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登録

番号
タイトル 著者名 出版社名 購入年度

401 あたし、うそついちゃった
ローラ・ランキン/作

せなあいこ/訳
評論社 平成26年度購入

457 あつくて　あつくて ぶん　ほんまわか 解放出版社 平成28年度購入

458 あなに 長谷川　集平 解放出版社 平成28年度購入

368 あなたがもし奴隷だったら…
ジュリアス・レスター・文

ロッド・ブラウン・絵
あすなろ書房 平成25年度購入

147 あの子 ひぐち　ともこ 解放出版社 平成23年度購入

421 ありがとう、フォルカーせんせい
パトリシア・ポラッコ/作・絵

香咲弥須子/訳
岩崎書店 平成２7年度購入

362 いいこってどんなこ？
ジーン・モデシット・文

ロビン・スポワート・絵
冨山房 平成25年度購入

148 平成23年度購入

355 平成25年度購入

149 いただきまーす！ 二宮　由紀子 解放出版社 平成２３年度購入

150 いのちの花 そのだ　ひさこ 解放出版社 平成２３年度購入

402 うそ
中川ひろたか・作

ミロコマチコ・絵
金の星社 平成26年度購入

403 うちは精肉店 本橋成一　写真・文 農山漁村文化協会 平成26年度購入

454 うふふ
二宮由紀子・文

おきぬちゃん・絵
解放出版社 平成28年度購入

456 ええきもち　ええかんじ
The FEEL GOOD Book

トッド・パール・作

つだゆうこ・訳
解放出版社 平成28年度購入

455
ええやん　そのままで

It’s Okay to Be Different

トッド・パール・作

つだゆうこ・訳
解放出版社 平成28年度購入

445

えほん　障害者権利条約

―わたしたちぬきに、わたしたちのこと

を決めないで―

ふじい　かつのり/文

里　圭/絵
汐文社 平成２８年度購入

426 えんとつ町のプペル にしのあきひろ 幻冬舎 平成２８年度購入

363 おこだでませんように
くすのきしげのり・作

石井聖岳・絵
小学館 平成25年購入

151 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 平成２３年度購入

95 おにはうち 中川ひろたか 童心社 平成２２年度購入

347 紙しばい　いのちをいただく 内田美智子 西日本新聞社 平成２４年度購入

行こ　さくら 西田英二・文 荒川のり子・絵 解放出版社

《子ども向け絵本・漫画・写真》
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207 カワウソ村の火の玉ばなし
山下明生・文

長谷川義史・絵
解放出版社 平成２４年度購入

359 きつねとぶどう
坪田譲治・作

ながよしかよ・画
教育画劇 平成25年度購入

152 きつねのぼんおどり 山下　　明生 解放出版社 平成２３年度購入

160 きみの家にも牛がいる 小森　　香折 解放出版社 平成２３年度購入

373 きみのかわりはどこにもいない
メロディー・カールソン・文

スティーブ・ビョークマン・絵
いのちのことば社 平成25年度購入

200
くらべてわかる世界地図１

暴力の世界地図
藤田千枝編 大月書店 平成２４年度購入

196
くらべてわかる世界地図２

学校の世界地図

藤田千枝編

小川真理子
大月書店 平成２４年度購入

197
くらべてわかる世界地図３

ジェンダーの世界地図

藤田千枝編

小川真理子・鈴木有子
大月書店 平成２４年度購入

198
くらべてわかる世界地図４

福祉の世界地図

藤田千枝編

赤藤由美子
大月書店 平成２４年度購入

199
くらべてわかる世界地図７

国家の世界地図

藤田千枝編

小林香代
大月書店 平成２４年度購入

166
劇画・部落史シリーズ 1

士農工商―源と平太
みゆき　てつ 部落問題研究所 平成２３年度購入

167
劇画・部落史シリーズ 2

渋染一揆―ブンとサブ
みゆき　てつ 部落問題研究所 平成２３年度購入

168
劇画・部落史シリーズ 3

ユキとトキ―明治の産業と働く人々
みゆき　てつ 部落問題研究所 平成２３年度購入

169
劇画・部落史シリーズ 4

水平社―部落解放運動の夜あけ
みゆき　てつ 部落問題研究所 平成２３年度購入

170
劇画・部落史シリーズ 5

今、夜あけ―部落問題を解決した町
みゆき　てつ 部落問題研究所 平成２３年度購入

360 五色のしか
教育画劇編集部・脚色

箕田源二郎・画
教育画劇 平成25年度購入

400 子どもたちの遺言
田淵章三・写真

谷川俊太郎・詩
佼成出版社 平成26年度購入

367 しあわせのバケツ
キャロル・マックラウド・作

デヴィッド・メッシング・絵
TOブックス 平成25年度購入

447
ジェンダー・フリーってなあに？　１

プレゼントはたからもの

草谷佳子/文

鈴木まもる/絵
大月書店 平成２８年度購入

448
ジェンダー・フリーってなあに？　２

おきゃくさんはいませんか？

草谷佳子/文

鈴木まもる/絵
大月書店 平成２８年度購入
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449
ジェンダー・フリーってなあに？　３

ぼくはよわむし？

草谷佳子/文

鈴木まもる/絵
大月書店 平成２８年度購入

146 渋染一揆（改訂版）－絵ものがたり－ 川元　　祥一 解放出版社 平成２３年度購入

460 島ひきおに 山下明生・文/梶山俊夫・絵 偕成社 平成28年度購入

364 人権の絵本①　じぶんを大切に 岩川直樹・文 木原千春・絵 大月書店 平成25年度購入

365 人権の絵本②　ちがいを豊かさに 岩川直樹・文 木原千春・絵 大月書店 平成25年度購入

366 人権の絵本③　それって人権？ 喜多明人・文 木原千春・絵 大月書店 平成25年度購入

387 人権の絵本④ 「わたしたちの人権宣言」 喜多明人・文 木原千春・絵 大月書店 平成26年度購入

388 人権の絵本⑤ 「タイムトラベル」 満川尚美・文 木原千春・絵 大月書店 平成26年度購入

389 人権の絵本⑥ 「学びの手引き」 岩辺泰吏・編 大月書店 平成26年度購入

141 すとーりぁ vol.１　ＡＩＤＳ 編：HIVと人権・情報センター 解放出版社 平成２３年度購入

142 すとーりぁ vol.２　ＳＴＩ（性感染症） 編：HIVと人権・情報センター 解放出版社 平成２３年度購入

372 平成25年度購入

462 平成28年度購入

356 千本の赤 ちもとまん・文 野村昌司・絵
「千本の赤」

作成委員会
平成25年度購入

93 だいじょうぶ だいじょうぶ いとう　ひろし 講談社 平成２２年度購入

371 たいせつなこと
マーガレット・ワイズ・ブラウン・作

レナード・ワイスガード・絵
フレーベル館 平成25年度購入

370 たったひとつのねがいごと バーバラ・マクリントック ほるぷ出版 平成25年度購入

424 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/文

ヘンリー・コール/絵

尾辻かな子、前田和男/訳

ポット出版 平成２８年度購入

390 てるちゃんのかお 藤井輝明・文 亀澤裕也・絵 金の星社 平成26年度購入

361 どっちがやさしいか
石森延男・作

アリマジュンコ・画
教育画劇 平成25年度購入

420 ともだち
谷川俊太郎/文

和田誠/絵
玉川大学出版部 平成27年度購入

422 どんなかんじかなあ
中山千夏/文

和田誠/絵
自由国民社 平成27年度購入

417 なんでバイバイするとやか？
後藤宏/作

奈須 雅彦/絵
石風社 平成27年度購入

ほるぷ出版
すべての子どもたちのために

子どもの権利条約
キャロライン・キャッスル

《子ども向け絵本・漫画・写真》
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459 ばあちゃんのリヤカー
題字・中山末男/ 絵・高津和圭乃/

編・堀内忠

公益社団法人 福岡県人

権研究所
平成28年度購入

444
パパ・ヴァイト

ナチスに立ち向かった盲目の人

インゲ・ドイチュクローン/文

ルーカス・リューゲンベルク/絵

藤村美織/訳

汐文社 平成２８年度購入

134 平成２３年度購入

348 平成25年度購入

156 ひたひたどんどん 内田　麟太郎 解放出版社 平成２３年度購入

94 平成２２年度購入

157 平成２３年度購入

349 平成25年度購入

201 平成２４年度購入

338 平成２４年度購入

351 平成25年度購入

404 ぼくが一番望むこと

マリー・ブラッドビー/文

クリス・K・スーンピート/絵

斉藤規/訳

新日本出版社 平成26年度購入

406 ぼくの図書館カード

ウィリアム・ミラー/文

グレゴリー・クリスティ/絵

斉藤規/訳

新日本出版社 平成26年度購入

399 ほんとうのことをいってもいいの？

パトリシア・C・マキサック/作

ジゼル・ポター/絵

福本由紀子/訳

BL出版 平成26年度購入

407 ママ、お話読んで

バシャンティ・ラハーマン/文

ローリ・M・エスリック/絵

山本敏子/訳

新日本出版社 平成26年度購入

408 ママのとしょかん

キャリ・ベスト/文

ニッキ・デイリー/絵

藤原宏之/訳

新日本出版社 平成26年度購入

437
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―

「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　まんが

明石書店 平成２８年度購入

438
まんが クラスメイトは外国人

―多文化共生20の物語―

「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　まんが

明石書店 平成２８年度購入

353

まんがで学ぶ開発教育

世界と地球の困った現実

飢餓・貧困・環境破壊

日本国際飢餓対策機構

みなみ ななみ・まんが
明石書店 平成25年度購入

358 みんなでまちぼうけ
福島のり子・作

田沢梨枝子・画
教育画劇 平成25年度購入

418 もううそつかないもん

ブライアン・モーセズ/作

マイク・ゴードン/絵

たなかまや/訳
評論社 平成27年度購入

145 も～ぉ～うしです！ うしのえほんをつくる会 解放出版社 平成２３年度購入

解放出版社ビジュアル部落史

ひらがなにっき
若一の絵本製作実行委員会・文

長野ヒデ子・絵
解放出版社

編：大阪人権博物館

解放出版社
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
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96 平成２２年度購入

144 平成２３年度購入

464
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

聞き手･絵

中川洋典
解放出版社 平成２９年度購入

159 ゆびきりげんまん うめばあちゃんのはなし 富田ききとり絵本制作実行委員会 解放出版社 平成２３年度購入

425 ラマダンのお月さま

ナイマ・B.ロバート/文

シーリーン・アドル/絵

前田君江/訳

解放出版社 平成２８年度購入

357 りょうしとうずら 足沢良子・脚色 横溝英一・画 教育画劇 平成25年度購入

405 わたしのとくべつな場所

パトリシア・マキサック/文

ジェリー・ピンクニー/絵

藤原宏之/訳

新日本出版社 平成26年度購入

登録

番号
タイトル 著者名 出版社名 購入年度

107 浅草弾左衛門　天保青春篇 塩見　鮮一郎 批評社 平成２２年度購入

108 浅草弾左衛門　幕末躍動篇 塩見　鮮一郎 批評社 平成２２年度購入

109 浅草弾左衛門　明治苦闘篇 塩見　鮮一郎 批評社 平成２２年度購入

5 平成２２年度購入

125 平成２３年度購入

2 Ｑ＆Ａ日本に住む外国人留学生 高  松　里 解放出版社 平成２２年度購入

120 Ｑ＆Ａ同和問題の基礎知識【第４版】 小森　哲郎 明石書店 平成２２年度購入

101 Ｑ＆Ａ市民と企業のえせ同和行為対策
法務省人権擁護局内

人権実務研究会他
解放出版社 平成２２年度購入

42 アイヌ、いまに生きる 西浦　宏己 新泉社 平成２２年度購入

51 アジア・太平洋戦争と全国水平社 朝治　武 解放出版社 平成２２年度購入

77
あした元気になあれ

部落に生まれてよかった
松村　智広 解放出版社 平成２２年度購入

136 明日を生きる　人権ポケットエッセイ２ 編：大阪府人権協会 解放出版社 平成２３年度購入

34 あなたの老後は安心ですか 宮内　博一 海竜社 平成２２年度購入

《さまざまな人権課題》

もうひとつの日本の歴史

《子ども向け絵本・漫画・写真》

竹村　毅 解放出版社

中尾　健次 解放出版社

ＣＳＲ（企業の社会的責任）と人権
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113 アボジ　番傘と繋いだズボン 權　　載玉 朝鮮青年者 平成２２年度購入

446

生きたかった

―相模原障害者殺傷事件が問いかけるも

の―

藤井克徳・池上洋通・

石川満・井上英夫 /編
大月書店 平成２８年度購入

44 いじめの世界が見えてきた 村山　士郎 大月書店 平成２２年度購入

100
一緒に考えてみませんか

これからの人権教育
反差別国際運動日本委員会 解放出版社 平成２２年度購入

174 いのちの食べかた 森  達也 理論社 平成２３年度購入

8
いま、改めて「部落地名総鑑」差別事件を

問う
友永　健三 解放出版社 平成２２年度購入

39 いま語る沖縄の思い 井上　澄夫 技術と人間 平成２２年度購入

24 「インターネットと人権」を考える 部落解放・人権研究所 解放出版社 平成２２年度購入

468 ウトロ ここで生き、ここで死ぬ 中村一成 三一書房 令和4年度購入

335
うばわないで！子ども時代気晴らし・遊び・

文化の権利
増山均 新日本出版 平成２４年度購入

436
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 平成２８年度購入

410 映画で学ぶ　被差別の歴史 中尾健次 解放出版社 平成２７年度購入

55
江戸時代の差別観念

近世の差別をどうとらえるか
中尾　健次 三一書房 平成２２年度購入

26

66

465 LGBTとハラスメント 神谷悠一・松岡宗嗣 集英社新書 令和3年度購入

484 おいべっさん 竹内　紘子 解放出版社 令和4年度購入

58 沖縄の女たち　女性の人権と基地・軍隊 高里　鈴代 平成２２年度購入

3

32

427
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　編
解放出版社 平成２８年度購入

482 およぐひと 長谷川　集平 解放出版社 令和4年度購入

75 格差を超える中学校 小林　光彦 平成２２年度購入

平成２２年度購入

平成２２年度購入林田　鈴枝 解放出版社絵本と子育てのおいしい関係

解放出版社おとなのための子どもの権利条約 鈴木祥蔵・桂正孝・森実
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40 隔離の里　ハンセン病回復者の軌跡 宮下　忠子 大月書店 平成２２年度購入

180
学力と自己概念

人権教育・解放教育の新たなパラダイム
池田　寛 解放出版社 平成２３年度購入

123 ガジュマルは石を抱いて生きる 野口　観道 文芸社 平成２２年度購入

9 風の旅人 原作・監修：牧口一二 解放出版社 平成２２年度購入

103 学校の情報公開 兼子仁・早川昌秀 ぎょうせい 平成２２年度購入

344 河原ノ者・非人・秀吉 服部秀雄 山川出版社 平成２４年度購入

133
感じ・考え・行動する力を育てる人権教育

大阪・松原　三中工区の実践

成山　治彦

志水　宏吉
解放出版社 平成２３年度購入

472
企業のなかから 証言 部落問題と

向きあって
大阪同和問題企業連絡会 編 解放出版社 令和4年度購入

153 希望の草原－五郎兵衛用水物語－ 川元　　祥一 解放出版社 平成２３年度購入

336
君は自分と通話できるケータイを持っているか

「現代の諸課題と学校教育」講義
小西正雄 東信堂 平成２４年度購入

208
気持ちのキセキ

（生きづらさから自由になる）

箱崎幸恵・文

せきあやこ・絵
明石書店 平成２４年度購入

56
逆説の日本史

ケガレ思想と差別の謎
井沢　元彦 小学館 平成２２年度購入

115
９０年代の部落問題

「法」以後の提起

杉之原寿一・馬原鉄男

東上高志
部落問題研究所 平成２２年度購入

463
教室はおもちゃばこ　学級づくりに多様

なもちあじを
沖本和子 解放出版社 平成28年度購入

393
教育不平等

同和教育から問う「教育改革」
外川正明　 解放出版社 平成26年度購入

394
教科書無償

高知・長浜のたたかい
「教科書無償」編集委員会 編 解放出版社 平成26年度購入

23 近代日本の「他者」と向き合う 黒川　みどり 解放出版社 平成２２年度購入

17 クイズウルトラ人権１００問 監修：辛　淑玉 解放出版社 平成２２年度購入

345 くじけないで 柴田トヨ 飛鳥新社 平成２４年度購入

122
熊野・被差別ブルース

田畑稔と中上健次のいた路線よ
和賀　正樹 現代書館 平成２２年度購入

85 暮らしの中で迷信と差別を考える 差別墓石・法戒名を問い考える会 解放出版社 平成２２年度購入

《さまざまな人権課題》
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28 ケガレ意識と部落差別を考える 辻本　正教 解放出版社 平成２２年度購入

43 穢れと規範　 小谷　汪之 明石書店 平成２２年度購入

13 穢れと大祓　増補版 山本　幸司 解放出版社 平成２２年度購入

175 結婚差別　データで読む現実と課題 奥田　均 解放出版社 平成２３年度購入

415
元気のもとはつながる仲間

解放教育の再生をめざして
外川正明 解放出版社 平成２７年度購入

15 現在・河原乞食－役者の世界って何やねん－ 山城　新伍 解放出版社 平成２２年度購入

138
現在の「女人禁制」

性差別の根源を探る

編：「大峰山女人禁制」の

開放を求める会
解放出版社 平成２３年度購入

431

合理的配慮、差別的取扱いとは何か

―障害者差別解消法・雇用促進法の

使い方―

DPI日本会議　編 解放出版社 平成２８年度購入

60 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 平成２２年度購入

36 こころ病む人を支えるコツ 田原　明夫 解放出版社 平成２２年度購入

68 戸籍って何だ 佐藤　文明 緑風出版 平成２２年度購入

35
孤島 在日韓国・朝鮮人

ハンセン病療養者生活記録
崔　南龍 解放出版社 平成２２年度購入

352
子どもと一緒に読みたい

いのちをみつめる詩
水内喜久雄 たんぽぽ出版 平成25年度購入

76 子どもの命は、母親が守る プレスプラン編 プレスプラン 平成２２年度購入

481 子どもの権利ってなあに？
文 アラン・セール

絵 オレリア・フロンティ
解放出版社 令和4年度購入

129
これでなっとく！部落の歴史

続・私のダイガク講座
上杉　聰 解放出版社 平成２３年度購入

354
これでわかった！部落の歴史

私のダイガク講座
上杉　聰 解放出版社 平成25年度購入

79 今日の部落差別 監修：村越末男・三輪嘉男 解放出版社 平成２２年度購入

377
差別戒名の系譜

偽書『貞観政要格式目』の研究
牧英正 阿吽社 平成26年度購入

59 差別からみる日本の歴史 ひろた まさき 解放出版社 平成２２年度購入

29 差別と日本人 野中 広務・辛 淑玉 角川書店 平成２２年度購入

67 差別のカラクリ 奥田　　均 解放出版社 平成２２年度購入
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327 幸せの国ブータン　智恵と言葉 木村順子 朝日出版社 平成２４年度購入

485 四国の水平運動 四国部落史研究協議会 編 解放出版社 令和4年度購入

435 シナリオ　橋のない川 映画「橋のない川」製作委員会編 解放出版社 平成２８年度購入

47
自分も好きになろう

セルフ・エスティームと人権感覚
中川　喜代子 解放出版社 平成２２年度購入

140
島は語る　性隔離の象徴としての「島」を

再確認し、心の橋を架ける
編：ハンセン病市民学会 解放出版社 平成２３年度購入

460 島ひきおに 山下明生・文/梶山俊夫・絵 偕成社 平成28年度購入

38 「障害者」と街で出会ったら もり　すぐる 緑風出版 平成２２年度購入

49
証言・日本人の過ち　ハンセン病を生きて

－森元美代治・美恵子は語る
藤田　真一 人間と歴史社 平成２２年度購入

112 情的生活のすすめ 黒田　　清 オール出版 平成２２年度購入

121 少年院のかたち 毛利　甚八 現代人文社 平成２２年度購入

342 少年事件　おとなは何ができる 山崎晃資 同人社（渋谷区） 平成２４年度購入

30 昭和史発掘 松本　清張 文藝春秋 平成２２年度購入

471
食肉　皮革　太鼓の授業

人権教育の内容と方法
三宅　都子 解放出版社 令和4年度購入

478
シリーズお仕事探検隊

ごみ清掃のお仕事
押田　五郎 解放出版社 令和4年度購入

467
シリーズお仕事探検隊

屠畜のお仕事
栃木 裕・著 解放出版社 令和4年度購入

82 人権５０話 林　　力 解放出版社 平成２２年度購入

132
人権教育と市民力

「生きる力」をデザインする
平沢　安政 解放出版社 平成２３年度購入

177
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 解放出版社 平成２３年度購入

414 人権ってなに？Ｑ＆Ａ 阿久澤麻理子・金子匡良 解放出版社 平成２７年度購入

171 人権読本　じんけんの詩Ⅰ 今野　　敏彦 明石書店 平成２３年度購入

172 人権読本　じんけんの詩Ⅱ 今野　　敏彦 明石書店 平成２３年度購入

《さまざまな人権課題》
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173 人権読本　じんけんの詩Ⅲ 今野　　敏彦 明石書店 平成２３年度購入

430 「人権の世間」をつくる 奥田均 解放出版社 平成２８年度購入

22 平成２２年度購入

395 平成26年度購入

474
人権のまちづくり　                         参

加・交流・パートナーシップ
(社)部落解放・人権研究所　編 解放出版社 令和4年度購入

114 人権は世界を動かす 上杉佐一郎対談集 上杉  佐一郎 解放出版社 平成２２年度購入

27

83

475 新修　大阪の部落史　下巻 「大阪の部落史」編纂委員会編 解放出版社 令和4年度購入

396 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 平成26年度購入

203
新・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 平成２４年度購入

451 水平社宣言の熱と光 朝治武・守安敏司/編 解放出版社

440 水平社宣言を読む 住井すゑ・福田雅子　 解放出版社 平成２８年度購入

473 水平へのあこがれ 岡部　伊都子 株式会社　明石書店 令和4年度購入

439
ステップキンと７つの家族

―再婚と子どもをめぐる物語―
ペギー　ランプキン 太郎次郎社エディタス 平成２８年度購入

462
すべての子どもたちのために子どもの権

利条約

キャロライン・キャッスル・文

/池田加代子・絵
ほるぷ出版 平成28年度購入

33 性同一性障害って何？ 野宮亜紀・針間克己 他 緑風出版 平成２２年度購入

80 世界はいま 部落解放研究所編 部落解放研究所 平成２２年度購入

143 １９４５　保戸島の夏 坂井ひろ子 解放出版社 平成２３年度購入

74 全国のあいつぐ差別事件　２００９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 平成２２年度購入

25 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 平成２２年度購入

131 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
解放出版社 平成２３年度購入

人権反射鏡　　裏から見える風景

解放出版社

平成２２年度購入

人権の扉をたたく －啓発担当者の想いから－ 竹　内　良

田村　正男 解放出版社
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466
続　部落解放論の最前線

水平社100年をふまえた新たな展望

朝治  武・谷元 昭信・

寺木 伸明・友永 健三/編著
解放出版社 令和3年度購入

97
太陽の仲間たちよ

身障者と共に１０年間
中村　　裕 講談社 平成２２年度購入

117
太陽の仲間たちよ

～身体障害者とある医師の挑戦～
三枝　義浩 講談社 平成２２年度購入

78 だまってられへん 松村　智広 解放出版社 平成２２年度購入

334 単身急増社会の衝撃 藤森克彦 日本経済新聞社 平成２４年度購入

81 地域における人権草の根運動 部落解放研究所編 解放出版社 平成２２年度購入

181
地域の教育改革

学校と協働する教育コミュニティ
池田　寛 解放出版社 平成２３年度購入

154 地の底にいななく 富永　　敏治 解放出版社 平成２３年度購入

116 ちょっとまて 部落問題・同和教育 東上　高志 部落問題研究所 平成２２年度購入

392
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　 解放出版社 平成26年度購入

18 天皇制と部落差別　－権力と穢れ－ 上　杉　聰 解放出版社 平成２２年度購入

479 東京の部落解放運動100年の歩み 部落解放同盟東京都連合会　編 解放出版社 令和4年度購入

119
どう超えるのか？部落差別

人権と部落観の再発見
塩見鮮一郎　小松克己 緑風出版 平成２２年度購入

332 どうしてこの国は「無言社会」となったのか 森  真一 産学社 平成２４年度購入

432

同性パートナーシップ制度

―世界の動向・日本の自治体における

導入の実際と展望―

棚村政行・中川重徳　編 日本加除出版 平成２８年度購入

412 「同対審」答申を読む 奥田　均 解放出版社 平成２７年度購入

37 同和教育実践がひらく人権教育 森　　実 解放出版社 平成２２年度購入

64 屠場文化　語られなかった世界 桜井 厚・岸衞 創土社 平成２２年度購入

176 土地差別　部落問題を考える 奥田　均 解放出版社 平成２３年度購入

429 土地差別問題の研究 奥田均 解放出版社 平成２８年度購入

《さまざまな人権課題》
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331 なぜ人は心が疲れてしまうのか 町沢静夫 PHP研究所 平成２４年度購入

433
「なるほどパワー」の法律講座

うさぎのヤスヒコ、憲法と出会う
西原博史 太郎次郎社エディタス 平成２８年度購入

434
「なるほどパワー」の法律講座

おさるのトーマス、刑法を知る
仲道祐樹 太郎次郎社エディタス 平成２８年度購入

87 「ニート」って言うな！ 本田由紀・内藤朝雄・後藤和智 光文社 平成２２年度購入

413 にじ色の本棚　LGBTブックガイド 原ミナ汰・土肥いつき　編 三一書房 平成27年度購入

124
日本の企業と同和問題

企業内同和研修のあり方を考える
古山　知己 明石書房 平成２３年度購入

329 日本の宗教 田中治郎 日本文芸社 平成２４年度購入

486 ネットと差別扇動
谷口真由美/荻上チキ/津田大介/

川口泰司/部落解放・人権研究所(編)
解放出版社 令和4年度購入

375
ネットに奪われる子どもたち

～スマホ社会とメディア依存への対応～

清川輝基・編

古野陽一　山田眞理子
少年写真新聞社 平成26年度購入

90 納棺夫日記　増補改訂版 青木　新門 文藝春秋 平成２２年度購入

69 橋はかかる 村崎太郎　栗原美和子 ポプラ社 平成２２年度購入

369 はるかなるアフガニスタン アンドリュー・クレメンツ 講談社 平成25年度購入

41 バリア・フル・ニッポン 川内　美彦 現代書館 平成２２年度購入

111
「バリアフリー」の商品開発

ヒトに優しいモノ作り
Ｅ＆Ｃプロジェクト編 日本経済新聞社 平成２２年度購入

92 バリアフリーの生活カタログ Ｅ＆Ｃプロジェクト 小学館 平成２２年度購入

118 ハルモ二の絵画展　１万５０００の出会い ハルモ二の絵画展実行委員会 梨の木舎 平成２２年度購入

73 ハングルを読もう　となりの国の文字 井藤　伸比古 仮説社 平成２２年度購入

383 ハンセン病をどう教えるか
『ハンセン病をどう教えるか』

編集委員会　編
解放出版社 平成26年度購入

385 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　 解放出版社 平成26年度購入

155 平成２３年度購入

452 平成28年度購入

ひげがあろうがなかろうが
今江　祥智・作

田島　征三・絵
解放出版社
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88 被差別部落一千年史 高橋　貞樹 岩波書店 平成２２年度購入

86 被差別部落の暮らしから 中山　英一 朝日新聞社 平成２２年度購入

65
被差別民の長崎・学

貿易とキリシタンと被差別部落
阿南　重幸 長崎人権研究所 平成２２年度購入

102 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 解放出版社 平成２２年度購入

476 姫井伊介と労道社 布引　敏雄 解放出版社 令和4年度購入

346 百歳 柴田トヨ 飛鳥新社 平成２４年度購入

110
ヒューマンライツは複数形

「ジャーナリストの直眼斜眼」
稲積　謙次郎 西日本新聞社 平成２２年度購入

189 広島人権白書 広島人権白書作成委員会
部落解放同盟

広島県連合会
平成２３年度購入

423 貧困児童　ー子どもの貧困からの脱出ー 加藤　彰彦 創英社/三省堂書店 平成２８年度購入

328 ブータンの言葉 早乙女　響 日本文芸社 平成２４年度購入

470
福岡県高同教ブックレット1号

統一応募用紙が導く人権文化の創造
小西　清則

福岡県高等学校人権・

同和教育研究協議会
令和4年度購入

158 福餅天狗餅－創作民話　部落の夜ばなし－ さねとう　あきら 解放出版社 平成２３年度購入

453 福餅天狗餅一創作民話　部落の夜ばなし
さね・てつあきら・作

井上　洋介・絵
解放出版社 平成28年度購入

487

ブックレット菜の花18

冬来たりなば春遠からじ―全九州水平社

を担った人々―

公益社団法人

福岡県人権研究所

公益社団法人

福岡県人権研究所
令和4年度購入

105
復権への日月

ハンセン病患者の闘いの記録

全国ハンセン病療養所

入所者協議会
光陽出版社 平成２２年度購入

477
フツーの校長、市長に直訴！

ガッツせんべいの人権教育論
久保　敬 解放出版社 令和4年度購入

188 部落解放運動の歩み　１００項 部落解放・人権研究所 解放出版社 平成２３年度購入

379 平成26年度購入

441 平成２８年度購入

《さまざまな人権課題》

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 解放出版社
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450 部落史５０話 中尾　健次 解放出版社 平成29年度寄贈図書

184 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 平成２３年度購入

185 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 平成２３年度購入

186 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 平成２３年度購入

376 部落問題と向きあう若者たち 内田龍史　編 解放出版社 平成26年度購入

179 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 平成２３年度購入

186 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 平成２３年度購入

469
部落の私たちがリモートで

好き勝手にしゃべってみた。

一般社団法人

部落解放・人権研究所　編
解放出版社 令和4年度購入

376 部落問題と向きあう若者たち 内田龍史　編 解放出版社 平成26年度購入

179 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 平成２３年度購入

343 ブラック企業日本を食いつぶす妖怪 今野晴貴 文芸春秋 平成２４年度購入

384
ヘイトスピーチってなに？

レイシズムってどんなこと？
のりこえねっと　編 七つ森書館 平成26年度購入

391
へこたれへん

差別はきっとなくせる
松村智広　 解放出版社 平成26年度購入

16 放送禁止歌 森　達也 解放出版社 平成２２年度購入

99 報道被害とメディア改革 平川　宗信 解放出版社 平成２２年度購入

84 法律家のみた被差別部落の起こりと歴史 山中　順雅 図書刊行会 平成２２年度購入

381
祝の島（ほうりのしま）

映画パンフレット
纐纈あや 監督　他 ポレポレタイムス社 平成26年度購入

333
ぼくたちやってない

東京・綾瀬母子強盗殺人事件
横川和夫 駒草出版 平成２４年度購入

89 ぼくは12歳 岡　　真史 筑摩書房 平成２２年度購入

54 松本治一郎 福岡県人権研究所 西日本新聞社 平成２２年度購入

53 ママがんばって　Part３ みずの　圭 小学館 平成２２年度購入

45 マンガの中の障害者たち　表現と人権 永井　哲 解放出版社 平成２２年度購入

330 無縁社会を生きる 藤島安之 幻冬舎メディア 平成２４年度購入

135 部落（むら）を襲った一揆 上杉　　聰 解放出版社 平成２３年度購入

- 14 -



378 部落（むら）を襲った一揆　新装版 上杉　　聰 解放出版社 平成26年度購入

57 明治維新と被差別民 北崎　豊二 解放出版社 平成２２年度購入

380 「メディア漬け」で壊れる子どもたち 清川輝樹　内海裕美 少年写真新聞社 平成26年度購入

14
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 平成２２年度購入

46

98

483
森のようちえん的子育てのすすめ

年齢的アドバイスとQ＆A
内田　幸一 解放出版社 令和4年度購入

464
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

聞き手･絵

中川洋典
解放出版社 平成２９年度購入

194 ヤマの記憶（聞き書き） 山本作兵衛 西日本新聞社 平成２４年度購入

480 ４羽のめんどりと１羽のおんどり

文 レーナ・ランドストローム

絵 オロフ・ランドストローム

訳 加藤悦子

解放出版社 令和4年度購入

52 理不尽社会に言葉の力を 小森　陽一 新日本出版社 平成２２年度購入

130
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 解放出版社 平成２３年度購入

91 ワークショップは技より心 若竹まちづくり研究所
人権教育啓発推進セ

ンター
平成２２年度購入

178
私たちがめざす集団づくり

子どもが輝く学校に

中野睦夫・野口克海

池田寛・長尾彰夫
解放出版社 平成２３年度購入

137 私たちの人権ノート 矢野　　洋 解放出版社 平成２３年度購入

50
私の人権行政論

ソーシャルインクル―ジョンの確立に向けて
炭谷　　茂 解放出版社 平成２２年度購入

登録

番号
タイトル 著者名 出版社名 購入年度

2 平成２１年３月１７日借受

49

《さまざまな人権課題》

内田　博文 解放出版社

アイヌ民族　新版 上村　英明

平成２２年度購入

解放出版社

求められる人権救済法則の論点

《知っていますか？一問一答シリーズ》 ※網かけの登録番号は「県借受書籍」です。
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3 平成２１年３月１７日借受

10 平成２２年度購入

50

337 移住労働者とその家族の人権 丹羽雅雄 解放出版社 平成２４年度購入

4 平成２１年３月１７日借受

51

5 平成２１年３月１７日借受

52

1 平成２１年３月１７日借受

48

6 平成２１年３月１７日借受

53

7 平成２１年３月１７日借受

54

8 平成２１年３月１７日借受

55

9 平成２１年３月１７日借受

56

10 平成２１年３月１７日借受

20 平成２２年度購入

57

11 平成２１年３月１７日借受

58

443 戸籍と差別 佐藤文明 解放出版社 平成２８年度購入

12 子どもの虐待　第２版 田上　時子 解放出版社 平成２１年３月１７日借受

13 平成２１年３月１７日借受

60

59 子どもの性的虐待　第2版 田上時子編 解放出版社

14 平成２１年３月１７日借受

61

医療と人権 天笠　啓祐

アダルト・チルドレン
斉藤学　監修

アダルトチルドレン
一問一答編集委編

解放出版社

解放出版社

屋鋪恭一　鮎川葉子AIDSと人権　第３版

解放出版社

鈴木　祥蔵 解放出版社

インターネットと人権　第２版 高木　　寛 解放出版社

外国人労働者とその家族の人権 丹羽　雅雄 解放出版社

解放出版社

エンゼルプラン

君が代・日の丸 上杉　聰 解放出版社

沖縄　第２版 金城　実

高齢者の人権 高齢者の人権一問一答編集委 解放出版社

個人情報と人権　第２版 白石　孝 解放出版社

子どもの性的虐待
田上時子・

エクパットジャパン関西編
解放出版社

在日外国人と参政権 仲原　良二 解放出版社
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62

15 平成２１年３月１７日借受

16 平成２１年３月１７日借受

63

17 平成２１年３月１７日借受

64

18 平成２１年３月１７日借受

65

19 平成２１年３月１７日借受

66

20 平成２１年３月１７日借受

67

33 平成２１年３月１７日借受

78

21 平成２１年３月１７日借受

68

22 平成２１年３月１７日借受

69

23 平成２１年３月１７日借受

70

24 平成２１年３月１７日借受

71

25 平成２１年３月１７日借受

72

26 平成２１年３月１７日借受

73

27 セクシュアル・ハラスメント　第２版 養父知美・牟田和恵 平成２１年３月１７日借受

28 セクシュアル・ハラスメント　第３版 養父知美・牟田和恵 平成２１年３月１７日借受

部落解放同盟中央本部

中央狭山闘争本部編
解放出版社

尾家宏昭　伊藤善規 解放出版社

視覚障害者とともに 楠敏雄・三上洋・西尾元秀 解放出版社

狭山事件　第２版

解放出版社

《知っていますか？一問一答シリーズ》

ジェンダーと人権　第２版 船橋　邦子 解放出版社

出生前診断

色覚問題と人権

在日韓国・朝鮮人問題　第2版 梁泰昊・川瀬俊治 解放出版社

女性差別 新しい女と男を考える会編 解放出版社

死刑と人権

アムネスティ・インターナショ

ナル

日本支部編

解放出版社

優生思想を問うネットワーク編 解放出版社

障害者の人権 楠　敏雄・姜　博久

女性とストレス 友田尋子・安森由美・山崎裕美子 解放出版社

人権教育 森　　実 解放出版社

スクール・セクシュアル・ハラスメント 亀井　明子 解放出版社

精神障害者問題　第３版
精神障害者問題

一問一答編集委編
解放出版社

解放出版社
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29 平成２１年３月１７日借受

74

30 平成２１年３月１７日借受

75

31 平成２１年３月１７日借受

76

32 平成２１年３月１７日借受

77

34 平成２１年３月１７日借受

79

35 平成２１年３月１７日借受

80

36 同和保育 大阪同和保育研究協議会編 平成２１年３月１７日借受

81 「同和」保育 大阪同和保育研究協議会編

37 ドメスティック・バイオレンス第３版 日本ＤＶ防止・情報センター編 解放出版社 平成２１年３月１７日借受

38 ドメスティック・バイオレンス第４版 日本ＤＶ防止・情報センター編 解放出版社 平成２１年３月１７日借受

82

39 平成２１年３月１７日借受

40 平成２１年３月１７日借受

83

84

41 平成２１年３月１７日借受

42 平成２１年３月１７日借受

85

19 部落問題 部落問題一問一答編集委員会 解放出版社 平成２２年度購入

43 部落問題　第２版 部落問題一問一答編集委編 解放出版社 平成２１年３月１７日借受

442 部落問題　第3版 奥田均　編著 解放出版社 平成２８年度購入

44 平成２１年３月１７日借受

86

45 平成２１年３月１７日借受

87

46 平成２１年３月１７日借受

88

47 平成２１年３月１７日借受

89

セルフヘルプ・グループ 伊藤伸二・中田智恵海 解放出版社

捜査と報道 佐藤　友之 解放出版社

地球を救う暮らし方 朴　恵淑・歌川　学 解放出版社

聴覚障害者とともに
稲葉通太監修

デフサポートおおさか編
解放出版社

同性愛ってなに 遠藤和士・ひびのまこと 解放出版社

同和教育 同和教育一問一答編集委編 解放出版社

解放出版社

どもりと向きあう 伊藤　伸二 解放出版社

日本の難民問題
アムネスティ・インターナショナ

ル日本編
解放出版社

パワー・ハラスメント 金子　雅臣 解放出版社

ハンセン病と人権　第３版 神美知宏・藤野豊・牧野正直 解放出版社

ホームレスの人権 松繁逸夫・安江鈴子 解放出版社

ボランティア・ＮＰＯと人権 早瀬　昇・牧野　明 解放出版社

有事法と人権 西田　信隆 解放出版社

ユニークフェイス 松本学・石井政之・藤井輝明 解放出版社
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登録

番号
タイトル 著者名 出版社名 購入年度

209

～

299

登録

番号
タイトル 著者名 出版社名 購入年度

195

300

～

326

登録

番号
タイトル 著者名 出版社名 購入年度

126
あなたもできる

企業の人権研修ハンドブック
大阪同和・人権問題企業連絡会 解放出版社 平成２３年度購入

386

いじめの罠にさようなら

安全な学校をつくるための

子ども間暴力防止プログラム

キャロル・グレイ／

ジュディ・ウィリアムズ

田中康雄　監督

小川真由美

明石書店 平成26年度購入

70 「いのちの授業」をもう一度 山田　　泉 高文研 平成２２年度購入

1 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 平成２２年度購入

411
金香百合のジェンダーワークショップ

ジェンダー・学び・プロジェクト編
金香百合・浮穴正博　監修 解放出版社 平成２７年度購入

463
教室はおもちゃばこ学級づくりに多様な

もちあじを
沖本和子 解放出版社 平成２８年度購入

340
子どもに必要なソーシャルスキルの

ルールBEST９９
スーザン・ダイアモン 黎明書房 平成２４年度購入

12
子どもの人権力を育てる

－尊厳を軸にした人権保育－
玉置　哲淳 解放出版社 平成２２年度購入

《部落解放史・ふくおか》　

部落解放史・ふくおか 福岡県人権研究所編 福岡県人権研究所 平成24年度 購入

《リベラシオン》　

リベラシオン　人権研究ふくおか
社団法人

福岡県人権研究所
福岡県人権研究所 平成24年度購入

《指導者のための学習資料》
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192

193

106
じぇんだぁ・ふりぃＢＯＸ

－男女共生への第一歩を踏み出すための教材集－
大阪府同和教育研究協議会編

大阪府同和教育

研究協議会
平成２２年度購入

428 自尊感情が育つ元気教室 園田雅春 解放出版社 平成２８年度購入

339

自尊感情をもたせ、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

リサ・M　シャーブ 黎明書房 平成２４年度購入

183 平成２３年度購入

409 平成２７年度購入

190

191

161
［人権総合学習］

つくって知ろう！かわ・皮・革

太田恭治・中島順子・

山下美也子
解放出版社 平成２３年度購入

162
［人権総合学習］くつ

つくって知ろう！かわ・皮・革

太田恭治・中島順子・

山下美也子
解放出版社 平成２３年度購入

163
［人権総合学習］かわと小物

つくって知ろう！かわ・皮・革

太田恭治・中島順子・

山下美也子
解放出版社 平成２３年度購入

164
［人権総合学習］太鼓

つくって知ろう！かわ・皮・革

太田恭治・中島順子・

山下美也子
解放出版社 平成２３年度購入

165
［人権総合学習］はじめての和太鼓演奏

つくって知ろう！かわ・皮・革

太田恭治・中島順子・

山下美也子
解放出版社 平成２３年度購入

71 人権の授業をつくる① 奈良県同和教育研究会 他 解放出版社 平成２２年度購入

72 人権の授業をつくる② 奈良県同和教育研究会 他 解放出版社 平成２２年度購入

205
人権保育のための絵本ガイド

（子どもが輝くために）

特定非営利活動法人

チャイルドネット大阪

特定非営利活動法人

チャイルドネット大坂
平成２４年度購入

461
人権保育のための絵本ガイドパートⅡ

（クラスづくりと絵本実践）

第2次人権保育絵本教材検討委

員会委員

特定非営利活動法人

チャイルドネット大坂
平成２８年度購入

7 生と死の教育「いのち」の体験授業 山下　文夫 解放出版社 平成２２年度購入

4
対話からはじまる人権学習

地域・職場・学校
岡田　耕治 解放出版社 平成２２年度購入

コンパシート[羅針盤]

子どもを対象とする

人権教育総合マニュアル

ヨーロッパ評議会・福田弘（訳）
（財）人権教育啓発

推進センター
平成２３年度購入

就学前からの学力保障

筑豊金川の教育コミュニティづくり

「金川の教育改革」

編集委員会
解放出版社

ヨーロッパ評議会・福田弘（訳） 明石書店 平成２３年度購入
人権教育のためのコンパス[羅針盤]

学校教育・生涯学習で使える総合マニュアル
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139 ２歳児の人権保育　その視点とねらい 玉置　哲淳・堀井　二実 解放出版社 平成２３年度購入

416
根っこを育てる乳児保育

育児担当保育がめざすもの
樋口正春 解放出版社 平成２７年度購入

31 ハンドブック　子どもの権利条約 中野　光・小笠　毅 岩波書店 平成２２年度購入

6 非暴力をめざすトレーニング・ガイド アンディ・ヒクソン 解放出版社 平成２２年度購入

182 部落史・部落問題学習のすすめかた 藤里　晃 解放出版社 平成２３年度購入

11 部落問題学習の授業ネタ 部落問題学習ネタつくろう会編 解放出版社 平成２２年度購入

350
暴力防止の4つの力

ワークで学ぶ子どものエンパワメント

田上時子　女性と子どもの

エンパワメント関西
解放出版社 平成２８年度購入

187 平成２３年度購入

341 平成２４年度購入

61 勇気がでてくる人権学習１ 白井　俊一 解放出版社 平成２２年度購入

62 勇気がでてくる人権学習２ 白井　俊一 解放出版社 平成２２年度購入

63 勇気がでてくる人権学習３ 白井　俊一 解放出版社 平成２２年度購入

登録

番号
タイトル 著者名 出版社名 購入年度

21 新修　部落問題事典 秋定嘉和・桂正孝・村越末男 解放出版社 平成２２年度購入

48 実例・差別表現 堀田　貢得 大村書店 平成２２年度購入

104 早わかり　人権教育小辞典 中野　睦夫 明治図書 平成２２年度購入

127 私家版　差別語辞典 上原　善広 新潮社 平成２３年度購入

128 差別語　不快語 小林　健治 人間出版 平成２３年度購入

419 例解新国語辞典（第九版）

林 四郎/監修

篠崎 晃一・相澤 正夫・大島 資生

/編集

三省堂 平成２７年度購入

登録

番号
タイトル 著者名 出版社名 購入年度

5 平成２２年度購入

125 平成２３年度購入

120 Ｑ＆Ａ 同和問題の基礎知識【第４版】 小森　哲郎 明石書店 平成２２年度購入

解放出版社

＊部落差別問題（再掲）　　※登録番号のみの網かけは「県借受書籍」です。

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
（財）大阪府人権協会 解放出版社

竹　村　毅ＣＳＲ（企業の社会的責任）と人権

《事典》　
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101 Ｑ＆Ａ市民と企業のえせ同和行為対策
法務省人権擁護局内人権実務研

究会他
解放出版社 平成２２年度購入

107 浅草弾左衛門　天保青春篇 塩見　鮮一郎 批評社 平成２２年度購入

108 浅草弾左衛門　幕末躍動篇 塩見　鮮一郎 批評社 平成２２年度購入

109 浅草弾左衛門　明治苦闘篇 塩見　鮮一郎 批評社 平成２２年度購入

51 アジア・太平洋戦争と全国水平社 朝治　　武 解放出版社 平成２２年度購入

77
あした元気になあれ　部落に生まれてよ

かった
松村　智広 解放出版社 平成２２年度購入

150 いのちの花 そのだ　ひさこ 解放出版社 平成２３年度購入

8
いま、改めて「部落地名総監」差別事件を問

う
友永　健三 解放出版社 平成２２年度購入

403 うちは精肉店 本橋成一　写真・文 農山漁村文化協会 平成26年度購入

410 映画で学ぶ　被差別の歴史 中尾健次 解放出版社 平成２７年度購入

55
江戸時代の差別観念 近世の差別をどうと

らえるか
中尾　健次 三一書房 平成２２年度購入

151 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 平成２３年度購入

427
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　編著
解放出版社 平成２８年度購入

180
学力と自己概念

人権教育・解放教育の新たなパラダイム
池田　寛 解放出版社 平成２３年度購入

123 ガジュマルは石を抱いて生きる 野口　観道 文芸社 平成２２年度購入

207 カワウソ村の火の玉ばなし 山下明生・文、長谷川義史・絵 解放出版社 平成２４年度購入

344 河原ノ者・非人・秀吉 服部秀雄 山川出版社 平成２４年度購入

472
企業のなかから 証言  部落問題と

向きあって
大阪同和問題企業連絡会 編 解放出版社 令和４年度購入

160 君の家にも牛がいる 小森　　香折 解放出版社 平成２３年度購入

56 逆説の日本史  ケガレ思想と差別の謎 井沢　元彦 小学館 平成２２年度購入

115 ９０年代の部落問題　「法」以後の提起 杉之原寿一・馬原鉄男・東上高志 部落問題研究所 平成２２年度購入

393 教育不平等 同和教育から問う「教育改革」 外川正明　著 解放出版社 平成26年度購入

394 教科書無償 高知・長浜のたたかい 「教科書無償」編集委員会　編 解放出版社 平成26年度購入
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122
熊野・被差別ブルース

田畑稔と中上健次のいた路線よ
和賀　正樹 現代書館 平成２２年度購入

85 暮らしの中で　迷信と差別を考える 差別墓石・法戒名を問い考える会 解放出版社 平成２２年度購入

28 ケガレ意識と部落差別を考える 辻本　正教 解放出版社 平成２２年度購入

43 穢れと規範　 小谷　汪之 明石書店 平成２２年度購入

13 穢れと大祓　増補版 山本　幸司 解放出版社 平成２２年度購入

166
劇画・部落史シリーズ １

士農工商―源と平太
みゆき　てつ 部落問題研究所 平成２３年度購入

167
劇画・部落史シリーズ ２

渋染一揆―ブンとサブ
みゆき　てつ 部落問題研究所 平成２３年度購入

168
劇画・部落史シリーズ ３

ユキとトキ―明治の産業と働く人々
みゆき　てつ 部落問題研究所 平成２３年度購入

169
劇画・部落史シリーズ ４

水平社―部落解放運動の夜あけ
みゆき　てつ 部落問題研究所 平成２３年度購入

170
劇画・部落史シリーズ ５

今、夜あけ―部落問題を解決した町
みゆき　てつ 部落問題研究所 平成２３年度購入

175 結婚差別　データで読む現実と課題 奥田　均 解放出版社 平成２３年度購入

415
元気のもとはつながる仲間

解放教育の再生をめざして
外川正明 解放出版社 平成２７年度購入

15
現在・河原乞食　－役者の世界って何や

ねん－
山城　新伍 解放出版社 平成２２年度購入

12
子どもの人権力を育てる

－尊厳を軸にした人権保育－
玉置　哲淳 解放出版社 平成２２年度購入

129
これでなっとく！部落の歴史

続・私のダイガク講座
上杉　聰 解放出版社 平成２３年度購入

354
これでわかった！部落の歴史

私のダイガク講座
上杉　聰 解放出版社 平成25年度購入

79 今日の部落差別 監修：村越末男・三輪嘉男 解放出版社 平成２２年度購入

377
差別戒名の系譜

偽書『貞観政要格式目』の研究
牧英正・著 阿吽社 平成26年度購入

59 差別からみる日本の歴史 ひろた まさき 解放出版社 平成２２年度購入

128 差別語　不快語 小林　健治 人間出版 平成２３年度購入

《部落差別問題　再掲》
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29 差別と日本人 野中 広務　辛 淑玉 角川書店 平成２２年度購入

67 差別のカラクリ 奥田　　均 解放出版社 平成２２年度購入

16 平成２１年３月１７日借受

63

127 私家版　差別語辞典 上原　善広 新潮社 平成２３年度購入

443
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 平成２８年度購入

19
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
解放出版社 平成２２年度購入

442
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 平成２８年度購入

48 実例・差別表現 堀田　貢得 大村書店 平成２２年度購入

435 シナリオ　橋のない川 映画「橋のない川」製作委員会 編 解放出版社 平成２８年度購入

146 渋染一揆（改訂版）－絵ものがたり－ 川元　　祥一 解放出版社 平成２３年度購入

30 昭和史発掘 松本　清張 文藝春秋 平成２２年度購入

471
食肉　皮革　太鼓の授業

人権教育の内容と方法
三宅　都子 解放出版社 令和4年度購入

478
シリーズお仕事探検隊　                   ご

み清掃のお仕事
押田　五郎 解放出版社 令和4年度購入

82 人権５０話 林　　力 解放出版社 平成２２年度購入

161
［人権総合学習］

つくって知ろう！かわ・皮・革
太田恭治・中島順子・山下美也子 解放出版社 平成２３年度購入

162
［人権総合学習］くつ

つくって知ろう！かわ・皮・革
太田恭治・中島順子・山下美也子 解放出版社 平成２３年度購入

163
［人権総合学習］かわと小物

つくって知ろう！かわ・皮・革
太田恭治・中島順子・山下美也子 解放出版社 平成２３年度購入

164
［人権総合学習］太鼓

つくって知ろう！かわ・皮・革
太田恭治・中島順子・山下美也子 解放出版社 平成２３年度購入

165
［人権総合学習］はじめての和太鼓演奏

つくって知ろう！かわ・皮・革
太田恭治・中島順子・山下美也子 解放出版社 平成２３年度購入

430 「人権の世間」をつくる 奥田均 解放出版社 平成２８年度購入

22 平成２２年度購入

395 平成26年度購入

部落解放同盟中央本部

中央狭山闘争本部編

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

狭山事件　第２版 解放出版社
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474
人権のまちづくり

参加・交流・パートナーシップ
(社)部落解放・人権研究所　編 解放出版社 令和４年度購入

27

83

475 新修　大阪の部落史　下巻 「大阪の部落史」編纂委員会編 解放出版社 令和４年度購入

22 新修　部落問題事典 秋定嘉和　桂正孝　村越末男 解放出版社 平成２３年度購入

396 人物でつづる被差別民の歴史 中尾健次・著 黒川みどり・著 解放出版社 平成26年度購入

203
新・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 平成２４年度購入

451 水平社宣言の熱と光 朝治武・守安敏司/編 解放出版社

440 水平社宣言を読む 住井すゑ・福田雅子　共著 解放出版社 平成２８年度購入

473 水平へのあこがれ 岡部　伊都子 株式会社　明石書店 令和４年度購入

74 全国のあいつぐ差別事件　２００９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 平成２２年度購入

25 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 平成２２年度購入

131 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
解放出版社 平成２３年度購入

356 千本の赤 ちもとまん・文 野村昌司・絵
「千本の赤」

作成委員会
平成25年度購入

81 地域における人権草の根運動 部落解放研究所編 解放出版社 平成２２年度購入

392
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　著 解放出版社 平成26年度購入

116 ちょっとまて 部落問題・同和教育 東上　高志 部落問題研究所 平成２２年度購入

18 天皇制と部落差別　－権力と穢れ－ 上　杉　聰 解放出版社 平成２２年度購入

479 東京の部落解放運動100年の歩み 部落解放同盟東京都連合会　編 解放出版社 令和４年度購入

119
どう超えるのか？部落差別

人権と部落観の再発見
塩見鮮一郎　小松克己 緑風出版 平成２２年度購入

412 「同対審」答申を読む 奥田　均 解放出版社 平成２７年度購入

35 平成２１年３月１７日借受

80

人権反射鏡　裏から見える風景 田村　正男 平成２２年度購入

同和教育 同和教育一問一答編集委編 解放出版社

解放出版社

《部落差別問題　再掲》
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37 同和教育実践がひらく人権教育 森　　実 解放出版社 平成２２年度購入

36 同和保育 大阪同和保育研究協議会編 平成２１年３月１７日借受

81 「同和」保育 大阪同和保育研究協議会編

64 屠場文化　語られなかった世界 桜井 厚・岸衞 創土社 平成２２年度購入

176 土地差別　部落問題を考える 奥田　均 解放出版社 平成２３年度購入

429 土地差別問題の研究 奥田均 解放出版社 平成２８年度購入

139 ２歳児の人権保育　その視点とねらい 玉置　哲淳・堀井　二実 解放出版社 平成２３年度購入

459 ばあちゃんのリヤカー
題字・中山末男/絵・高津和圭

乃/編・堀内忠

公益社団法人 福岡県

人権研究所
平成２８年度購入

452 ひげがあろうがなかろうが 今江祥智・作/田島征三・絵 解放出版社 平成２８年度購入

88 被差別部落一千年史 高橋　貞樹 岩波書店 平成２２年度購入

86 被差別部落の暮らしから 中山　英一 朝日新聞社 平成２２年度購入

65
被差別民の長崎・学

貿易とキリシタンと被差別部落
阿南　重幸 長崎人権研究所 平成２２年度購入

134 平成２３年度購入

348 平成２８年度購入

476 姫井伊介と労道社 布引　敏雄 解放出版社 令和４年度購入

94 平成２２年度購入

157 平成２３年度購入

349 平成25年度購入

470
福岡県高同教ブックレット1号

統一応募用紙が導く人権文化の創造
小西　清則

福岡県高等学校人権・

同和教育研究協議会
令和4年度購入

158 平成２３年度購入

458 平成２８年度購入

487

ブックレット菜の花18

冬来たりなば春遠からじ―全九州水平社を

担った人々―

公益社団法人

福岡県人権研究所

公益社団法人

福岡県人権研究所
令和4年度購入

平成２２年度購入

解放出版社

解放出版社

福餅天狗餅－創作民話　部落の夜ばなし－

ひらがなにっき
若一の絵本製作実行委員会・文

長野ヒデ子・絵
解放出版社

ビジュアル部落史

解放出版社
さねとうあきら・作

井上洋介・絵

102 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 解放出版社

編：大阪人権博物館
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188 平成２３年度購入

338 平成２４年度購入

201 平成２４年度購入

351 平成25年度購入

379 平成26年度購入

441 平成２８年度購入

450 部落史５０話 中尾　健次 解放出版社 平成29年度寄贈図書

182 部落史・部落問題学習のすすめかた 藤里　晃 解放出版社 平成２３年度購入

184 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 平成２３年度購入

185 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 平成２３年度購入

186 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 平成２３年度購入

469
部落の私たちがリモートで

好き勝手にしゃべってみた。

一般社団法人

部落解放・人権研究所　編
解放出版社 令和4年度購入

43 部落問題　第２版 部落問題一問一答編集委編 解放出版社 平成２１年３月１７日借受

11 部落問題学習の授業ネタ 部落問題学習ネタつくろう会編 解放出版社 平成２２年度購入

376 部落問題と向きあう若者たち 内田龍史・編 解放出版社 平成26年度購入

179 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 平成２３年度購入

391 へこたれへん 差別はきっとなくせる 松村智広　 解放出版社 平成26年度購入

16 放送禁止歌 森　達　也 解放出版社 平成２２年度購入

84 法律家のみた被差別部落の起こりと歴史 山中　順雅 図書刊行会 平成２２年度購入

381 祝の島（ほうりのしま） 映画パンフレット 纐纈あや 監督　他 ポレポレタイムス社 平成26年度購入

54 松本治一郎 福岡県人権研究所 西日本新聞社 平成２２年度購入

135 部落（むら）を襲った一揆 上杉　聰 解放出版社 平成２３年度購入

378 部落（むら）を襲った一揆　新装版 上杉　聰 解放出版社 平成26年度購入

57 明治維新と被差別民 北崎　豊二 解放出版社 平成２２年度購入

145 も～ぉ～うしです！ うしのえほんをつくる会 解放出版社 平成２３年度購入

96 平成２２年度購入

144 平成２３年度購入

《部落差別問題　再掲》

川元祥一

部落解放・人権研究所

もうひとつの日本の歴史（絵本） 中尾　健次 解放出版社

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？

部落解放運動の歩み

１００項ビジュアルブック

解放出版社

解放出版社
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14
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 平成２２年度購入

98

46

187 平成２３年度購入

341 平成２４年度購入

464
焼き肉を食べる前に。絵本作家がお肉職

人たちを訪ねた

聞き手・絵

中川洋典
解放出版社 平成２９年度購入

194 ヤマの記憶（聞き書き） 山本作兵衛 西日本新聞社 平成２４年度購入

159
ゆびきりげんまん

－うめばあちゃんのはなし－
富田ききとり絵本制作実行委員会 解放出版社 平成２３年度購入

130
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 解放出版社 平成２３年度購入

求められる人権救済法制の論点 平成２２年度購入

（財）大阪府人権協会 解放出版社

解放出版社内田　博文

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
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