ 竹内　良 解放出版社 2003 部落差別問題/教育

同和教育への招待 中野睦夫・池田寛・中尾健次・森　実 解放出版社 2000 部落差別問題/教育

自分を見つめ解き放つ 部落解放・人権研究所／編 解放出版社 1999 部落差別問題/教育

食肉・皮革・太鼓の授業 三宅都子 解放出版社 1998 部落差別問題/教育

証言・戦後「同和」教育三十年 部落解放研究所編 解放出版社 1983 部落差別問題/教育

反差別と教育労働 八木晃介 解放出版社 1978 部落差別問題/教育

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委員会 解放出版社 2019 部落差別問題/運動

自力自闘の解放運動の軌跡 森田益子 解放出版社 2012 部落差別問題/運動

見なされる差別～なぜ部落を避けるのか～ 奥田　均 解放出版社 2007 部落差別問題/運動

まんが狭山事件 勝又 進・ 安田 聡 七つ森書館 2006 部落差別問題/運動

いま改めて「部落地名総監」と差別事件を問う 友永健三 解放出版社 2006 部落差別問題/運動

知っていますか？　狭山事件　一問一答　第２版 部落解放同盟中央本部中央狭山闘争本部 解放出版社 2006 部落差別問題/運動

源流～水交会結成三十周年記念誌～ 水交会／編 水交会 2005 部落差別問題/運動

ゲンバクとよばれた少年 仲村由一 講談社 2018 部落差別問題/ノンフィクション

路地の子 上原善広 新潮社 2017 部落差別問題/ノンフィクション

冬枯れの光景　部落解放運動への黙示的考察　上 谷元昭信 解放出版社 2017 部落差別問題/ノンフィクション

冬枯れの光景　部落解放運動への黙示的考察　下 谷元昭信 解放出版社 2017 部落差別問題/ノンフィクション

焼き肉を食べる前に。絵本作家がお肉の職人たちを訪ねた 中川洋典 エルクラブ 2016 部落差別問題/ノンフィクション

大阪・北芝まんだら物語 北芝まんだらくらぶ編著 明石書店 2011 部落差別問題/その他

描かれた被差別部落―映画の中の自画像と他者像 黒川 みどり 岩波書店 2011 部落差別問題/その他

カムイ伝講義 田中優子 小学館 2009 部落差別問題/その他

差別と日本人 野中広務・辛　淑玉 角川oneテーマ21 2009 部落差別問題/その他

いのちの花 そのだ ひさこ 解放出版社 2008 部落差別問題/その他

カムイ伝第二部　１巻 白土三平 小学館 2006 部落差別問題/その他

カムイ伝第二部　２巻 白土三平 小学館 2006 部落差別問題/その他

カムイ伝第二部　３巻 白土三平 小学館 2006 部落差別問題/その他

カムイ伝第二部　４巻 白土三平 小学館 2006 部落差別問題/その他

カムイ伝第二部　５巻 白土三平 小学館 2006 部落差別問題/その他

カムイ伝第二部　６巻 白土三平 小学館 2006 部落差別問題/その他

カムイ伝第二部　７巻 白土三平 小学館 2006 部落差別問題/その他

カムイ伝第二部　８巻 白土三平 小学館 2006 部落差別問題/その他

カムイ伝第二部　９巻 白土三平 小学館 2006 部落差別問題/その他

カムイ伝第二部　１０巻 白土三平 小学館 2006 部落差別問題/その他

カムイ伝第二部　１１巻 白土三平 小学館 2006 部落差別問題/その他

カムイ伝第二部　１２巻 白土三平 小学館 2006 部落差別問題/その他

被差別部落の伝承と生活　信州の部落・古老聞き書き 柴田道子 ちくま文庫 2019 部落差別問題

ひとを結ぶ　国際理解・多文化共生イラスト集 宮里幸雄 解放出版社 2015 人権教育

知っていますか？人権教育一問一答　第２版 森　実 解放出版社 2013 人権教育

人権侵害にかかわる差別事例判例集 部落解放・人権研究所　編 解放出版社 2020 人権一般 ☆

人権ってなんだろう？ アジア・太平洋人権情報センター 解放出版社 2019 人権一般

ネットトラブルの法律相談Ｑ＆Ａ　第2版 神奈川県弁護士会IT法研究会 法学書院 2018 人権一般

あゆみ 坂井ひろ子 解放出版社 2018 人権一般

依存症　家族を支えるＱ＆Ａ 西川京子 解放出版社 2018 人権一般
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書籍名 著者 出版社 出版年 分野

復興？絆？福島の今 大沼淳一、吉原直樹 解放出版社 2018 人権一般

ネット上の部落差別と今後の課題～「部落差別解消推進法」をふまえて （一社）部落解放・人権研究所 解放出版社 2018 人権一般

被差別マイノリティのいま　差別禁止法制定を求める当事者の声 一般社団法人　部落解放・人権研究所 解放出版社 2017 人権一般

思いたっちゃんたら吉日 大河原多津子 解放出版社 2017 人権一般

放射能に追われたカナリア　災害と障がい者の避難 鈴木絹江 解放出版社 2015 人権一般

知っていますか？薬物依存症一問一答 西川京子 解放出版社 2014 人権一般

知っていますか？ 自殺・自死防止と支援 一問一答 国際ビフレンダーズ 大阪自殺防止センター 解放出版社 2014 人権一般

「人権の世間」をつくる 奥田　均 解放出版社 2013 人権一般

わたしたちのこえをのこします 武藤類子・片岡輝美・鈴木絹江・うのさえこ・木幡ますみ・菅野千景 解放出版社 2013 人権一般

知っていますか？ギャンブル依存症一問一答 西川京子 解放出版社 2013 人権一般
カウンセラーが語る モラルハラスメント: 人生を自分の手に取りもどすためにできること 谷本惠美 晶文社 2012 人権一般

よくわかるアサーション　自分の気持ちの伝え方 平木典子 主婦の友社 2012 人権一般

３・１１原発震災　福島住民の証言 ロシナンテ社　編 解放出版社 2012 人権一般

基本的人権の事件簿第４版 憲法の世界へ 棟居 快行 (著), 赤坂 正浩 (著), 松井 茂記 (著), 笹田 栄司 (著), 常本 照樹 (著), 市川 正人 (著) 有斐閣 2011 人権一般

人を殺して死ねよとは　ー元兵士たちが語りつぐ軍隊・戦争の真実 不戦兵士・市民の会 本の泉社 2011 人権一般

人権を擁護するソーシャルワーカーの役割と機能 岩崎　香 中央法規出版 2011 人権一般

巻き込む力 土井香苗 小学館 2011 人権一般

1945保戸島の夏 坂井ひろ子 解放出版社 2011 人権一般

人権年鑑2011 部落解放・人権研究所 編 解放出版社 2011 人権一般

私たちの人権ノート 矢野　洋 解放出版社 2011 人権一般

人権教育と市民力 平沢安政 解放出版社 2011 人権一般

日弁連 人権行動宣言 日本弁護士連合会 明石書店 2010 人権一般

人権の主体 (講座 人権論の再定位2) 愛敬浩二(編) 法律文化社 2010 人権一般

人権判例の新展開 安藤高行 法律文化社 2010 人権一般

成熟社会における人権、道徳、民主主義 碓井敏正 文理閣 2010 人権一般

職場のワーク・ライフ・バランス 佐藤博樹 日本経済新聞出版社 2010 人権一般

アイデンティティと時代～一九七〇年代の東大・セツルの体験から～ 山田正行 同時代社 2010 人権一般

ノーマライゼーションと社会的・教育的インクルージョン 曽和 信一 阿吽社 2010 人権一般

社会教育の権利と平等 中藤洋子 ドメス出版 2010 人権一般

社会福祉と人権問題【第2版】 松本峰雄 明石書店 2009 人権一般

福祉社会における生活・労働・教育 堀内かおる 編著 明石書店 2009 人権一般

貧困のリアル 因幡剛・富樫匡孝 飛鳥新社 2009 人権一般

現代の人権 川人　博 日本評論社 2009 人権一般

希望のはじまり 玄田有史・宇野重規 東京大学出版会 2009 人権一般

専門職としての相談援助活動 原田杏子 東京大学出版会 2009 人権一般

日本の不平等を考える 白波瀬佐和子 東京大学出版会 2009 人権一般

いのちをいただく 内田美智子(著),諸江和美(絵),佐藤剛史(監修) 西日本新聞社 2009 人権一般

人権で世界を変える30の方法 ヒューマンライツナウ 合同出版 2009 人権一般

「インターネットと人権」を考える 部落解放・人権研究所／編 解放出版社 2009 人権一般

差別語とは何か 塩見鮮一郎 河出書房新社 2009 人権一般

子どものための自分の気持ちが<言える>技術 平木典子 PHP研究所 2009 人権一般

人権の歴史 ミシェリン・R・イシェイ 明石書店 2008 人権一般

ちゃんと学ぼう！憲法１ 歴史教育者協議会 青木書店 2008 人権一般

ちゃんと学ぼう！憲法２ 歴史教育者協議会 青木書店 2008 人権一般

マンガから考える法と社会 矢野達雄 新日本出版社 2008 人権一般

人生という名の手紙 ダニエル・ゴッドリーブ 講談社 2008 人権一般
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書籍名 著者 出版社 出版年 分野

言葉を恃む 竹西寛子 岩波書店 2008 人権一般

非暴力を学ぼう 中川喜代子 解放出版社 2008 人権一般

どもる君へいま伝えたいこと 伊藤伸二 解放出版社 2008 人権一般

差別原論～〈わたし〉の中の権力とつきあう～ 好井裕明 平凡社新書 2007 人権一般

全記録　炭鉱 鎌田　彗 創森社 2007 人権一般

ワークライフバランス入門 荒金雅子・小﨑恭弘・西村　智 ミネルヴァ書房 2007 人権一般

知っていますか？　個人情報と人権　一問一答　第２版 白石　孝 解放出版社 2006 人権一般

人権ってなに？Q＆A 阿久澤麻里子・金子匡良 解放出版社 2006 人権一般

21世紀人権政経塾 21世紀人権政経塾編 解放出版社 2006 人権一般

差別の心的世界 山下恒男 現代書館 2005 人権一般

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 解放出版社 2005 人権一般

クイズ　ウルトラ人権１００問 辛 淑玉／監修・人材教育技術研究所／編 解放出版社 2005 人権一般

日本に住む外国人留学生　Q＆A 高松　里 解放出版社 2005 人権一般

人権相談テキストブック 北口末広・村井　茂 解放出版社 2005 人権一般

知っていますか？　インターネットと人権　一問一答 高木　寛 解放出版社 2005 人権一般

知っていますか？　インターネットと人権　一問一答 高木　寛 解放出版社 2005 人権一般

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 解放出版社 2005 人権一般

非暴力タンポポ作戦 森田ゆり 解放出版社 2004 人権一般

知っていますか？　どもりと向きあう　一問一答 伊東伸二 解放出版社 2004 人権一般

知っていますか？　ボランティア・NPOと人権　一問一答 早瀬昇・牧口明 解放出版社 2004 人権一般

知っていますか？　有事法と人権　一問一答 西田信隆 解放出版社 2004 人権一般

知っていますか？　パワー・ハラスメント　一問一答 金子雅臣 解放出版社 2004 人権一般

知っていますか？　色覚問題と人権　一問一答 尾家宏昭・伊藤善規 解放出版社 2004 人権一般

いのちを考える40話 天笠啓祐 解放出版社 2004 人権一般

知っていますか？　ホームレスの人権　一問一答 松繁逸夫・安江鈴子 解放出版社 2003 人権一般

新 生涯学習・人権教育基本資料集 金泰泳・白石正明・中島智枝子・三原容子 阿吽社 2003 人権一般

人権読本 鎌田　慧 岩波書店 2001 人権一般

知っていますか？　セルフヘルプ・グループ　一問一答 伊東伸二・中田智恵海 解放出版社 2001 人権一般

知っていますか？　ユニークフェイス　一問一答 松本学・石井政之・藤井輝明 解放出版社 2001 人権一般

(人権ブックレット56)人が主役のリサイクル 森住明弘 部落解放研究所 2000 人権一般

人権の絵本〈1〉じぶんを大切に 岩川　直樹（著）木原千春（絵） 大月書店 2000 人権一般

知っていますか？　捜査と報道　一問一答 佐藤友之 解放出版社 2000 人権一般

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 解放出版社 1999 人権一般

偏見と差別のメカニズム 中川喜代子 明石書店 1998 人権一般

(人権ブックレット26)身元調査とプライバシー 阪本昌成 部落解放研究所 1990 人権一般

日本国憲法 小学館 小学館 1982 人権一般

人権の共生と保育 曽和信一 阿吽社 2007 人権/保育

人権の保育をつくる 大阪同和保育研究協議会／編 解放出版社 1996 人権/保育

知っていますか？　同和保育　一問一答 大阪同和保育研究協議会 解放出版社 1991 人権/保育

おはなし　おかわり　大阪の被差別部落の民話 被差別部落の昔話制作実行委員会 解放出版社 2016 人権/文化･評論

ちょっとヤバイんじゃない？ナショナリズム 姜尚中ほか 解放出版社 2006 人権/文化･評論

女優新屋英子　私の履歴書 新屋英子 解放出版社 2005 人権/文化･評論

天皇陛下万歳とお笑い漫才 華房良輔 解放出版社 2003 人権/文化･評論

仏教と差別 下西　忠・山口　幸照・小笠原　正仁　編著 明石書店 2010 人権/文化･思想

報道被害とメディア改革 平川宗信 解放出版社 2010 人権/文化･思想

近代日本の「他者」と向き合う 黒川みどり 解放出版社 2010 人権/文化･思想
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書籍名 著者 出版社 出版年 分野

広告と人権 宗像勝利 文藝社 2009 人権/文化･思想

実例・差別表現[改訂版] 堀田貢得 ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ 2008 人権/文化･思想

監視カメラは何を見ているのか 大谷昭宏 角川oneテーマ21 2006 人権/文化･思想

大道芸および場末の自由 平岡正明 解放出版社 1995 人権/文化･思想

表現と人権 部落解放研究所編 解放出版社 1994 人権/文化･思想

ボンちゃんは82歳、元気だよ！あるハンセン病回復者の物語り 石山春平 社会評論社 2018 人権/病気・医療

丹野智文　笑顔で生きる―認知症とともに― 丹野智文 文藝春秋 2017 人権/病気・医療

らい予防法廃止20年・ハンセン病国賠訴訟勝訴15年を迎えて ハンセン病市民学会 解放出版社 2017 人権/病気・医療

父はハンセン病患者だった 林力 解放出版社 2016 人権/病気・医療

ハンセン病家族たちの物語 黒坂愛衣 世織書房 2015 人権/病気・医療

島は語る ハンセン病市民学会 解放出版社 2011 人権/病気・医療

すとーりぁ　STI（性感染症） HIVと人権情報センター 編 解放出版社 2011 人権/病気・医療

いのちの歌 薬害肝炎たたかいの軌跡 山口美智子 毎日新聞社 2010 人権/病気・医療

闇を光に～ハンセン病を生きて～ 近藤宏一 みすず書房 2010 人権/病気・医療

言葉で治療する 鎌田　實 朝日新聞出版 2009 人権/病気・医療

孤島～在日韓国・朝鮮人ハンセン病療養者生活記録～ 雀南龍 解放出版社 2007 人権/病気・医療

なんとかなるよ総合失調症 森　実恵 解放出版社 2006 人権/病気・医療

雀南龍写真帖　島の65年　 雀南龍 解放出版社 2006 人権/病気・医療

知っていますか？　ハンセン病と人権　一問一答　第3版 神美和宏・藤野豊・牧野正直 解放出版社 2005 人権/病気・医療

知っていますか？　ハンセン病と人権　一問一答　第3版 神美和宏・藤野豊・牧野正直 解放出版社 2005 人権/病気・医療

知っていますか？　AIDSと人権　一問一答　第３版 屋鋪恭一・鮎川葉子 解放出版社 2005 人権/病気・医療

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 解放出版社 2003 人権/病気・医療

知っていますか？　医療と人権　一問一答 天笠啓祐 解放出版社 1995 人権/病気・医療

天皇制と部落差別 上杉　聰 解放出版社 2008 人権/天皇制

知っていますか？　君が代・日の丸　一問一答　 上杉　聰 解放出版社 2001 人権/天皇制

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 解放出版社 2011 人権/生活・福祉

知っていますか？　ドメスティックバイオレンス　一問一答　第３版 日本DV防止情報センター／編著 解放出版社 2008 人権/生活・福祉

ノーマライゼーション部落解放 山中多美男 解放出版社 2006 人権/生活・福祉

下流社会　新たな階層集団の出現 三浦　展 光文社新書 2005 人権/生活・福祉

DVサバイバー 北村朋子 解放出版社 2005 人権/生活・福祉

知っていますか？　アダルト・チルドレン　一問一答 斎藤学監修、知っていますか？アダルト・チルドレン一問一答編集委員会 解放出版社 2002 人権/生活・福祉

カミングアウト 砂川秀樹 朝日新聞出版社 2018 人権/性

デートDV・ストーカー対策のネクストステージ 伊田 広行 解放出版社 2015 人権/性

境界を生きる 性と生のはざまで 毎日新聞「境界を生きる」取材班 毎日新聞 2013 人権/性

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） 明石書店 2011 人権/性

大人になる前のジェンダー論 浅野富美枝,細谷　実,八幡悦子,池谷 壽夫 はるか書房 2010 人権/性

知っていますか？　セクシュアル・ハラスメント　一問一答　第2版 養父和美・牟田和恵 解放出版社 2008 人権/性

ジェンダーで考える教育の現在（いま） 木村涼子・古久保さくら 解放出版社 2008 人権/性

デートDVってなあに？　Q&A 日本DV防止・情報センター／編著 解放出版社 2007 人権/性

知っていますか？　ジェンダーと人権　一問一答　第２版 船橋邦子 解放出版社 2006 人権/性

ジェンダーの視点から社会を見る ジェンダー・学び・プロジェクト編 解放出版社 2006 人権/性

「女人禁制」　Q＆A 源　淳子／編著 解放出版社 2005 人権/性

知っていますか？　同性愛ってなに　　一問一答 遠野和士・ひびのまこと 解放出版社 2004 人権/性

知っていますか？　女性とストレス　一問一答 友田尋子・安森由美・山崎裕美子 解放出版社 2001 人権/性

(人権ブックレット47)女性問題入門 大野町子 部落解放研究所 1995 人権/性

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 解放出版社 1994 人権/性
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書籍名 著者 出版社 出版年 分野

アルビノの話をしよう 石井更幸 解放出版社 2017 人権/障がい者

旦那(アキラ)さんはアスペルガー 野波ツナ(著),宮尾益知(監修) コスミック出版 2011 人権/障がい者

視覚シンボルで楽々コミュニケーション―障害者の暮らしに役立つシンボル1000 ドロップレット・プロジェクト エンパワメント研究所 2010 人権/障がい者

障害をもつ人と社会保障法 高藤　昭 明石書店 2009 人権/障がい者

新しい学びの場 2011年版 田口教育研究所 日本評論社 2009 人権/障がい者

障害は心にないよ社会にあるんだ 八尋光秀＆精神科ユーザーたち 解放出版社 2007 人権/障がい者

問題てんこもり！障がい者自立支援法 DPI日本会議／著 解放出版社 2007 人権/障がい者

知っていますか？　聴覚障がい者とともに　一問一答 稲葉通太監修・ﾃﾞﾌｻﾎﾟｰﾄおおさか編著 解放出版社 2007 人権/障がい者

知っていますか？　視聴覚障がい者とともに　一問一答 楠敏雄・三上洋・西尾元秀 解放出版社 2007 人権/障がい者

障がい者の権利条約でこう変わるQ&A 東　俊裕 解放出版社 2007 人権/障がい者

知っていますか？　障がい者の人権　一問一答 楠敏雄・姜博久 解放出版社 2005 人権/障がい者

知っていますか？　障がい者の人権　一問一答 楠敏雄・姜博久 解放出版社 2005 人権/障がい者

知っていますか？　精神障がい者問題　一問一答 第３版 知っていますか？精神障がい者問題一問一答編集委員会 解放出版社 2003 人権/障がい者

これならわかる　スッキリ図解　障害者差別解消法 二本柳覚 株式会社翔泳社 2016 人権/障がい

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 解放出版社 2012 人権/障がい

生まれてきてよかった　てんでバリバラ半生記 玉木幸則 解放出版社 2012 人権/障がい

発達障害の子の読み書き遊び・コミュニケーション遊び　感覚統合をいかし、適応力を育てよう２ 木村順（監修） 講談社 2011 人権/障がい

オロオロしなくていいんだね！ 白井由佳 花風社 2002 人権/障がい

マンガの中の障害者たち　表現と人権 永井　哲 解放出版社 1998 人権/障がい

いつまで続く「女人禁制」 源淳子 解放出版社 2020 人権/女性 ☆

女性のいない世界 マーラ・ヴィステンドール 講談社 2012 人権/女性

現代の「女人禁制」-性差別の根源を探る- 「大峰山女人禁制」の解放を求める会 編 解放出版社 2011 人権/女性

ワーキングマザーバイブル ﾑｷﾞ畑WMB制作委員会 講談社 2010 人権/女性

女性とライフキャリア 矢澤澄子・岡村清子 勁草書房 2009 人権/女性

リクルートの女性力 福西七重 朝日出版 2009 人権/女性

シングルマザーのあなたに NPOしんぐるまざーずふぉーらむ 現代書簡 2008 人権/女性

母の作法 辰巳　渚 岩崎書店 2008 人権/女性

韓国歴史ドラマの再発見 朝治武 解放出版社 2019 人権/諸外国の差別

ひげがあろうがなかろうが 今江祥智 解放出版社 2008 人権/児童書

独立子どもアドボカシーサービスの構築に向けて 堀正嗣 解放出版社 2019 人権/子ども

子どもの貧困ハンドブック 松本伊智朗・湯澤直美・平湯真人・山野良一・中嶋哲彦 かもがわ出版 2016 人権/子ども

ある奴隷少女に起こった出来事 ハリエット・アン・ジェイコブズ 大和書房 2013 人権/子ども

なぜ子縁社会が求められるか―絶縁社会=子育て危機へのシンプル対応術 瀧井 宏臣 明治図書出版 2011 人権/子ども

問われる 子どもの人権 日本弁護士連合会 駒草出版 2011 人権/子ども

児童養護施設と社会的排除 西田芳正 解放出版社 2011 人権/子ども

少年事件 高岡　健 明石書店 2010 人権/子ども

子ども虐待と貧困 清水克之他 明石書店 2010 人権/子ども

子ども虐待問題を知るための基礎知識【第2版】 小木曽宏／編著 明石書店 2009 人権/子ども

教師・保育士・保健師・相談支援員に役立つ子どもと家族の援助法 川畑　隆 明石書店 2009 人権/子ども

子ども虐待問題を知るための基礎知識【第2版】 小木曽宏／編著 明石書店 2009 人権/子ども

子どもの権利条約 喜田明人・森田明美・広沢明・荒巻重人 日本評論社 2009 人権/子ども

子どもの貧困－日本の不公平を考える 阿部　彩 岩波書店 2009 人権/子ども

子どもは家庭でじゅうぶん育つ NPO法人東京シューレ 東京シューレ出版 2008 人権/子ども

わらって話せる、いまだから 上野恵子・上野健一 東京シューレ出版 2008 人権/子ども

不登校・引きこもりの心がわかる本 磯部　潮 講談社 2008 人権/子ども

知っていますか？　子どもの虐待　一問一答　第２版 田上時子 解放出版社 2007 人権/子ども
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性虐待の父に育てられた少女 川平那木 解放出版社 2005 人権/子ども

3歳でぼくは路上に捨てられた ティム・ゲナール 作／橘明美 訳 ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ 2005 人権/子ども

知っていますか？　スクール・セクシュアル・ハラスメント　一問一答 亀井明子／編著 解放出版社 2004 人権/子ども

知っていますか？　子どもの性的虐待　一問一答 田上時子・エクパットジャパン関西 解放出版社 2001 人権/子ども

知っていますか？　エンゼルプラン　一問一答 鈴木祥蔵 解放出版社 1996 人権/子ども

「共生」を求めて　在日とともに歩んだ半世紀 田中宏・中村一成 解放出版社 2019 人権/在日外国人

外国人の人権 関東弁護士連合会 明石書店 2012 人権/在日外国人

キム・ホンソンという生き方 金洪仙 解放出版社 2012 人権/在日外国人

知っていますか？移住労働者とその家族の一問一答 丹羽雅雄 解放出版社 2011 人権/在日外国人

丹波マンガン記念館の7300日 李龍植 解放出版社 2009 人権/在日外国人

鬼哭啾啾 辛 淑玉 解放出版社 2003 人権/在日外国人

知っていますか？　在日韓国・朝鮮人問題　一問一答　第２版 梁泰昊・川瀬俊治 解放出版社 2001 人権/在日外国人

知っていますか？　在日外国人と参政権　一問一答 仲原良二 解放出版社 2000 人権/在日外国人

レイシャルハラスメントＱ＆Ａ 金明秀 解放出版社 2018 人権/国際

Ｑ＆Ａハラールを知る101問　ムスリムおもてなしガイド 福島康博 解放出版社 2018 人権/国際

本当の戦争の話をしよう　世界の対立を仕切る 伊勢崎賢治 朝日出版社 2015 人権/国際

地球市民の人権教育 肥下彰男・阿久澤麻里子 解放出版社 2015 人権/国際

知っていますか？　在日コリアン　一問一答 川瀬俊治・郭辰雄 解放出版社 2014 人権/国際

跳べ！世界へ　エアラインから国連、国際ＮＧＯへ 佐藤真由美 解放出版社 2013 人権/国際

職業は武装解除 瀬谷ルミ子 朝日新聞出版 2011 人権/国際

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 解放出版社 2011 人権/国際

世界の人権2010 (アムネスティ・レポート) 『アムネスティ・レポート 世界の人権』編集部 現代人文社 2010 人権/国際

今、問われる日本の人種差別撤廃 反差別国際運動日本委員会 解放出版社 2010 人権/国際

今、問われる日本の人種差別撤廃 反差別国際運動日本委員会 編 解放出版社 2010 人権/国際

ルワンダ・ワンダフル！ 伊東乾 解放出版社 2009 人権/国際

国連と日本の人権 反差別国際運動 解放出版社 2009 人権/国際

国際社会が共有する人権と日本 日本弁護士連合会編 明石書店 2008 人権/国際

スリランカの内戦と人権 反差別国際運動アジア委員会、日本委員会 解放出版社 2008 人権/国際

世界人権宣言の実現に向けて 部落解放・人権研究所／編 解放出版社 2008 人権/国際

楽戸　中国・伝統音楽文化の担い手 項陽 解放出版社 2007 人権/国際

立ち上がりにつながるマイノリティ女性 社団法人北海道ウタリ協会札幌支部 解放出版社 2007 人権/国際

「周縁化」「不可視化」を乗り越えて 反差別国際運動日本委員会 解放出版社 2006 人権/国際

職業と世系に基づく差別 部落解放・人権研究所／編 解放出版社 2005 人権/国際

職業と世系に基づく差別 部落解放・人権研究所／編 解放出版社 2005 人権/国際

知っていますか？　日本の難民問題　一問一答 アムネスティ・インターナショナル日本 解放出版社 2004 人権/国際

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 丹波雅雄 解放出版社 1998 人権/国際

(人権ブックレット31)激動する世界と人権 武者小路公秀 部落解放研究所 1991 人権/国際

千の恩―認知症の母の教え 岡上多寿子 木耳社 2010 人権/高齢者

ケアワーカーが語るバリデーション―弱さを力に変えるコミュニケーション法 篠崎人理（監修）日本バリデーション研究会（編） 筒井書房 2006 人権/高齢者

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 解放出版社 2004 人権/高齢者

(人権ブックレット50)自立と連帯の高齢社会 岡本裕三 部落解放研究所 1997 人権/高齢者

部落差別解消法　制定の意義と活用への課題 一般社団法人　部落解放・人権研究所 一般社団法人　部落解放・人権研究所 2017 人権/行政

隣保館絆づくり事例集絆 社会福祉法人大阪府総合福祉協会　発行 2012 人権/行政

人をつなぐ　まちをつくる（隣保館先進事例集） 全国隣保館連絡協議会 大阪府総合福祉協会 2011 人権/行政

住民の素朴な疑問にどう応えるか 堀内　忠・大崎龍二 (社)福岡県人権研究所 2011 人権/行政

(人権ブックレット33)問われる啓発 小森哲郎 部落解放研究所 1992 人権/啓発
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はじめてみよう！これからの部落問題学習 ひょうご部落解放・人権研究所 解放出版社 2017 人権/教育

18歳から考える人権 宍戸常寿 法律文化社 2015 人権/教育

森のようちえん的子育てのすすめ 内田幸一 解放出版社 2015 人権/教育

担任・教室のお悩み解消なんでも相談１２カ月 土田光子 解放出版社 2013 人権/教育

やってみよう！人権・部落問題プログラム 大阪府人権協会（編） 解放出版社 2012 人権/教育

"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・志水宏吉 解放出版社 2011 人権/教育

プロ研修講師の教える技術 寺沢俊哉 ディスカバーツゥエンティワン 2011 人権/教育

活かそう〔第３次とりまとめ〕 全国人権教育研究協議会編 全国人権教育研究協議会 2010 人権/教育

＜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　肥下彰男　伊田広行 解放出版社 2010 人権/教育

学ぶたびくやしく　学ぶたびうれしく 守口夜間中学編集委員会 編 解放出版社 2010 人権/教育

夜間中学からの「かくめい」　学びを創造する 白井善吾 解放出版社 2010 人権/教育

学びから始まる私たちの人権 部落解放・人権研究所 解放出版社 2010 人権/教育

いちばん受けたい授業 朝日新聞夕刊フィーチャー編集グループ 朝日新聞出版 2009 人権/教育

本当に怖い「ケイタイ依存」わが子を救う「親と子のルール」 藤川大祐 主婦の友社 2009 人権/教育

いじめ・暴力克服プログラム 武田さち子 合同出版 2009 人権/教育

日本で「一番いい」学校 金子郁容 岩波書店 2009 人権/教育

アイスブレイク入門 今村光章 解放出版社 2009 人権/教育

学校が元気になるファシリテーター入門講座 ちょんせいこ 解放出版社 2009 人権/教育

反貧困学習 大阪府立西成高等学校 解放出版社 2009 人権/教育

子どもは毎日が旬 明石一朗 解放出版社 2009 人権/教育

こころの科学(140)子どもの悩みを聞く 青木省三 日本評論社 2008 人権/教育

ひとはみな、自由（絵本） 中川 ひろたか (著, 翻訳) 主婦の友社 2008 人権/教育

暴力防止の４つの力 田上時子 解放出版社 2008 人権/教育

チョコレートから世界が見える 「チョコレートから世界が見える」編集委員会 解放出版社 2008 人権/教育

格差を越える中学校 小林光彦 解放出版社 2008 人権/教育

生と死の教育「いのち」体験授業 山下文夫 解放出版社 2008 人権/教育

新版　こころ病む人を支えるコツ 田原明夫 解放出版社 2007 人権/教育

民際英語でいこう　ザメンホフ先生、すみません 池内尚郎 解放出版社 2007 人権/教育

出会いを紡いで〔全同教講演集〕 全国同和研究協議会編 全国同和研究協議会 2006 人権/教育

フィリピンの人権教育 阿久澤麻里子 解放出版社 2006 人権/教育

人権文化をみんなの手に 部落解放・人権研究所／編 解放出版社 2005 人権/教育

性と生をどう教えるか 尾藤 りつ子・性と生を考える会／編著 解放出版社 2005 人権/教育

知っていますか？　同和教育　一問一答　第２版 森　実 解放出版社 2004 人権/教育

知っていますか？　人権教育　一問一答 森　実 解放出版社 2000 人権/教育

(人権ブックレット37)識字連動とは（改訂版） 元木　健・内山一雄 部落解放研究所 1992 人権/教育

(人権ブックレット35)にんげん讃歌～私の人権教室～ 楠　敏雄・徐　正禹・前田　功・鈴木祥蔵・鈴木昭子 部落解放研究所 1992 人権/教育

識字と人権 国際識字年推進中央実行委員会編 解放出版社 1991 人権/教育

暮らしの中の人権 鳥取県人権文化センター／編著 解放出版社 2008 人権/基本的人権

人権ポケットエッセイ１ 大阪府人権協会 解放出版社 2008 人権/基本的人権

平和の探求 木戸衛一・永野八久 解放出版社 2008 人権/基本的人権

プライバシーと私たちの暮らし 鳥取県人権文化センター編著 解放出版社 2007 人権/基本的人権

求められる人権救済法制の論点 内田博文 解放出版社 2006 人権/基本的人権

新版　戸籍と人権 二宮周平 解放出版社 2006 人権/基本的人権

みんなのために自分のために 黒田　清・大谷昭宏 解放出版社 1992 人権/基本的人権

おんなたちは鬼になる 富山洋子・神田浩史 解放出版社 2019 人権/環境

知っていますか？脱原発　一問一答 天笠啓祐 解放出版社 2011 人権/環境
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知っていますか？　地球を救う暮らし方　一問一答 朴恵淑・歌川学 解放出版社 2005 人権/環境

ゴミに暮す人びと 財団法人アジア・太平洋人権情報センター 解放出版社 2005 人権/環境

知っていますか？　地球を救う暮らし方　一問一答 朴恵淑・歌川学 解放出版社 2005 人権/環境

沖縄人として日本人を生きる 金城磐 解放出版社 2019 人権/沖縄

沖縄をどう教えるか 「沖縄をどう教えるか」編集委員会編 解放出版社 2006 人権/沖縄

知っていますか？　沖縄　一問一答　第２版 金城　実 解放出版社 2003 人権/沖縄

(人権ブックレット51)沖縄を知る日本を知る 新崎盛暉 部落解放研究所 1997 人権/沖縄

我肝(ワムチ)沖縄 知花昌一、徐勝、金城実、 池宮城紀夫 解放出版社 1996 人権/沖縄

文化・メディアが生み出す排除と解放 荻野 昌弘 明石書店 2011 人権/メディア

メディアを人権からよむ 中川健一 解放出版社 2006 人権/メディア

メディア・アクション・プロジェクト ダーク・スハウテン　ロブ・ワトリング 解放出版社 2006 人権/メディア

ルポ　出所者の現実 斎藤充功 平凡社新書 2010 人権/その他

夢は牛のお医者さん 時田美昭 小学館 2016 人権/えほん

とんでもない 鈴木のりたけ アリス館 2016 人権/えほん

じぶんをいきるためのるーる。 ｉｐｐｏ 解放出版社 2015 人権/えほん

わたしのせいじゃない―せきにんについて (あなたへ6) レイフクリスチャンソン 岩崎書店 2014 人権/えほん

ちきゅう トッド・パール 作／つだゆうこ 訳 解放出版社 2010 人権/えほん

ええきもち　ええかんじ（絵本） トッド・パール 作／つだゆうこ 訳 解放出版社 2009 人権/えほん

おこのみやき ひぐちともこ 作／中川洋典 絵 解放出版社 2009 人権/えほん

えほん　日本国憲法 野村 まり子 絵・文／笹沼　弘志 監修 明石書店 2008 人権/えほん

ひらがなにっき（絵本） 若一の絵本制作実行委員会・文／長野ヒデ子・絵 解放出版社 2008 人権/えほん

うまれてきたんだよ（絵本） 内田鱗太郎 文／味戸ケイコ 絵 解放出版社 2008 人権/えほん

ええやん　そのままで（絵本） トッド・パール 作／つだゆうこ 訳 解放出版社 2008 人権/えほん

とうちゃんなんかべーだ！ 伊藤秀男 ポプラ社 2008 人権/えほん

やさしさのまほう いずみきよたか,３２６ PHP研究所 2008 人権/えほん

もうひとつの日本の歴史（絵本） 中尾健次 文／西村繁男 絵 解放出版社 2007 人権/えほん

いっちゃん 二宮由紀子 文／村上康成 絵 解放出版社 2007 人権/えほん

とってもランチ（絵本） ひぐちともこ／さく・え 解放出版社 2005 人権/えほん

福餅天狗餅（絵本） さねとうあきら 作／井上洋介 絵 解放出版社 2005 人権/えほん

きみの家にも牛がいる 小森香折 文／中川洋典 絵 解放出版社 2005 人権/えほん

きらい 二宮由紀子 解放出版社 2003 人権/えほん

おたまさんのおかいさん 日之出の絵本制作実行委員会 解放出版社 2002 人権/えほん

先住民族アイヌの権利確立に向けて 反差別国際運動日本委員会 解放出版社 2009 人権/アイヌ

北の風南の風～部落、アイヌ、沖縄。そして反差別～ 竹内渉 解放出版社 2009 人権/アイヌ

知っていますか？　アイヌ民族　一問一答　新版 上村英明 解放出版社 2007 人権/アイヌ

人間に光あれ　差別なき社会をめざして 中山武敏 花伝社 2019 人権

みずとはなんじゃ？ かこさとし 小峯出版 2018 一般図書/えほん

トリックアート図鑑だまし絵 北岡明佳、グループコロンブス あかね書房 2011 一般図書/えほん

レクリエ － 世界文化社 2020 一般図書

クスノキの番人 東野圭吾 実業之日本社 2020 一般図書

あやうく一生懸命生きるところだった ハ・ワン ダイヤモンド社 2020 一般図書 ☆

レクリエ　2020年7・8月号 世界文化社 2020 一般図書 ☆

１R１分34秒 町屋良平 新潮社 2019 一般図書

ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー プレイディみかこ 新潮社 2019 一般図書

ニムロッド 上田岳弘 講談社 2019 一般図書

山海記 佐伯一麦 講談社 2019 一般図書
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こども六法 山崎聡一郎・伊藤ハムスター 弘文堂 2019 一般図書

12階から飛び降りて　一度死んだ私が伝えたいこと モカ・高野真吾 光文社新書 2019 一般図書

いまどきの死体　法医学者が見た幸せな死に方 西尾元 幻冬舎 2019 一般図書

犬の愛と人の愛 石川利昭 緑書房 2019 一般図書 ☆

人権の世界地図 Andrew Fagan 丸善出版株式会社 2019 一般図書 ☆

タネの未来　僕が15歳でタネの会社を起業したわけ 小林宙 家の光協会 2019 一般図書 ☆

地域で愛される子ども食堂　つくり方・続け方 飯沼直樹 翔泳社 2018 一般図書

ありがとうって言えたなら 瀧波ユカリ 文藝春秋 2018 一般図書

仕事。 川村元気 文春文庫 2018 一般図書

70代からの男の一人暮らし トンチン・カーン 文芸社 2018 一般図書

自分を休ませる練習 矢作直樹 文響社 2018 一般図書

飾る・使う・贈る　カミキィの季節のおりがみ カミキィ 日本文芸社 2018 一般図書

宝島 真藤順丈 講談社 2018 一般図書

顔で笑って、心で泣いて。忘れられない母のこどば 梅沢富美男 ブックマン社 2018 一般図書

いのち愛しむ人生キッチン　92歳の現役料理家・タミ先生のみつけた幸福術 桧山タミ 文藝春秋 2017 一般図書

大家さんと僕 矢部太郎 新潮社 2017 一般図書

11歳からの正しく怖がるインターネット 小木曽健 晶文社 2017 一般図書

被災ママに学ぶちいさな防災のアイディア40 アベナオミ 学研 2017 一般図書

人生ごっこを楽しみなヨ 毒蝮三太夫 角川新書 2017 一般図書

おらおらでひとりいぐも 若竹千佐子 河出書房新社 2017 一般図書

君たちはどう生きるか 吉野源三郎 マガジンハウス 2017 一般図書

注文をまちがえる料理店 小国士朗 あさ出版 2017 一般図書

強父論 阿川佐和子 文藝春秋 2016 一般図書

ズボラーさんの楽しい朝ごはん 小田真規子 文響社 2016 一般図書

スマホ断食　ネット時代に異議があります 藤原智美 潮出版社 2016 一般図書

にじ色の本棚 原ミナ汰・土肥いつき 三一書房 2016 一般図書

地震イツモマニュアル 地震イツモプロジェクト ポプラ社 2016 一般図書

考える力がつく本 池上彰 プレジデント社 2016 一般図書

一週間で８割捨てる技術 筆子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016 一般図書

策略－ブラック学級づくり　子どもの心を奪う！クラス担任術 中村健一 明治図書 2015 一般図書

羊と鋼の森 宮下奈都 文藝春秋 2015 一般図書

一日がしあわせになる朝ごはん 小田真規子・大野正人 文響社 2015 一般図書

京都ぎらい 井上章一 朝日新書 2015 一般図書

日本一わかりやすいアドラー心理学入門 谷口のりこ・土居一江 泰文堂 2015 一般図書

目の見えない人は世界をどう見ているのか 伊藤亜紗 光文社 2015 一般図書

時代の正体　権力はかくも暴走する 神奈川新聞「時代の正体」取材班　編 現代思潮新社 2015 一般図書

鳥居りんこの親の介護は知らなきゃバカ見ることだらけ 鳥居りんこ ダイヤモンド社 2015 一般図書

わたし、解体はじめました 畠山千春 木楽舎 2014 一般図書

人を魅了し動かす 聞く力・話す力 櫻井弘 日本文芸社 2014 一般図書

パートナーにイラッとしたとき読む本 武田双雲 宙出版 2014 一般図書

認知の母にキッスされ ねじめ正一 中央公論新社 2014 一般図書

加工食品には秘密がある メラニー・ウォーナー 草思社 2014 一般図書

紙つなげ!彼らが本の紙を造っている 佐々　涼子 早川書房 2014 一般図書

新　体感する社会学 金菱　清 新曜社 2014 一般図書

知らないとマズいネットの法律知識 (新潮新書) 鳥飼重和（監修） 新潮社 2014 一般図書

約束の海 山崎豊子 新潮社 2014 一般図書
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ゆるやかな生き方 五木寛之 実業之日本社 2014 一般図書

日本は戦争をするのか　集団的自衛権と自衛隊 半田　滋 岩波書店 2014 一般図書

１３歳からの反社会学 パオロ・マッツァリーノ 角川書店 2014 一般図書

正しい家計管理 林總 WAVE出版 2014 一般図書

まんがで学ぶ開発教育 世界と地球の困った現実 みなみななみ 明石書店 2013 一般図書

うちは精肉店 橋本成一 農文社 2013 一般図書

原発メルトダウンへの道 ＮＨＫＥＴＶ取材班 新潮社 2013 一般図書

殺人犯はそこにいる－隠蔽された北関東連続幼女誘拐殺人事件－ 清水　潔 新潮社 2013 一般図書

仕事休んでうつ地獄に行ってきた 丸岡いずみ 主婦と生活社 2013 一般図書

綾瀬はるか 「戦争」を聞く TBSテレビ『NEWS23』取材班 岩波書店 2013 一般図書

カンタン古武術だっこで育児がグンとラクになる 岡田慎一郎 河出書房新社 2013 一般図書

ぼくたちは なぜ、学校へ行くのか 石井光太 ポプラ社 2013 一般図書

嫌われる勇気　自己啓発の源流「アドラー」の教え 岸見一郎・古賀史健 ダイヤモンド社 2013 一般図書

つらかった過去を手放す本 石原加受子 あさ出版 2013 一般図書

アジアにこぼれた涙 石井光太 旅行人 2012 一般図書

聞く力―心をひらく３５のヒント 阿川佐和子 文藝春秋 2012 一般図書

マインド・コントロール 岡田尊氏 文藝春秋 2012 一般図書

沈黙のひと 小池真理子 文藝春秋 2012 一般図書

たった１つの言葉が人生を大きく変える マーディー・グロース（著）渡部昇一（訳） 日本文芸社 2012 一般図書

小野寺の弟小野寺の姉 西田征史 泰文堂 2012 一般図書

歴史を考えるヒント 網野善彦 新潮社 2012 一般図書

命をつないだ道: 東北・国道４５号線をゆく 稲泉　連 新潮社 2012 一般図書

エンジェルフライト国際霊柩送還士 佐々涼子 集英社 2012 一般図書

だからこそできること 乙武洋匡・武田双雲 主婦の友社 2012 一般図書

ママの心がふわりと軽くなる子育てサプリ　 佐々木正美（著）　松本ぷりっつ（画） 主婦の友社 2012 一般図書

生理が楽しみになる本~知って、やって、身体が変わる!~ 京谷奈緒美 講談社 2012 一般図書

「だまし」に負けない心理学　(生きる技術!叢書) 香山リカ 技術評論社 2012 一般図書

てんつく怒髪 落合恵子 岩波書店 2012 一般図書

ほめる生き方 西村貴好 マガジンハウス 2012 一般図書

おもかげ復元師の震災絵日記 笹原留似子 ポプラ社 2012 一般図書

親の退院までに必ず!コレだけ!!しなければならないこと　 長岡美代 すばる社 2012 一般図書

子育て期にみる女性のライフコース選択の困難 佐々木さつみ クリエイツかもがわ 2012 一般図書

こぼん 吉村喜彦 PHP研究所 2012 一般図書

職場うつからの生還 吉田勝昭 IDP出版 2012 一般図書

「つなみ」の子どもたち 森　健 文藝春秋 2011 一般図書

デフ・ヴォイス 丸山正樹 文芸春秋 2011 一般図書

次代への名言 政治家篇 関　厚夫 藤原書店 2011 一般図書

報道写真全記録2011.3.11-4.11　東日本大震災 朝日新聞社 朝日新聞出版 2011 一般図書

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 朝日新聞出版 2011 一般図書

知らないと損する池上彰のお金の学校 池上彰 朝日新聞出版 2011 一般図書

お母さんは命がけであなたを産みました 内田 美智子 青春出版社 2011 一般図書

苦役列車 西村賢太 新潮社 2011 一般図書

きことわ 朝吹真理子 新潮社 2011 一般図書

ダークゾーン 貴志祐介 祥伝社 2011 一般図書

家族の歌　河野裕子の死を見つめた344日 河野裕子,永田和宏,その家族 産経新聞出版 2011 一般図書

超訳万葉集　心に響く“万葉”の言葉 植田裕子 マーブルトロン 2011 一般図書
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書籍名 著者 出版社 出版年 分野

この国で産むということ 野田聖子(著), 根津八紘(著) ポプラ社 2011 一般図書

困ってるひと 大野 更紗 ポプラ社 2011 一般図書

この世で一番大切な日 十川ゆかり サンクチュアリ出版 2011 一般図書

ゆるく考えよう 人生を１００倍ラクにする思考法 ちきりん イースト・プレス 2011 一般図書

「頭がよくて思いやりのある子」に育てる91の金言 七田 眞(著),七田 厚(編) PHP研究所 2011 一般図書

人生で大切なことは手塚治虫が教えてくれた ラサール石井・巽 尚之 PHP研究所 2011 一般図書

笑いと健康―君子医者に近寄らず 松本光正 本の泉社 2010 一般図書

「心の傷」のケアと治療ガイド 飛鳥井望(監修) 保健同人社 2010 一般図書

無縁社会 ＮＨＫ「無縁社会プロジェクト」取材班 文藝春秋 2010 一般図書

月と蟹 道尾秀介 文藝春秋 2010 一般図書

くじけないで 柴田トヨ 飛鳥新社 2010 一般図書

67億人の水 「争奪」から「持続可能」へ 橋本淳司 日本経済新聞出版社 2010 一般図書

老いを愉しむ言葉 保坂　隆/編著 朝日新聞出版 2010 一般図書

新聞で学力を伸ばす 齊藤　孝 朝日新聞出版 2010 一般図書

病気になりやすい「性格」 辻　一郎 朝日新聞出版 2010 一般図書

時代を生きた女たち 新・日本女性通史 総合女性史研究会 編 朝日新聞出版 2010 一般図書

くらべない生き方 鎌田 實, 大平光代 中央公論新社 2010 一般図書

平等の哲学―新しい福祉思想の扉をひらく 竹内章郎 大月書店 2010 一般図書

これからの「正義」の話をしよう マイケル・サンデル(著),鬼澤　忍(翻訳) 早川書房 2010 一般図書

「ストレスに強い脳」をつくる6つの習慣 有田秀穂 青春出版社 2010 一般図書

古くて新しい奇跡の言葉「いただきます」 木村まさ子 青春出版社 2010 一般図書

人生の終いじたく 中村メイコ 青春出版社 2010 一般図書

女たちの曠野 山形暁子 新日本出版社 2010 一般図書

青い鳥 重松　清 新潮社 2010 一般図書

考えない練習 小池龍之介 小学館 2010 一般図書

謎解きはディナーのあとで 東川篤哉 小学館 2010 一般図書

神様のカルテ２ 夏川草介 小学館 2010 一般図書

奇跡の教室 エチ先生と『銀の匙』の子どもたち 伊藤 氏貴 小学館 2010 一般図書

漂砂のうたう 木内　昇 集英社 2010 一般図書

山谷でホスピスやってます。 山本雅基 実業之日本社 2010 一般図書

綾戸智恵、介護を学ぶ 一志治夫 講談社 2010 一般図書

ホスピタルクラウン・Kちゃんが行く あんず ゆき (著), 大脇崇 (写真) 佼成出版社 2010 一般図書

まさかジープで来るとは せきしろ・又吉直樹 幻冬舎 2010 一般図書

高齢者の生涯学習と地域活動 瀬沼克彰 学文社 2010 一般図書

家族という名の密室 萩田望美(著),前田 司(編) 梓書院 2010 一般図書

KAGEROU 齊藤智裕 ポプラ社 2010 一般図書

四十九日のレシピ 伊吹有喜 ポプラ社 2010 一般図書

私が一番受けたいココロの授業 講演編 比田井和孝(著),比田井美恵(著) ごま書房新社 2010 一般図書

日本一心を揺るがす新聞の社説 水谷もりひと ごま書房新社 2010 一般図書

誰かのためなら人はがんばれる　国際自立支援の現場でみつけた生き方 木山啓子 かんき出版 2010 一般図書

命のカウンセリング 長谷川泰三 あさ出版 2010 一般図書

働く君に贈る25の言葉 佐々木常夫 WAVE出版 2010 一般図書

誰からも「気がきく」と言われる45の習慣 能町光香  クロスメディア・パブリッシング(インプレス) 2010 一般図書

神去なあなあ日常 三浦しをん 徳間書店 2009 一般図書

冤罪 ある日、私は犯人にされた 菅家俊和 朝日新聞出版 2009 一般図書

神様のカルテ 夏川草介 小学館 2009 一般図書
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書籍名 著者 出版社 出版年 分野

砂冥宮 内田康夫 実業之日本社 2009 一般図書

親鸞（上） 五木寛之 講談社 2009 一般図書

親鸞（下） 五木寛之 講談社 2009 一般図書

絶対貧困 石井光太 光文社 2009 一般図書

公事宿事件書留帳　遠い椿 澤田ふじ子 幻冬舎 2009 一般図書

秋月記 葉室　麟 角川書店 2009 一般図書

たそがれ詩集 やなせたかし かまくら春秋社 2009 一般図書

オカンの嫁入り 咲乃月音 宝島社 2008 一般図書

気をつけ、礼 重松　清 文藝春秋 2008 一般図書

新・御宿かわせみ 平岩弓枝 文藝春秋 2008 一般図書

「寝る前30分」で人生が変わる 和田秀樹 新講社 2008 一般図書

笑顔で光って輝いて 小林正観 実業之日本社 2008 一般図書

ゲゲゲの女房 武良布枝 実業之日本社 2008 一般図書

百万円と苦虫女 タナダユキ 幻冬舎 2008 一般図書

いかだ満月 山本一力 角川春樹事務所 2008 一般図書

歎異抄をひらく 高森顕徹 1万年堂出版 2008 一般図書

「ありがとう」は魔法の言葉 佐藤富雄 宝島社 2007 一般図書

落下する花　－月読－ 太田忠司 文藝春秋 2007 一般図書

海の声 日野範之 風濤社 2007 一般図書

棟居刑事の殺人の隙間 森村誠一 双葉社 2007 一般図書

ここ　～卓から始まる生教育～ 内田 美智子 西日本新聞社 2007 一般図書

ここ　食卓から始まる生教育 内田美智子　佐藤剛史 西日本新聞社 2007 一般図書

青に候 志水辰夫 新潮社 2007 一般図書

朝日のようにさわやかに 恩田　陸 新潮社 2007 一般図書

廓の与右衛門　控え帳 中嶋  隆 小学館 2007 一般図書

鈍感力 渡辺淳一 集英社 2007 一般図書

影絵の騎士 大沢在昌 集英社 2007 一般図書

清佑ただいま在庄 岩井 三四二 集英社 2007 一般図書

橋ものがたり 藤沢周平 実業之日本社 2007 一般図書

天保暴れ奉行 中村彰彦 実業之日本社 2007 一般図書

ぐらり！大江戸列震録 出久根達郎 実業之日本社 2007 一般図書

靖国への帰還 内田康夫 講談社 2007 一般図書

幻香 内田康夫 角川書店 2007 一般図書

夢を与える 綿矢りさ 河出書房新社 2007 一般図書

チョコレートの真実 キャロル・オフ（著）　北村陽子（訳） 英治出版 2007 一般図書

さかなのなみだ さかなクン リヨン社 2007 一般図書

塩の街 有川　浩 メディアワークス 2007 一般図書

最後だとわかっていたなら ノーマコーネット　マレック サンクチュアリ出版 2007 一般図書

六地蔵河原の決闘 佐藤雅美 文藝春秋 2006 一般図書

棄霊島　（上） 内田康夫 文藝春秋 2006 一般図書

棄霊島　（下） 内田康夫 文藝春秋 2006 一般図書

地下鉄(メトロ)に乗って 浅田次郎 徳間書店 2006 一般図書

山姥の夜 澤田ふじ子 徳間書店 2006 一般図書

ひとつ灯せ 宇江佐 真理 徳間書店 2006 一般図書

さざなみ情話 乙川優三郎 朝日新聞社 2006 一般図書

パパとムスメの7日間 五十嵐貴久 朝日新聞社 2006 一般図書
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有頂天時代 三谷幸喜 朝日新聞社 2006 一般図書

あやし　うらめし　あなかなし 浅田次郎 双葉社 2006 一般図書

人は見た目が9割 竹内一郎 新潮新書 2006 一般図書

ほたる～慶次郎縁側日記～ 伊原亞以子 新潮社 2006 一般図書

還らざる道 内田康夫 祥伝社 2006 一般図書

哀しみの終着駅 赤川次郎 集英社 2006 一般図書

象の背中 秋元　康 産経新聞社 2006 一般図書

銀の砂 柴田よしき 光文社 2006 一般図書

氷の人形 森村誠一 幻冬舎 2006 一般図書

忘れ形見 秋山香乃 幻冬舎 2006 一般図書

新・買ってはいけない2006 境野 米子・渡辺 雄二 金曜日 2006 一般図書

町医　北村宗哲 佐藤雅美 角川書店 2006 一般図書

その日のまえに 重松　清 文藝春秋 2005 一般図書

東京タワー　オカンとボクと、時々、オトン リリー・フランキー 扶桑社 2005 一般図書

俺たちのR25時代 R25編集部 日経ビジネス人文庫 2005 一般図書

食品の裏側―みんな大好きな食品添加物 安部　司 東洋経済新報社 2005 一般図書

県庁の星 桂　望実 小学館 2005 一般図書

さくら 西加奈子 小学館 2005 一般図書

とげ 山本甲士 小学館 2005 一般図書

砂漠 伊坂幸太郎 実業之日本社 2005 一般図書

さおだけ屋はなぜ潰れないのか？身近な疑問からはじめる会計学 山田真哉 光文社新書 2005 一般図書

ハッピーバースデー 青木和雄・吉富多美 金の星社 2005 一般図書

サウスバウンド 奥田英朗 角川書店 2005 一般図書

決断力 羽生善治 角川ONEテーマ21 2005 一般図書

あおぞら 星野　夏 ポプラ社 2005 一般図書

恋バナ　赤 Yoshi スターツ出版 2005 一般図書

恋バナ　青 Yoshi スターツ出版 2005 一般図書

対岸の彼女 角田光代 文藝春秋 2004 一般図書

三陸海岸大津波 吉村　昭 文藝春秋 2004 一般図書

野ブタ。をプロデュース 白岩　玄 河出書房新社 2004 一般図書

こころのほつれ、なおし屋さん 村中李衣 クレヨンハウス 2004 一般図書

頭がいい人、悪い人の話し方 樋口裕一 ＰＨＰ新書 2004 一般図書

愛撫・人の心に触れる力 山口　創 日本放送出版協会 2003 一般図書

いま、会いにゆきます 市川拓司 小学館 2003 一般図書

自殺のコスト 雨宮処凛 太田出版 2002 一般図書

日曜日の夕刊 重松　清 新潮社 2002 一般図書

逃亡＜上＞ 帚木蓬生 新潮社 2000 一般図書

逃亡＜下＞ 帚木蓬生 新潮社 2000 一般図書

地下足袋の詩～歩く生活相談室18年～ 入佐明美 東方出版 1997 一般図書

それでも人生にイエスと言う Ｖ．Ｅ．フランクル（著）山田邦男・松田美佳（訳） 春秋社 1993 一般図書

新訂 福翁自伝 福沢諭吉（著）富田正文（編） 岩波書店 1978 一般図書
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