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宮崎県人権啓発センター　ライブラリー図書一覧 平成31年3月末現在

分野 分類 番号 書　　　　　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　社 取得年月 取得区分 在庫確認 禁帯出区分

女性 1 1 オフィスにもちこまれる性　セクシャル・ハラスメントの探究 杉井静子 大月書店 ○

女性 1 2 女のアメリカ 荒　このみ 栄書房 ○

女性 1 3 女の生き方４０選　上 山崎朋子 文藝春秋社 ○

女性 1 4 女の生き方４０選　下 山崎朋子 文藝春秋社 ○

女性 1 5 女の戦後史Ⅱ昭和３０年代 朝日ジャーナル編 朝日新聞社 ○

女性 1 6 おんなの歴史　下 もろさわようこ 未来社 ○

女性 1 8 企業のなかの男と女　女性が増えれば職場が変わる Ｒ．Ｍ．カンター 生産性出版 ○

女性 1 9 国際婦人デーの歴史 校倉書房 ○

女性 1 10 差別と人権（３）女性 磯村英一　他 雄山閣 ○

女性 1 11 差別の中の女性 八木晃介 三一書房 ○

女性 1 12 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 解放出版社 ○

女性 1 13 職場の「常識」が変わる　福岡セクシャル・ハラスメント裁判 闘う裁判を支援する会 イザラ書房 ○

女性 1 14 男も読もう　女性学入門 篠崎正美 石風社 ○

女性 1 15 セクシャルハラスメント　女たちの告発 宮　淑子 教育史料出版会 ○

女性 1 16 セクシャル・ハラスメント撃退マニュアル 福島瑞穂他 日本評論社 ○

女性 1 17 セクシャルハラスメント処方箋　弁護士からのアドバイス 杉井静子 アドア出版 ○

女性 1 18 セクシャルハラスメント　「性」はどう裁かれているか 福島瑞穂他 有斐閣 ○

女性 1 19 セクシャル・ハラスメントはなぜ問題か　現状分析と理論的アプローチ 鐘ヶ江晴彦 明石書店 ○

女性 1 20 セクハラ事件の主役たち　相談窓口の困惑 金子雅臣 築地書館 ○

女性 1 21 セクハラショック 共栄火災海上保険 現代書林 ○

女性 1 22 セクハラ１１０番 三井マリ子 集英社 ○

女性 1 23 （欧米キャリア女性が見た）日本人のセクハラ クリスタイン・ブラネン 草思社 ○

女性 1 24 教科書の中の男女差別 大脇雅子　ほか 明石書店 ○

女性 1 25 「主人」ということば　女からみた男の呼び方 福田真弓編 明石書店 ○

女性 1 26 女子割礼　因習に呪縛される女性の性と人権 フラン・Ｐ・ホスケン 明石書店 ○

女性 1 27 女性の人権と現代社会 上智大学社会正義研究所・国際基督教大学社会学科研究所編 明石書店 ○

女性 1 28 女人禁制　－現代穢れ・清め考－ 木津　譲 解放出版社 ○
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分野 分類 番号 書　　　　　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　社 取得年月 取得区分 在庫確認 禁帯出区分

女性 1 30 ジェンダーと人間開発 国際協力出版会 ○

女性 1 31 公務員のセクハラ防止マニュアル 金子　雅臣 ぎょうせい ○

女性 1 32 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 解放出版社 ○

女性 1 33 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 ○

女性 1 34 じぇんだぁ・ふりぃＢＯＸ 大阪府同和教育研究協議会編 大阪府人権・同和教育研究協議会 ○

女性 1 35 ドメスティック・バイオレンス 草柳和之 岩波ブックレット ○

女性 1 36 お笑いジェンダー論 瀬知山角 勁草書房 ○

女性 1 37 ドメスティック・バイオレンス　サバイバーのためのハンドブック 原田恵理子 明石書店 ○

女性 1 38 白書　スクール・セクシュアルハラスメント 明石書店 ○

女性 1 39 スクール・セクハラ防止マニュアル 田中早苗 明石書店 ○

女性 1 40 アメリカにおけるセクシュアル・ハラスメント 柏木宏 解放出版社 ○

女性 1 42 ドメスティック・バイオレンス女性１５０人の証言 明石書店 ○

女性 1 43 セクシャルマイノリティ 明石書店 ○

女性 1 44 めざめる女つぶやく男 解放出版社 ○

女性 1 45 ２１世紀への証言　フェミニズムと対話した女性たち 新水社 ○

女性 1 46 誰もがその人らしく男女共同参画 岩波ブックレット ○

女性 1 47 男女共同参画の時代 鹿嶋　敬 岩波書店 ○

女性 1 48 男の勘違い 斎藤　学 毎日新聞社 ○

女性 1 49 〈女中〉イメージの家庭文化史 清水美知子 世界思想社 ○

女性 1 50 男女平等の？子育て 熊太郎 新風舎 ○

女性 1 51 美学とジェンダー ｴﾘｻﾞﾍﾞｽ・A・ﾎﾞｰﾙｽﾞ ありな書房 ○

女性 1 52 オニババ化する女たち 三砂ちづる 光文社 ○

女性 1 53 Ｘ染色体　男と女をきめるもの ﾃﾞｲｳﾞｨｯﾄﾞ・ﾍﾞｲﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ 青土社 ○

女性 1 54 アボリジニ社会のジェンダー人類学 窪田幸子 世界思想社 ○

女性 1 55 知っていますか？ジェンダーと人権　一問一答 船橋邦子 解放出版社 ○

女性 1 56 高校生のジェンダーとセクシュアルリティ-自己決定による新しい共生社会のために- 須藤　廣 明石書店 ○

女性 1 57 女性差別をなくすために-女性の目で判決・グリム童話・女偏漢字を読む- 小寺初世子 明石書店 ○

女性 1 57 女性差別をなくすために-女性の目で判決・グリム童話・女偏漢字を読む- 小寺初世子 明石書店 ○
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分野 分類 番号 書　　　　　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　社 取得年月 取得区分 在庫確認 禁帯出区分

女性 1 58 〈女性記者〉の眼 山城紀子 ボーダーインク ○

女性 1 59 女子マネージャーの誕生とメディア 高井昌吏 ミネルブァ書房 ○

女性 1 60 ちょっとまって、その「ことば」　「ことば」に見る女性 (財)東京女性財団 クレヨンハウス ○

女性 1 61 セクシュアル・ハラスメントと人権　 新谷一幸 部落問題研究所 ○

女性 1 62 [働く女性と労働法]　’９６年版 東京都労働経済局 ○

女性 1 63 証言　セクシュアル・ハラスメント 職場のセクシュアルハラスメントを考えるネットワーク ピースネット企画 ○

女性 1 64 ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）サバイバー　－二次被害ともたたかって－ 北村朋子 解放出版社 ○

女性 1 65 女性と人間開発 マーサＣ．ヌスバウム 岩波書店 ○

女性 1 66 家族のメタファー 丸山　茂 早稲田大学出版部 ○

女性 1 67 御一新とジェンダー 関口すみ子 東京大学出版社 ○

女性 1 68 女性の身体と人権 若尾典子 学陽書房 ○

女性 1 69 壊れる男たち　－セクハラはなぜ繰り返されるのか－ 金子雅臣 岩波新書 ○

女性 1 70 ジェンダー入門　知らないと恥ずかしい 加藤　秀一 朝日新聞社 ○

女性 1 71 デートＤＶ防止プログラム実施者向けワークブック―相手を尊重する関係をつくるために 山口　のり子 梨の木舎 ○

女性 1 72 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 ○

女性 1 73 脱暴力のプログラム―男のためのハンドブック ダニエル・Ｊ・ソンキン、マイケル・ダーフィ 青木書店 ○

女性 1 74 Q&A DVってなに?―この1冊でドメスティック・バイオレンスまるわかり 番　敦子、根本　真美子、中山　洋子 明石書店 ○

女性 1 75 女性と穢れの歴史 成清　弘和 塙書房 ○

女性 1 76 職場相談員のためのセクハラ防止完全マニュアル 金子　雅臣 築地書館 ○

女性 1 77 女らしさ・男らしさ―ジェンダーを考える 森永　康子 北大路書房 ○

女性 1 78 Q&A男女共同参画／ジェンダーフリー・バッシング 日本女性学会ジェンダー研究会 明石書店 ○

女性 1 79 癒しのエンパワメント―性虐待からの回復ガイド 森田　ゆり 築地書館 ○

女性 1 80 女性労働研究　Ｎｏ．４５　男女賃金差別裁判に挑む 女性労働問題研究会 女性労働問題研究会 ○

女性 1 81 ジェンダーの心理学―「男女の思いこみ」を科学する 青野　篤子、土肥　伊都子、森永　康子 ミネルヴァ書房 ○

女性 1 82 「女人禁制」Q&A 源　淳子 解放出版社 ○

女性 1 83 「家事の値段」とは何か　アンペイドワークを測る 久場　嬉子、竹信　三恵子 岩波書店 ○

女性 1 84 デートレイプってなに?―知りあいからの性的暴力 アンドレア・パロット 大月書店 ○

女性 1 85 グラミン銀行を知っていますか―貧困女性の開発と自立支援 坪井　ひろみ 東洋経済新報社 ○
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分野 分類 番号 書　　　　　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　社 取得年月 取得区分 在庫確認 禁帯出区分

女性 1 86 シェルターから考えるドメスティック・バイオレンス―被害女性と子どもの自立支援のために かながわ女のスペースみずら 明石書店 ○

女性 1 87 シェルター・女たちの危機―人身売買からドメスティック・バイオレンスまで“みずら”の10年 かながわ女のスペースみずら 明石書店 ○

女性 1 88 仕事と家庭と子育てと、私―働きつづける困難を乗り越えた女性たちの胸のうち トライワークス 本の泉社 ○

女性 1 89 Ｑ＆Ａ　わかりやすい女性の人権 渡辺　智子 明石書店 ○

女性 1 90 立ち上がりつながるマイノリティ女性 反差別国際運動日本委員会 解放出版社 ○

女性 1 91 先輩からのアドバイス　ーこんなとき、あんなときー ２１世紀職業財団 ２１世紀職業財団 ○

女性 1 92 セクシュアルハラスメント相談担当者のためのAtoZ ２１世紀職業財団 ２１世紀職業財団 ○

女性 1 93 １３の事例で学ぶ職場でのセクハラ問題解決事例集 ２１世紀職業財団 ２１世紀職業財団 ○

女性 1 94 デートDVってなに？Q＆A 日本DV防止情報センター 解放出版社 ○

女性 1 95 セクハラ相談の基本と実際　疑問スッキリ！ 周藤　由美子 新水社 ○

女性 1 96 ジェンダーで学ぶ宗教学 田中　雅一 世界思想社 ○

女性 1 97 セクシュアルハラスメントをしない、させないための防止マニュアル 青木　孝 小学館 ○

女性 1 98 弁護士が説くDV解決マニュアル〔第2版〕 長谷川京子他 朱鷺書房 ○

女性 1 99 新版　ドメスティック・バイオレンスへの視点 日本DV防止センター 朱鷺書房 ○

女性 1 100 DV被害者支援ハンドブック 尾崎礼子 朱鷺書房 ○

女性 1 101 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 解放出版社 ○

女性 1 102 詳解ＤＶ防止法２００８年版 南野　知恵子　他 ぎょうせい ○

女性 1 103 新版　ドメスティック・バイオレンス 草柳和之 岩波書店 ○

女性 1 104 加害者は変われるか？　～DVと虐待をみつめながら 信田さよ子 筑摩書房 ○

女性 1 105 女性白書２００８ 日本婦人団体連合会 ほるぷ出版 ○

女性 1 106 ジェンダーで考える教育の現在（いま） 木村涼子 解放出版社 ○

女性 1 107 知っていますか？セクシュアル・ハラスメント　第3集 養父知美他 解放出版社 ○

女性 1 108 平成２０年度版　男女共同参画白書 内閣府 ○

女性 1 109 女の絶望 伊藤　比呂美 光文社 ○

女性 1 110 フェミニストカウンセリングへの招待 井上摩耶子 ユック舎 ○

女性 1 111 ともにつくる物語　～アルコール依存症回復女性とフェミニストカウンセラーとの対話 松下美江子、井上摩耶子 ユック舎 ○

女性 1 112 女と絵本と男 中川素子 翰林書房 ○

女性 1 113 なぜ男は暴力を選ぶのか　～ドメスティックバイオレンス理解の初歩 沼崎一郎 かもがわ出版 ○
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分野 分類 番号 書　　　　　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　社 取得年月 取得区分 在庫確認 禁帯出区分

女性 1 114 保健・医療のためのDV対応トレーニング・マニュアル 友田尋子編訳 解放出版社 ○

女性 1 115 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４版 日本DV防止センター 解放出版社 ○

女性 1 116 女は男のそれをなぜセクハラと呼ぶか 山田秀雄 角川書店 ○

女性 1 117 メディアリテラシーとジェンダー 諸橋泰樹 現代書館 ○

女性 1 118 弁護士が教えるセクハラ対策ルールブック 山田秀雄 日本経済新聞社 ○

女性 1 119 市役所の女 植木とみ子 海鳥社 ○

女性 1 120 なぜ女は昇進を拒むのか　～進化心理学が説く性差のパラドクス スーザン・ピンカー 早川書房 ○

女性 1 121 よくわかるDV被害者への理解と支援 石井朝子 明石書店 ○

女性 1 122 愛という名の支配 田嶋陽子 太郎次郎社 ○

女性 1 123 平成２１年度男女共同参画白書 内閣府 内閣府 ○

女性 1 124 働く女性とマタニティ・ハラスメント 杉浦浩美 大月書店 Ｈ２２．５月 購入 ○

女性 1 125 日本の寡婦・やもめ・後家・未亡人 青木デボラ 明石書店 Ｈ２２．５月 購入 ○

女性 1 126 キャンパスセクハラ対策の進化　～事案争点と処分・裁判編 井口博・渡邉正 地域科学研究会 Ｈ２２．５月 購入 ○

女性 1 127 平成２２年版　男女共同参画白書 内閣府 Ｈ２３．2月 購入 ○

女性 1 128 大人になる前のジェンダー論 浅野富美枝　ほか はるか書房 Ｈ２３．３月 購入 ○

女性 1 129 デートＤＶ　－愛か暴力か、見抜く力があなたを救う－ 遠藤智子 ベストセラーズ Ｈ２３．３月 購入 ○

女性 1 130 傷ついたあなたへ　わたしがわたしを大切にするということ レジリエンス 梨の木舎 Ｈ２３．３月 購入 ○

女性 1 131 傷ついたあなたへ２　わたしがわたしを幸せにするということ レジリエンス 梨の木舎 Ｈ２３．３月 購入 ○

女性 1 132 女ぎらい―ニッポンのミソジニー 上野千鶴子 紀伊國屋書店 Ｈ２３．３月 購入 ○

女性 1 133 続・女なら二足のわらじ 広岡立美 有信堂高文社 Ｈ２３．３月 購入 ○

女性 1 134 マザーズ 金原ひとみ 新潮社 Ｈ２４．３月 購入 ○

女性 1 135 ストップ！デートＤＶ 伊田広行 解放出版社 Ｈ２４．３月 購入 ○

女性 1 136 現代の「女人禁制」　性差別の根源を探る 解放出版社 Ｈ２４．３月 購入 ○

女性 1 137 ポジティヴ・アクション－「法による平等」の特技－ 辻村みよ子 岩波書店 Ｈ２４．３月 購入 ○

女性 1 138 デートＤＶと恋愛 伊田広行 大月書店 H25年2月 購入 ○

女性 1 139 性暴力 読売新聞大阪本社社会部 中央公論新社 H25年2月 購入 ○

女性 1 140 職場におけるセクシャルハラスメント・パワーハラスメント防止のために　－新・相談対応マニュアル－ － 21世紀職業財団 H25年3月 購入 ○

女性 1 141 増補版　わかりやすいセクシャルハラスメント裁判例集 － 21世紀職業財団 H25年3月 購入 ○
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分野 分類 番号 書　　　　　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　社 取得年月 取得区分 在庫確認 禁帯出区分

女性 1 142 女性労働の分析２０１１年 － 21世紀職業財団 H25年3月 購入 ○

女性 1 143 詳説　男女雇用機会均等法 － 21世紀職業財団 H25年3月 購入 ○

女性 1 144 紙芝居「ＬＯＶＥ？ストーリー」 ハーティ仙台 ハーティ仙台 H26年2月 購入 ○

女性 1 145 紙芝居「性暴力はイヤ！」 ハーティ仙台 ハーティ仙台 H26年2月 購入 ○

女性 1 146 女たちのサバイバル作戦 上野 千鶴子 文藝春秋 H26年3月 購入 ○

女性 1 147 働く女性のための＜リーダーシップ＞講義 花村　邦昭 三和書籍 H26年3月 購入 ○

女性 1 148 格付けしあう女たち 白河　桃子 ポプラ社 H26年3月 購入 ○

女性 1 149 性と柔　-　女子柔道史から問う 溝口　紀子 河出ブックス H26年3月 購入 ○

女性 1 150 生理用品の社会史　 田中　ひかる ミネルヴァ書房 H26年3月 購入 ○

女性 1 151 翻訳がつくる日本語 中村　桃子 白澤社 H26年3月 購入 ○

女性 1 152 『青鞜』の冒険 森　まゆみ 平凡社 H26年3月 購入 ○

女性 1 153 少子化論 松田　茂樹 勁草書房 H26年3月 購入 ○

女性 1 154 ダメをみがく 津村　記久子、深澤　真紀 紀伊国屋書店 H26年3月 購入 ○

女性 1 155 女子プロレスラーの身体とジェンダー 合場　敬子 明石書店 H26年3月 購入 ○

女性 1 156 立身出世と下半身 澁谷　知美 洛北出版 H26年3月 購入 ○

女性 1 157 ケアメンを生きる 津止　正敏 クリエイツかもがわ H26年3月 購入 ○

女性 1 158 不妊治療、やめました。 堀田　あきお＆かよ ぶんか社 H26年3月 購入 ○

女性 1 159 ジェンダーと「自由」 三浦　玲一、早坂　静 彩流社 H26年3月 購入 ○

女性 1 160 女性ホームレスとして生きる 丸山　里美 世界思想社 H26年3月 購入 ○

女性 1 161 性と法律 角田　由紀子 岩波新書 H26年3月 購入 ○

女性 1 162 ジェンダーとセクシュアリティ 大越　愛子、倉橋　耕平 昭和堂 H26年3月 購入 ○

女性 1 163 こうして女性は強くなった。 読売新聞生活部 中央公論新社 H26年3月 購入 ○

女性 1 164 マスメディアと社会生活－ジェンダー・地方・ダイバーシティの視座から 四方由美 学文社 H27年2月 寄贈 ○

女性 1 165 最貧困女子 鈴木大介 幻冬舎新書 H27年3月 購入 ○

女性 1 166 シングルマザーの貧困 水無田気流 光文社新書 H27年3月 購入 ○

女性 1 167 女性たちの貧困 NHK「女性の貧困」取材班 幻冬舎 H27年3月 購入 ○

女性 1 168 失職女子。 大和彩 ＷＡＶＥ出版 H27年3月 購入 ○

女性 1 169 賃金差別を許さない！ リリー・レッドベター、ラニアー・S．アイソム 岩波書店 H27年3月 購入 ○
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分野 分類 番号 書　　　　　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　社 取得年月 取得区分 在庫確認 禁帯出区分

女性 1 170 あきらめない 村木厚子 日経ビジネス人文庫 H27年3月 購入 ○

女性 1 171 ジェンダー史 大口勇次郎・成田龍一・服藤早苗　編 山川出版社 H27年3月 購入 ○

女性 1 172 市川房枝と「大東亜戦争」 進藤久美子 法政大学出版局 H27年3月 購入 ○

女性 1 173 男子の性教育 村瀬幸浩 大修館書店 H27年3月 購入 ○

女性 1 174 犯罪報道におけるジェンダー問題に関する研究 四方由美 学文社 H27年3月 購入 ○

女性 1 175 イスラーム世界のジェンダー秩序 辻上奈美江 明石書店 H27年3月 購入 ○

女性 1 176 家事労働ハラスメント 竹信三恵子 岩波新書 H27年3月 購入 ○

女性 1 177 家事労働に賃金を マリアローザ・ダラ・コスタ インパクト出版会 H27年3月 購入 ○

女性 1 178 お母さんは忙しくなるばかり ルース・シュウォーツ・コーワン 法政大学出版局 H27年3月 購入 ○

女性 1 179 主婦論争を読む　Ⅰ 上野千鶴子　編 勁草書房 H27年3月 購入 ○

女性 1 180 主婦論争を読む　Ⅱ 上野千鶴子　編 勁草書房 H27年3月 購入 ○

女性 1 181 少子化時代の「良妻賢母」 S・D・ハロウェイ 新曜社 H27年3月 購入 ○

女性 1 182 マタニティハラスメント 溝上憲文 宝島社新書 H27年3月 購入 ○

女性 1 183 スクールセクハラ 池谷孝司 幻冬舎 H27年3月 購入 ○

女性 1 184 高学歴女子の貧困 大理奈穂子・栗田隆子・大野左紀子 著、水月昭道 監修
 光文社新書 H27年3月 購入 ○

女性 1 185 ブルー・ハート ライトハウス(作)､Coo(画) NPO法人 人身取引被害者ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ ﾗｲﾄﾊｳｽ H28年1月 寄贈 ○

女性 1 186 女性に対する暴力に関する立法ハンドブック 国連経済社会局 女性の地位向上部 （DAW） 信山社 H28年3月 購入 ○

女性 1 187 「居場所」のない男、「時間」がない女 水無田　気流 日本経済新聞出版社 H28年3月 購入 ○

女性 1 188 マタハラ問題 小酒部　さやか ちくま新書 H28年3月 購入 ○

女性 1 189 ルポ貧困女子 飯島裕子 岩波新書 H28年12月 購入 ○

女性 1 190 女の子は本当にピンクが好きなのか 堀越英美 Ｐヴァイン H28年12月 購入 ○

女性 1 191 愛を言い訳にする人たち　ＤＶ加害男性７００人の告白 山口のり子 梨の木舎 H28年12月 購入 ○

女性 1 192 裸足で逃げる　沖縄の夜の街の少女たち 上間陽子 太田出版 H29年3月 購入 ○

女性 1 193 デートDV・ストーカー対策のネクストステージ～被害者支援／加害者対応のコツとポイント～ 伊田 広行 解放出版社 H29年3月 購入 ○

女性 1 194 リベンジポルノ　性を拡散される若者たち 渡辺真由子 弘文堂 H29年3月 購入 ○

女性 1 195 女性が活躍する社会の実現 加藤久和 中央経済社 H29年3月 購入 ○

女性 1 196 女性はなぜ活躍できないのか 大沢真知子 東洋経済新報社 H29年3月 購入 ○

女性 1 197 ＡＶ出演を強要された彼女たち 宮本節子 ちくま新書 H29年12月 購入 ○
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分野 分類 番号 書　　　　　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　社 取得年月 取得区分 在庫確認 禁帯出区分

女性 1 198 ワンオペ育児　わかってほしい休めない日常 藤田結子 毎日新聞出版 H29年12月 購入 ○

女性 1 199 シングル女性の貧困 小杉礼子、鈴木晶子、野依智子 明石書店 H29年12月 購入 ○

女性 1 200 女の子が生きていくときに、覚えていてほしいこと 西原理恵子 角川書店 H29年12月 購入 ○

女性 1 201 はじめてのジェンダー論 加藤秀一 有斐閣 H29年12月 購入 ○

女性 1 202 男性支配 ブルデュー 藤原書店 H30年1月 購入 ○

女性 1 203 働き方の男女不平等　理論と実証分析 山口一男 日本経済新聞出版社 H30年1月 購入 ○

女性 1 204 ブラックボックス 伊藤詩織 文藝春秋 H30年3月 購入 ○

女性 1 205 母ではなくて、親になる 山崎ナオコーラ 河出書房新社 H30年3月 購入 ○

女性 1 206 男も女もみんなフェミニストでなきゃ チママンダ・ンゴズィ・アディーチェ 河出書房新社 H30年3月 購入 ○

女性 1 207 漂流女子 中島かおり 朝日新書 H30年3月 購入 ○

女性 1 208 ストーカー 小早川明子 中央公論新社 H30年3月 購入 ○

女性 1 209 シングル女性の貧困 明石書店 H30年3月 購入 ○

女性 1 210 男尊女子 酒井順子 集英社 H30年3月 購入 ○

女性 1 211 家族・働き方・社会を変える父親への子育て支援 小崎恭弘・田辺昌吾・松本しのぶ ミネルヴァ書房 H30年3月 購入 ○

子ども 2 1 子どもの心に燃える火を 福井達雨 日本キリスト教団出版局 ○

子ども 2 2 子どもを見る目 高木俊一郎 学苑社 ○

子ども 2 3 サラダボウルの国カナダ 小出まみ　他 ひとなる書房 ○

子ども 2 4 子どもと人権意識 池田孝雄 兵庫部落問題研究所 ○

子ども 2 5 小さな手・折れた翼 落合　恵子 国土社 ○

子ども 2 6 知っていますか？子どもの虐待（一問一答） 田上　時子 解放出版社 ○

子ども 2 7 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編 解放出版社 ○

子ども 2 8 ５つの窓から見た子どもの観察 人権と仲間関係研究会 解放出版社 ○

子ども 2 9 子どもの権利と参加　～人権教育を具体化するために～ ヒューライツ大阪 解放出版社 ○

子ども 2 10 子どもの虐待 森田ゆり 岩波ブックレット ○

子ども 2 11 子どもと暴力 森田ゆり 岩波書店 ○

子ども 2 12 おとなのための子どもの権利条約 解放出版社 ○

子ども 2 13 川崎発子どもの権利条例 子どもの権利条約総合研究所　編 エイデル研究所 ○

子ども 2 14 Ｑ＆Ａ子ども虐待問題を知るための基礎知識 小木曽　宏 明石書店 ○
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分野 分類 番号 書　　　　　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　社 取得年月 取得区分 在庫確認 禁帯出区分

子ども 2 15 虐待を受けた子どもの治療戦略-被害者からサバイバーへ- ｼｪﾘﾙL．ｶｰﾌﾟ、ﾄﾚｲｼｰL．ﾊﾞﾄﾗｰ 明石書店 ○

子ども 2 16 虐待とドメスティック・バイオレンスのなかにいる子どもたちへ ﾁﾙﾄﾞﾚﾝ･ｿｻｴﾃｨ 明石書店 ○

子ども 2 17 子どもたちのアフリカ 石　弘之 岩波書店 ○

子ども 2 18 ぼく、あいにきたよ。 明川哲也・児嶋サコ 文藝春秋 ○

子ども 2 19 男の子の性の本　－さまざまなセクシュアリティ－ メンズセンター編著 解放出版社 ○

子ども 2 20 女の子の性の本　－こころもからだも私のもの－ 池田久美子・尾藤りつ子 解放出版社 ○

子ども 2 21 新・子どもの虐待　－生きる力が侵されるとき－ 森田ゆり 岩波書店 ○

子ども 2 22 子どもが語る施設の暮らし 『子どもが語る施設の暮らし』編集委員会編 明石書店 ○

子ども 2 23 子どもが語る施設の暮らし２ 『子どもが語る施設の暮らし』編集委員会編 明石書店 ○

子ども 2 24 性虐待の父に育てられた少女（わたし）　－蘇生への道－ 川平那木 解放出版社 ○

子ども 2 24 性虐待の父に育てられた少女（わたし）　－蘇生への道－ 川平那木 解放出版社 ○

子ども 2 25 子どもがかたる人権の詩（うた） 宮崎繁樹 明石書店 ○

子ども 2 26 子ども白書2005 日本子どもを守る会 草土文化 ○

子ども 2 27 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 解放出版社 ○

子ども 2 28 夜回り先生　１ 土田　世紀、水谷　修 小学館 ○

子ども 2 29 夜回り先生　２ 土田　世紀、水谷　修 小学館 ○

子ども 2 30 夜回り先生　３ 土田　世紀、水谷　修 小学館 ○

子ども 2 31 夜回り先生　４ 土田　世紀、水谷　修 小学館 ○

子ども 2 32 こどもたちへ 夜回り先生からのメッセージ 水谷　修 サンクチュアリ出版 ○

子ども 2 33 いま、暗闇でふるえているきみへ 義家　弘介 光文社 ○

子ども 2 34 いじめ闘争記 江藤　咲希 アルファポリス ○

子ども 2 35 新 凍りついた瞳 椎名　篤子 集英社 ○

子ども 2 36 子どもの虐待防止・法的実務マニュアル 日本弁護士連合会子どもの権利委員会 明石書店 ○

子ども 2 37 はい、子どもの人権オンブズパーソンです―兵庫県川西市の試みから 住友　剛 部落解放・人権研究所 ○

子ども 2 38 子どもの声を聴く―めっせーじ・ふろむ・チャイルドライン OSAKA 子ども情報研究センター 明石書店 ○

子ども 2 39 CAPへの招待―すべての子どもに「安心・自信・自由」の権利を CAPセンターJAPAN 解放出版社 ○

子ども 2 40 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 ほるぷ出版 ○

子ども 2 41 子ども虐待(いじめ)の防止力を育てる―子どもの権利とエンパワメント 村本　邦子、前村　よう子、西　順子 三学出版 ○
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分野 分類 番号 書　　　　　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　社 取得年月 取得区分 在庫確認 禁帯出区分

子ども 2 42 13歳のハローワーク 村上　龍 幻冬舎 ○

子ども 2 43 いじめの根を絶ち子どもを守るガイド―親と教師は暴力のサイクルをいかに断ち切るか バーバラ・コロローソ 東京書籍 ○

子ども 2 44 里親入門―制度・支援の正しい理解と発展のために 湯沢　擁彦 ミネルヴァ書房 ○

子ども 2 45 子育てハッピーアドバイス 明橋大二 １万年堂出版 ○

子ども 2 46 子育てハッピーアドバイス２ 明橋大二 １万年堂出版 ○

子ども 2 47 子育てハッピーアドバイス３ 明橋大二 １万年堂出版 ○

子ども 2 48 お父さん、子どもの声を聴いていますか？ 大西二郎 清流出版 ○

子ども 2 49 子どもの権利ノート 井上　　仁 明石書店 ○

子ども 2 50 児童虐待の早期発見と防止マニュアル医師のために 日本医師会 明石書店 ○

子ども 2 51 子ども家庭支援員マニュアル 桐野由美子　家庭訪問支援プロジェクトチーム 明石書店 ○

子ども 2 52 育つ・育てる・育ちあう 井上寿美　笹倉千佳弘 明石書店 ○

子ども 2 53 子どもの権利ガイドブック 日本弁護士連合会 明石書店 ○

子ども 2 54 「ノー」をいえる子どもに サリー・Ｊ・ク－パー 童話館出版 ○

子ども 2 55 家庭の崩壊と子どもたち　（子どもの人権双書１） 平湯　真人編 明石書店 ○

子ども 2 56 施設でくらす子どもたち　（子どもの人権双書２） 平湯　真人編 明石書店 ○

子ども 2 57 マイノリティの子どもたち　（子どもの人権双書３） 中川　明編 明石書店 ○

子ども 2 58 少年非行と子どもたち　（子どもの人権双書５） 後藤　弘子編 明石書店 ○

子ども 2 59 障害をもつ子どもたち　（子どもの人権双書６） 児玉　勇二編 明石書店 ○

子ども 2 60 乳幼児期の子どもたち　（子どもの人権双書７） 坪井　節子編 明石書店 ○

子ども 2 61 アジアの子どもと日本　（子どもの人権双書８） 荒巻　重人編著 明石書店 ○

子ども 2 62 子どもたちと性　（子どもの人権双書９） 坪井　節子著 明石書店 ○

子ども 2 63 宗教と子どもたち　（子どもの人権双書１１） 中川　明編 明石書店 ○

子ども 2 64 「愛されたい」を拒絶される子どもたち 椎名　篤子 大和書房 ○

子ども 2 65 子どもとともに創る学校　子どもの権利条約の風を北海道・十勝から ポプラ社 ○

子ども 2 66 いじめーひとりぼっちの戦い（マンガ） 五十嵐かおる 小学館 ○

子ども 2 67 「いじめ」が終わるとき 芹沢　俊介 採流社 ○

子ども 2 68 子どもが忌避される時代 本田和子 新曜社 ○

子ども 2 69 光さすまで負けないで 大羽　武 幻冬社ルネッサンス ○
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分野 分類 番号 書　　　　　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　社 取得年月 取得区分 在庫確認 禁帯出区分

子ども 2 70 子どもの参加　～国際社会と日本のあゆみ アジア・太平洋人権情報センター 解放出版社 ○

子ども 2 71 少女売買 長谷川　まり子 光文社 ○

子ども 2 72 育児放棄ネグレクト～なぜ真奈ちゃんは死んだか 杉山　春 小学館 ○

子ども 2 73 モンゴルのストリートチルドレン 長沢孝司他 朱鷺書房 ○

子ども 2 74 「いじめ」Ｑ＆Ａ改訂　～子どもの人権を守ろう～ 人権実務研究会 ぎょうせい ○

子ども 2 75 Ｑ＆Ａ児童虐待防止ハンドブック 児童虐待問題研究会 ぎょうせい ○

子ども 2 76 「家庭教育」の隘路　（子育てに強迫される母親たち） 本田由紀 草書房 ○

子ども 2 77 空になりたい 桜井亜美 講談社 ○

子ども 2 78 ぼくをたすけて～子どもを虐待から守るために 文・才村純、絵・葉祥明 中央法規 ○

子ども 2 79 防犯先生の子ども安全マニュアル 清永賢二 東洋経済新報社 ○

子ども 2 80 いじめ臨床 本間友巳 ナカニシヤ出版 ○

子ども 2 81 金色のゆりかご 佐川光晴 光文社 ○

子ども 2 82 子どもと絵本を読みあう 村中李衣 ぶどう社 ○

子ども 2 83 教室の悪魔 山脇由貴子 ポプラ社 ○

子ども 2 84 暴力防止の４つの力　～子どものエンパワメント 田上時子 解放出版社 ○

子ども 2 85 うまれてきたんだよ 内田麟太郎 解放出版社 ○

子ども 2 86 絵本と子育てのおいしい関係 林田鈴枝 解放出版社 ○

子ども 2 87 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 ○

子ども 2 88 たすけて！私は子どもを虐待したくない　～世代連鎖を断ち切る支援 長谷川　博一 径書房 ○

子ども 2 89 子ども虐待と発達障害　～発達障害のある子ども虐待への援助手法 渡辺　隆 東洋館出版社 ○

子ども 2 90 児童虐待　～現場からの提言　　（岩波新書） 川崎　二三彦 岩波書店 ○

子ども 2 91 子ども虐待対応の手引き　～平成１７年３月２５日改訂版 日本子ども家庭総合研究所 有斐閣 ○

子ども 2 92 子ども虐待という第四の発達障害 杉山　登志郎 学習研究社 ○

子ども 2 93 いやされない傷　～児童虐待と傷ついていく脳 コーティン　H　タイチャー 診断と治療社 ○

子ども 2 94 まんが　石井十次物語 岡山「石井十次顕彰会」 ○

子ども 2 95 平成２０年度版　少子化社会白書 内閣府 ○

子ども 2 96 暴力家庭で育ったあなたへ 日本トラウマ・サバイバーズ・ユニオン 解放出版社 ○

子ども 2 97 今日から怒らないママになれる本 川井道子 学陽書房 ○
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子ども 2 98 Q＆A　里親養育を知るための基礎知識【第２版】 庄司順一 明石書店 ○

子ども 2 99 子ども虐待を防ぐ市町村ネットワークとソーシャルワーク 山野則子 明石書店 ○

子ども 2 100 未来の君が待つ場所へ～先生はいじめられっ子だった 宮本延春 講談社 ○

子ども 2 101 オール１の落ちこぼれ、教師になる 宮本延春 角川書店 ○

子ども 2 102 「ホームレス」襲撃事件と子どもたち～いじめの連鎖を絶つために 北村年子 太郎次郎社 ○

子ども 2 103 青少年の治療・教育的援助と自立支援　～虐待・発達障害・非行など深刻な問題を抱える青少年の治療・教育モデルと実践講座 土井高徳 福村出版 ○

子ども 2 104 ルポ　児童虐待　　（朝日新書） 朝日新聞大阪本社 朝日新聞出版 ○

子ども 2 105 優しさはどこから 細谷亮太 婦人之友社 ○

子ども 2 106 これからの児童擁護 柏女霊峰 生活書院 ○

子ども 2 107 神様からの贈り物　里親土井ホームの子どもたち　　～希望と再生の物語 土井高徳 福村出版 ○

子ども 2 108 ディープ・ブルー　～虐待を受けた子どもたちの成長と困難の記録 粟津美穂 太郎次郎社 ○

子ども 2 109 Q＆A子ども虐待問題を知るための基礎知識　　　【第2版】 小木曽宏 明石書店 ○

子ども 2 110 居場所を失った子どもを守る　子どものシェルターの挑戦 カリヨン＋てんぽ他 明石書店 ○

子ども 2 111 子ども家庭相談に役立つ児童青年精神医学の基礎知識 小野善郎 明石書店 ○

子ども 2 112 子どものいない夫婦のための里親ガイド 吉田奈穂子 明石書店 ○

子ども 2 113 子どもの貧困白書 子どもの貧困白書編集委員会 明石書店 ○

子ども 2 114 性虐待を生きる力に変えて　【第1巻】親と教師のためのガイド グループ・ウィズネス編 明石書店 ○

子ども 2 115 性虐待を生きる力に変えて　【第２巻】小さな女の子・男の子のためのガイド グループ・ウィズネス編 明石書店 ○

子ども 2 116 性虐待を生きる力に変えて　【第３巻】１０代の少女のためのガイド グループ・ウィズネス編 明石書店 ○

子ども 2 117 平成２１年度少子化社会白書 内閣府 内閣府 ○

子ども 2 118 いじめに立ち向かうワークブック（１）小学校低学年用 キャロル・グレイ クリエイツかもがわ ○

子ども 2 119 いじめに立ち向かうワークブック（２）小学校高学年・中学生以上用 キャロル・グレイ クリエイツかもがわ ○

子ども 2 120 子ども達の遺言 谷川俊太郎 佼成出版社 ○

子ども 2 121 少年事件　心は裁判でどう扱われるか　～弁護士と精神科医の対話～ 高岡健 明石書店 Ｈ２２．５月 購入 ○

子ども 2 122 Q＆A　少年事件と裁判員裁判　～少年の立ち直りと向きあう裁判員のために～ 加藤幸雄 藤原正範 明石書店 Ｈ２２．５月 購入 ○

子ども 2 123 性虐待を生きる力に変えて　第４巻　子どものころに性虐待を受けた女性のためのガイド グループ・ウィズネス編 明石書店 Ｈ２２．５月 購入 ○

子ども 2 124 性虐待を生きる力に変えて　第５巻　子どものころに性虐待を受けた人のパートナーのためのガイド グループ・ウィズネス編 明石書店 Ｈ２２．５月 購入 ○

子ども 2 125 性虐待を生きる力に変えて　第６巻　性暴力を生きぬいた少年と男性の癒しのガイド グループ・ウィズネス編 明石書店 Ｈ２２．５月 購入 ○
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子ども 2 126 不登校、ひきこもり　こころの解説書　～僕がひきこもりだったときに言えなかったこと～ 金馬宗昭 学びリンク Ｈ２２．５月 購入 ○

子ども 2 127 里親と子ども 『里親と子ども』編集委員会編 明石書店 Ｈ２２．５月 購入 ○

子ども 2 128 被害者のこころ　加害者のこころ　～子どもをめぐる３０のストーリー～ 藤原正範 明石書店 Ｈ２２．５月 購入 ○

子ども 2 129 少年院のかたち 毛利甚八 現代人文社 Ｈ２２．５月 購入 ○

子ども 2 130 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 中央法規出版 Ｈ２２．５月 購入 ○

子ども 2 131 非行少年の加害と被害　～非行心理臨床の現場から 藤岡淳子 誠信書房 Ｈ２２．５月 購入 ○

子ども 2 132 性暴力の理解と治療教育 藤岡淳子 誠信書房 Ｈ２２．５月 購入 ○

子ども 2 133 医者が泣くということ 細谷亮太 角川書店 Ｈ２２．５月 購入 ○

子ども 2 134 今、伝えたい、「いのちの言葉」 細谷亮太 佼成会出版社 Ｈ２２．５月 購入 ○

子ども 2 135 子ども・子育て白書 内閣府 Ｈ２３．２月 購入 ○

子ども 2 136 困っている子を支援する6つのステップ 藤野京子 明石書店 Ｈ２３．３月 購入 ○

子ども 2 137 やる気を育てる子育てコーチング 武田建 創元社 Ｈ２３．３月 購入 ○

子ども 2 138 「いじめ」のメカニズム 田中美子 世界思想社 Ｈ２３．３月 購入 ○

子ども 2 139 誰かボクに、食べものちょうだい 赤旗社会部「子どもと貧困」取材班 新日本出版社 Ｈ２３．３月 購入 ○

子ども 2 140 夢をかなえる力 読売光と愛の事業団 明石書店 Ｈ２３．３月 購入 ○

子ども 2 141 子ども被害者学のすすめ デイビッド・フィンケルホー 岩波書店 Ｈ２３．３月 購入 ○

子ども 2 142 ファミリー・シークレット 柳美里 講談社 Ｈ２３．３月 購入 ○

子ども 2 143 子ども虐待としてのＤＶ 春原由紀 星和書店 Ｈ２４．３月 購入 ○

子ども 2 144 ３・１１被災地子ども白書 大橋雄介 明石書店 Ｈ２４．３月 購入 ○

子ども 2 145 家のない少年たち 鈴木大介 太田出版 Ｈ２４．３月 購入 ○

子ども 2 146 親ががんばらないほうが子どもは伸びる！ 親野智可等 ＷＡＶＥ出版 Ｈ２４．３月 購入 ○

子ども 2 147 １０代の子をもつ親が知っておきたいこと　思春期の心と向きあう 水島広子 紀伊國屋書店 H25年2月 購入 ○

子ども 2 148 新版　子どもとまなぶ　いじめ・暴力克服プログラム 武田さち子 合同出版 H25年3月 購入 ○

子ども 2 149 ありがとう 水谷修 日本評論社 H25年2月 購入 ○

子ども 2 150 大丈夫。がんばっているんだから 渡井さゆり 徳間書店 H25年2月 購入 ○

子ども 2 151 いつか見た青い空 りさり 新書館 H25年2月 購入 ○

子ども 2 152 「子どもの権利条約」絵事典 木附千晶文、ほか PHP研究所 H25年2月 購入 ○

子ども 2 153 エッチのまわりにあるもの　保健室の社会学 すぎむらなおみ 解放出版社 H25年2月 購入 ○
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子ども 2 154 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、ほか 解放出版社 H25年2月 購入 ○

子ども 2 155 いじめの連鎖を断つ　あなたもできる「いじめ防止プログラム」 砂川真澄 冨山房 H25年2月 購入 ○

子ども 2 156 いじめ　手おくれになる前に エレイン・スレベンス 大月書店 H25年2月 購入 ○

子ども 2 157 小学校発！　一人ひとりが輝くほめ言葉のシャワー 菊池省三 日本標準 H25年2月 購入 ○

子ども 2 158 希望をつむぐ高校　生徒の現実と向きあう学校改革 菊池栄治 岩波書店 H25年2月 購入 ○

子ども 2 159 子どもの虐待防止・法的実務マニュアル（第５版） 日本弁護士連合会 明石書店 H25年3月 購入 ○

子ども 2 160 性的虐待を受けた子ども・性的問題行動を示す子どもへの支援 八木修司・岡本正子 明石書店 H25年3月 購入 ○

子ども 2 161 尾木ママと考える　いじめのない学校といじめっ子にしない子育て 尾木直樹 ほんの木 H25年3月 購入 ○

子ども 2 162 子育てのリアリティ　「子どもがかわいく思えない」そして、その後 高江幸恵 子どもの未来社 H25年3月 購入 ○

子ども 2 163 新版　いじめの中で生きるあなたへ　大人から伝えたい「ごめんね」のメッセージ 小森美登里 ＷＡＶＥ出版 H25年3月 購入 ○

子ども 2 164 わが子のいじめ自殺でわかった　今、子どもたちと教師に起きている本当のこと 小森美登里 ＷＡＶＥ出版 H25年3月 購入 ○

子ども 2 166 ２１世紀の子育て（日本の親たちへのメッセージ） 松居 和 エイデル研究所 H25年10月 購入 ○

子ども 2 167 なぜわたしたちは０歳児を授かるのか 松居 和 国書刊行会 H25年10月 購入 ○

子ども 2 168 子育てのゆくえ 松居 和 エイデル研究所 H25年10月 購入 ○

子ども 2 169 家庭崩壊　学級崩壊　学校崩壊 松居 和 エイデル研究所 H25年10月 購入 ○

子ども 2 170 いじめ加害者を厳罰にせよ 内藤 朝雄 ＫＫベストセラーズ H26年2月 購入 ○

子ども 2 171 いじめと現代社会 内藤 朝雄 双風舎 H26年2月 購入 ○

子ども 2 172 いじめ問題をどう克服するか 尾木　直樹 岩波新書 H26年3月 購入 ○

子ども 2 173 教室内カースト 鈴木　翔 光文社新書 H26年3月 購入 ○

子ども 2 174 ルポ虐待　－大阪二児置き去り死事件 杉山　春 ちくま新書 H26年3月 購入 ○

子ども 2 175 あの日からもずっと、福島・渡利で子育てしています 佐藤　秀樹 かもがわ出版 H26年3月 購入 ○

子ども 2 176 いじめる子 本庄　豊 文理閣 H26年3月 購入 ○

子ども 2 177 いじめの深層を科学する 清永　賢二 ミネルヴァ書房 H26年3月 購入 ○

子ども 2 178 犯罪からの子どもの安全を科学する 清永　奈穗　ほか ミネルヴァ書房 H26年3月 購入 ○

子ども 2 179 ネットいじめはなぜ「痛い」のか 原　清治、山内　乾史 ミネルヴァ書房 H26年3月 購入 ○

子ども 2 180 大人が知らないネットいじめの真実 渡辺　真由子 ミネルヴァ書房 H26年3月 購入 ○

子ども 2 181 ママまた離婚するの!?　離婚家庭で育った子どもの気持ち 新川　明日菜 東京シュ－レ出版 H26年3月 購入 ○

子ども 2 182 一度も愛してくれなかった母へ、一度も愛せなかった男たちへ 遠野　なぎこ ブックマン社 H26年3月 購入 ○
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子ども 2 183 ランドセル俳人の五・七・五 小林　凜 ブックマン社 H26年3月 購入 ○

子ども 2 184 指導死 大貫　隆志 高文妍 H26年3月 購入 ○

子ども 2 185 体罰の社会史 江森　一郎 新曜社 H26年3月 購入 ○

子ども 2 186 いじめの直し方 内藤　朝雄、萩上　チキ 朝日新聞出版 H26年3月 購入 ○

子ども 2 187 いじめの構造 内藤　朝雄 講談社現代新書 H26年3月 購入 ○

子ども 2 188 ＜いじめ学＞の時代 内藤　朝雄 柏書房 H26年3月 購入 ○

子ども 2 189 いじめの社会理論 内藤　朝雄 柏書房 H26年3月 購入 ○

子ども 2 190 誕生日を知らない女の子 黒川　祥子 集英社 H26年3月 購入 ○

子ども 2 191 遺書　わたしが１５歳でいじめ自殺をした理由 小森美登里 ＷＡＶＥ出版 H26年9月 寄贈 ○

子ども 2 192 子どもに対する体罰を終わらせるための手引き セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン H26年10月 寄贈 ○

子ども 2 193 子どもたちとつくる貧困とひとりぼっちのないまち 幸重忠孝、村井琢哉 かもがわ出版 H26年11月 寄贈 ○

子ども 2 194 AIDで生まれるということ 非配偶者間人工授精で生まれた人の自助グループ（DOG）・長沖暁子　編著

 萬書房 H27年3月 購入 ○

子ども 2 195 子どもの貧困 浅井春夫・松本伊智朗・湯澤直美　編 明石書店 H27年3月 購入 ○

子ども 2 196 子どもの貧困 阿部彩 岩波新書 H27年3月 購入 ○

子ども 2 197 子どもの貧困Ⅱ 阿部彩 岩波新書 H27年3月 購入 ○

子ども 2 198 子どもの最貧国・日本 山野良一 光文社新書 H27年3月 購入 ○

子ども 2 199 子どもに貧困を押しつける国・日本 山野良一 光文社新書 H27年3月 購入 ○

子ども 2 200 だれも知らない　～みやざき　子どもの貧困～ 宮崎日日新聞社「だれも知らない」取材班 宮崎日日新聞社 H27年3月 購入 ○

子ども 2 201 体罰はなぜなくならないのか 藤井誠二 幻冬舎新書 H27年3月 購入 ○

子ども 2 202 15歳までの必修科目 高木清 海鳥社 H27年3月 購入 ○

子ども 2 203 事件の理由（わけ） 毎日新聞教育取材班 新科学出版社 H27年3月 購入 ○

子ども 2 204 セカンドチャンス！ セカンドチャンス! 　編 新科学出版社 H27年3月 購入 ○

子ども 2 205 何が非行に追い立て、何が立ち直る力となるか 非行克服支援センター　編 新科学出版社 H27年3月 購入 ○

子ども 2 206 松居直自伝 松居直 ミネルヴァ書房 H27年3月 購入 ○

子ども 2 207 松居直と『こどものとも』 松居直 ミネルヴァ書房 H27年3月 購入 ○

子ども 2 208 翻訳絵本と海外児童文学との出会い 松居直 ミネルヴァ書房 H27年3月 購入 ○

子ども 2 209 いま、子どもの人権を考える 子どもの人権研究会　編 日本評論社 H27年3月 購入 ○

子ども 2 210 わが子よ 共同通信社社会部　編 現代書館 H27年3月 購入 ○
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分野 分類 番号 書　　　　　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　社 取得年月 取得区分 在庫確認 禁帯出区分

子ども 2 211 養育事典 芹沢俊介・菅原哲男・山口泰弘・野辺公一・箱崎幸恵　編 明石書店 H27年3月 購入 ○

子ども 2 212 もう、なげかない しの武 小学館 H27年3月 購入 ○

子ども 2 213 いつか見た青い空 りさり 新書館 H27年3月 購入 ○

子ども 2 214 産めないから、もらっちゃった！ うさぎママ メタモル出版 H27年3月 購入 ○

子ども 2 215 はじき出された子どもたち 土屋敦 勁草書房 H27年3月 購入 ○

子ども 2 216 解縛－しんどい親から自由になる－ 小島慶子 新潮社 H27年3月 購入 ○

子ども 2 217 「子どもの自殺」の社会学 伊藤茂樹 青土社 H27年3月 購入 ○

子ども 2 218 自傷・自殺する子どもたち 松本俊彦 合同出版 H27年3月 購入 ○

子ども 2 219 不安障害の子どもたち 近藤直司 合同出版 H27年3月 購入 ○

子ども 2 220 心身症の子どもたち 田中英高 合同出版 H27年3月 購入 ○

子ども 2 221 冬の薔薇 立ち向かうこと 恐れずに 小林凜 ブックマン社 H27年3月 購入 ○

子ども 2 222 わが子が不登校で教えてくれたこと　改訂版 野村俊幸 文芸社 H27年3月 購入 ○

子ども 2 223 カナリアたちの警鐘 野村俊幸 文芸社 H27年3月 購入 ○

子ども 2 224 不登校支援の輪をつなげよう 木村素也 学びリンク H27年3月 購入 ○

子ども 2 225 消えたい 高橋和巳 筑摩書房 H27年3月 購入 ○

子ども 2 226 なかったことにしたくない 東小雪 講談社 H27年3月 購入 ○

子ども 2 227 親の離婚と子ども 宮崎昭夫 海鳥社 H27年3月 購入 ○

子ども 2 228 ブルー・ハート ライトハウス(作)､Coo(画) NPO法人 人身取引被害者ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ ﾗｲﾄﾊｳｽ H28年1月 寄贈 ○

子ども 2 229 赤ちゃんにきびしい国で、赤ちゃんが増えるはずがない。 境　治 三輪舎 H28年3月 購入 ○

子ども 2 230 神様の背中　～貧困の中の子どもたち～ さいきまこ 秋田書店 H28年3月 購入 ○

子ども 2 231 こどものけんり　「子ども権利条約」こども語訳 名取弘文　編 雲母書房 H28年3月 購入 ○

子ども 2 232 子どもによる　子どものための「子どもの権利条約」 小口　尚子 小学館 H28年3月 購入 ○

子ども 2 233 最下層女子高生 橘ジュン 小学館新書 H28年12月 購入 ○

子ども 2 234 貧困の中の子ども　希望って何ですか 下野新聞子どもの希望取材班 ポプラ社 H28年12月 購入 ○

子ども 2 235 貧困　子供のＳＯＳ 読売新聞社会部 中央公論新社 H28年12月 購入 ○

子ども 2 236 セーラー服の歌人　鳥居　拾った新聞で字を覚えたホームレス少女の物語 岩岡千景 ＫＡＤＯＫＡＷＡ H28年12月 購入 ○

子ども 2 237 「鬼畜」の家　わが子を殺す親たち 石井光太 新潮社 H28年12月 購入 ○

子ども 2 238 地方都市から子どもの貧困をなくす 旬報社 H28年12月 購入 ○
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子ども 2 239 子ども食堂をつくろう！ ＮＰＯ法人豊島子どもＷＡＫＵＷＡＫＵネットワーク 明石書店 H29年3月 購入 ○

子ども 2 240 子どもの貧困ハンドブック 「なくそう！子どもの貧困」全国ネットワーク かもがわ出版 H29年3月 購入 ○

子ども 2 241 貧困と保育 秋田喜代美ほか かもがわ出版 H29年3月 購入 ○

子ども 2 242 給食費未納 雁咲子 光文社新書 H29年3月 購入 ○

子ども 2 243 孤立していく子どもたち しんぶん赤旗社会部 新日本出版社 H29年3月 購入 ○

子ども 2 244 子どもの貧困の解決へ 浅井春夫ほか 新日本出版社 H29年3月 購入 ○

子ども 2 245 貧困児童 加藤彰彦 創英社、三省堂書店 H29年3月 購入 ○

子ども 2 246 いじめのある世界に生きる君たちへ 中井久夫 中央公論新社 H29年3月 購入 ○

子ども 2 247 ルポ児童相談所 慎泰俊 ちくま新書 H29年12月 購入 ○

子ども 2 248 学校へ行けなかった私が「あの花」「ここさけ」を書くまで 岡田麿里 文藝春愁 H29年12月 購入 ○

子ども 2 249 子どもたちの光るこえ 香葉村真由美 トランスビュー H29年12月 購入 ○

子ども 2 250 虐待とＤＶのなかにいる子どもたちへ　ひとりぼっちじゃないよ チルドレン・ソサエティ 明石書店 H29年12月 購入 ○

子ども 2 251 子どもの貧困対策と教育支援 末冨芳 明石書店 H29年12月 購入 ○

子ども 2 252 子どもと貧困 朝日新聞取材班 朝日新聞出版 H29年12月 購入 ○

子ども 2 253 「なんとかする」子どもの貧困 湯浅誠 角川新書 H29年12月 購入 ○

子ども 2 254 子供の死を祈る親たち 押川剛 新潮文庫 H29年12月 購入 ○

子ども 2 255 どうなっているんだろう？子どもの法律～一人で悩まないで！～ 山下敏雅、渡辺雅之 高文研 H30年1月 購入 ○

子ども 2 256 子どもの貧困　解決への道 浅井春夫 自治体研究社 H30年1月 購入 ○

子ども 2 257 いじめから脱出しよう！自分をまもる方法１２か月分 玉聞伸啓 小学館 H30年1月 購入 ○

子ども 2 258 父の逸脱　ピアノレッスンという拷問 セリーヌ・ラファエル 新泉社 H30年1月 購入 ○

子ども 2 259 夜回り先生５ 土田世紀 小学館 H30年1月 購入 ○

子ども 2 260 夜回り先生９ 土田世紀 小学館 H30年1月 購入 ○

子ども 2 261 母は娘の人生を支配する 斎藤環 NHK出版 H30年3月 購入 ○

子ども 2 262 日本一醜い親への手紙　そんな親なら捨てちゃえば？ Create Media ｄＺＥＲＯ H30年3月 購入 ○

子ども 2 263 子どもの人権をまもるために 木村草太 晶文社 H30年3月 購入 ○

子ども 2 264 ルポ　居所不明児童～消えた子どもたち 石川　結貴 筑摩書房 H30年9月 購入 ○

子ども 2 265 子どもとスマホ～おとなの知らない子どもの現実 石川　結貴 花伝社 H30年9月 購入 ○

高齢者 3 1 おとしよりに太陽を フィリップ・グロード 労働旬報社 ○
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分野 分類 番号 書　　　　　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　社 取得年月 取得区分 在庫確認 禁帯出区分

高齢者 3 2 差別と人権（７）高年者 磯村英一　他 雄山閣 ○

高齢者 3 3 デンマークの高齢者福祉と地域居住 松岡陽子 新評論 ○

高齢者 3 4 年をとるのが愉しくなる本 森　毅 ＫＫベストセラーズ ○

高齢者 3 5 がばい－佐賀のがばいばあちゃん－　１ 島田　洋七、石川サブロー 集英社 ○

高齢者 3 6 がばい－佐賀のがばいばあちゃん－　２ 島田　洋七、石川サブロー 集英社 ○

高齢者 3 7 シニアのための生活改善ワークブック 日野原　重明、吉田　礼三 ゴマブックス ○

高齢者 3 8 パパはマイナス50点―介護うつを越えて夫、大島渚を支えた10年 小山　朋子 集英社 ○

高齢者 3 9 ヘルプマン！ １ くさか　里樹 講談社 ○

高齢者 3 10 ヘルプマン！ ２ くさか　里樹 講談社 ○

高齢者 3 11 ヘルプマン！ ３ くさか　里樹 講談社 ○

高齢者 3 12 ヘルプマン！ ４ くさか　里樹 講談社 ○

高齢者 3 13 ヘルプマン！ ５ くさか　里樹 講談社 ○

高齢者 3 14 ヘルプマン！ ６ くさか　里樹 講談社 ○

高齢者 3 15 高齢者虐待に挑む 発見、介入、予防の視点 高齢者虐待防止研究会 中央法規出版 ○

高齢者 3 16 人生はどんどん楽しくなる 服部　貴美子 しののめ出版 ○

高齢者 3 17 一問一答新しい成年後見制度 法定後見・任意後見・成年後見登記制度・家事審判手続等,遺言制度の改正等の解説 小林　昭彦、大鷹　一郎、大門　匡 商事法務 ○

高齢者 3 18 まさいっつぁん　楽しい介護日記 村上　美保子 牧歌舎 ○

高齢者 3 19 高齢者虐待防止法活用ハンドブック 日弁連高齢者・障害者の権利に関する委員会 民事法研究会 ○

高齢者 3 20 Q&A 高齢者・障害者の法律問題 日弁連高齢者障害者の権利に関する委員会 民事法研究会 ○

高齢者 3 21 高齢者虐待を防ぐ地域のネットワーク―横須賀市高齢者虐待防止事業から 角田　幸代 ぎょうせい ○

高齢者 3 22 高齢者の暮らしの中で ぎょうせい ○

高齢者 3 23 知っていますか？高齢者の人権一問一答 池田直樹他 解放出版社 ○

高齢者 3 24 高齢者看護学　（2007年３月発刊） 小玉　敏江 中央法規出版 ○

高齢者 3 25 暴走老人！ 藤原　智美 文藝春秋 ○

高齢者 3 26 平成１９年度高齢社会白書 内閣府 内閣府 ○

高齢者 3 27 老いて歌おう　２００７年版 県社会福祉協議会 鉱脈社 ○

高齢者 3 28 ヘレンのもう、いや！多重介護奮戦録 西川　ヘレン 小学館 ○

高齢者 3 29 認知症の新しい家庭介護 NHK福祉ネットワーク 旬報社 ○
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分野 分類 番号 書　　　　　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　社 取得年月 取得区分 在庫確認 禁帯出区分

高齢者 3 30 力愛不二　～介護に必要なもの、それは愛と力～ 青山　幸広 雲母書房 ○

高齢者 3 31 ブログ　認知症一期一会 水木　理 クリエイツかもがわ ○

高齢者 3 32 創年のススメ 福留　強　監修 ぎょうせい ○

高齢者 3 33 関係障害論 三好春樹 雲母書房 ○

高齢者 3 34 生活障害論 三好春樹 雲母書房 ○

高齢者 3 35 身体障害学 三好春樹 雲母書房 ○

高齢者 3 36 パーソンセンタード・ケア（改訂版） スー・ベンソン かもがわ出版 ○

高齢者 3 37 私は誰になっていくの？（認知症の人から見た世界） クリスティーン・ボーデン かもがわ出版 ○

高齢者 3 38 私は私になっていく（痴呆とダンスを） クリスティーン・ブライデン かもがわ出版 ○

高齢者 3 39 認知症の人とともに ジェーン・キャッシュ かもがわ出版 ○

高齢者 3 40 「私、バリバリの認知症です」 太田正博他 かもがわ出版 ○

高齢者 3 41 認知症がはじまった？ ダニエル・クーン かもがわ出版 ○

高齢者 3 42 介護における自立援助 石田一紀 かもがわ出版 ○

高齢者 3 43 ユニットケアの食事・入浴・排泄ケア けま喜楽苑 かもがわ出版 ○

高齢者 3 44 ヘルプマン！ ７ くさか　里樹 講談社 ○

高齢者 3 45 ヘルプマン！ ８ くさか　里樹 講談社 ○

高齢者 3 46 ヘルプマン！ ９ くさか　里樹 講談社 ○

高齢者 3 47 ヘルプマン！ １０ くさか　里樹 講談社 ○

高齢者 3 48 介護がラクになる　マンガ認知症ケア 三好春樹 講談社 ○

高齢者 3 49 老いて歌おう　全国版第７集（２００８） 伊藤一彦 鉱脈社 ○

高齢者 3 50 お年寄りと絵本を読みあう 村中李衣 ぶどう社 ○

高齢者 3 51 家族が認知症になったら読む本 杉山孝博他 リヨン社 ○

高齢者 3 52 つなぐ　高齢者の人権を守って４半世紀 社会福祉法人きらくえん ○

高齢者 3 53 高齢者虐待対応マニュアル　～ケアに携わるひとのための演習ソースブック サイモン　ビッグス ミネルヴァ書房 ○

高齢者 3 54 高齢者虐待防止トレーニングブック 日本高齢者虐待防止センター 中央法規出版 ○

高齢者 3 55 Q＆A高齢者虐待対応の法律と実務 池田　直樹他 学陽書房 ○

高齢者 3 56 高齢者虐待対応・権利擁護実践ハンドブック 大渕　修一 法研 ○

高齢者 3 57 平成２０年度版　高齢社会白書 内閣府 ○
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高齢者 3 58 認知症を生きるということ　～治療とケアの最前線 中村　直樹 草思社 ○

高齢者 3 59 待ってくれ、洋子 長門裕之 主婦と生活社 ○

高齢者 3 60 高齢者の尊厳を支える介護 老人福祉研究会 法研 ○

高齢者 3 61 「尊厳を支えるケア」をめざして 総合ケアセンター 中央法規出版 ○

高齢者 3 62 男性介護者１００万人へのメッセージ 男性介護者と支援者の全国ネットワーク クリエイツかもがわ ○

高齢者 3 63 新・傾聴ボランティアのすすめ ホールファミリーケア協会 三省堂 ○

高齢者 3 64 あなたの大切な人を寝たきりにさせないための　　『介護の基本』 社会福祉法人協同福祉会 クリエイツかもがわ ○

高齢者 3 65 認知症の人を在宅でいかに支えるか 石田一紀 クリエイツかもがわ ○

高齢者 3 66 死なないで！殺さないで！生きよう！ 社団法人認知症の人と家族の会 クリエイツかもがわ ○

高齢者 3 67 大好きだよ　キヨちゃん 藤川幸之助 クリエイツかもがわ ○

高齢者 3 68 老人自立宣言！ 村山　 草思社 ○

高齢者 3 69 平成２１年度高齢社会白書 内閣府 内閣府 ○

高齢者 3 70 老人の歴史 パット・セイン編 東洋書林 Ｈ２２．５月 購入 ○

高齢者 3 71 おとこの老後 米山公啓 集英社 Ｈ２２．５月 購入 ○

高齢者 3 72 介護がラクになるマンガ在宅ケア 島村八重子 講談社 Ｈ２２．５月 購入 ○

高齢者 3 73 男の老後力 鷲田小や太 海竜社 Ｈ２２．５月 購入 ○

高齢者 3 74 高齢社会白書 内閣府 Ｈ２３．２月 購入 ○

高齢者 3 75 くじけないで 柴田トヨ 飛鳥新社 Ｈ２３．３月 購入 ○

高齢者 3 76 はじめて読む「成年後見」の本 馬場敏彰 明石書店 Ｈ２３．３月 購入 ○

高齢者 3 77 老いてこそ輝け 河合聡 新日本出版社 Ｈ２３．３月 購入 ○

高齢者 3 78 人間の尊厳と自立 白澤正和 ミネルヴァ書房 Ｈ２３．３月 購入 ○

高齢者 3 79 男おひとりさま道 上野千鶴子 法研 Ｈ２３．３月 購入 ○

高齢者 3 80 寂聴・生き方見本 瀬戸内寂聴 扶桑社 Ｈ２３．３月 購入 ○

高齢者 3 81 人生の収穫 曾野綾子 河出書房新社 Ｈ２４．３月 購入 ○

高齢者 3 82 ヘルプマン！（１１） くさか里樹 講談社 Ｈ２４．３月 購入 ○

高齢者 3 83 ヘルプマン！（１２） くさか里樹 講談社 Ｈ２４．３月 購入 ○

高齢者 3 84 ヘルプマン！（１３） くさか里樹 講談社 Ｈ２４．３月 購入 ○

高齢者 3 85 ヘルプマン！（１４） くさか里樹 講談社 Ｈ２４．３月 購入 ○
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高齢者 3 86 ヘルプマン！（１５） くさか里樹 講談社 Ｈ２４．３月 購入 ○

高齢者 3 87 ヘルプマン！（１６） くさか里樹 講談社 Ｈ２４．３月 購入 ○

高齢者 3 88 ヘルプマン！（１７） くさか里樹 講談社 Ｈ２４．３月 購入 ○

高齢者 3 89 ヘルプマン！（１８） くさか里樹 講談社 Ｈ２４．３月 購入 ○

高齢者 3 90 ヘルプマン！（１９） くさか里樹 講談社 Ｈ２４．３月 購入 ○

高齢者 3 91 おひとりさま介護 村田くみ 河出書房新社 H25年2月 購入 ○

高齢者 3 92 介（たす）け合い戦記　介護社会の現実 中日新聞社取材班 中日新聞社 H25年2月 購入 ○

高齢者 3 93 買物難民　もうひとつの高齢者問題 杉田聡 大月書店 H25年2月 購入 ○

高齢者 3 94 呼び寄せ高齢者　孤立から共生へ 伊藤シズ子 風媒社 H25年2月 購入 ○

高齢者 3 95 坂の上の坂　５５歳までにやっておきたい５５のこと 藤原和博 ポプラ社 H25年2月 購入 ○

高齢者 3 96 老いて歌おう　全国版　第１１集（２０１２） 伊藤一彦 鉱脈社 H25年2月 購入 ○

高齢者 3 97 みんな「おひとりさま」 上野千鶴子 青灯社 H25年3月 購入 ○

高齢者 3 98 ヘルプマン！（２０） くさか里樹 講談社 H25年3月 購入 ○

高齢者 3 99 ヘルプマン！（２１） くさか里樹 講談社 H25年3月 購入 ○

高齢者 3 100 ヘルプマン！（２２） くさか里樹 講談社 H25年3月 購入 ○

高齢者 3 100-2 看取り士　幸せな旅立ちを約束します 柴田　久美子 コスモ２１ H25年11月 寄贈 ○

高齢者 3 101 ペコロスの母に会いに行く 岡野　雄一 西日本新聞社 H26年3月 購入 ○

高齢者 3 102 抱きしめておくりたい 柴田　久美子 西日本新聞社 H26年3月 購入 ○

高齢者 3 103 看取りの手びき　介護のこころ 柴田　久美子 佼成出版社 H26年3月 購入 ○

高齢者 3 104 ヘルプマン！（２３） くさか　里樹 講談社 H26年3月 購入 ○

高齢者 3 105 ヘルプマン！（２４） くさか　里樹 講談社 H26年3月 購入 ○

高齢者 3 106 ヘルプマン！（２５） くさか　里樹 講談社 H26年3月 購入 ○

高齢者 3 107 「老年症候群」の診療室 大蔵　暢 朝日選書 H26年3月 購入 ○

高齢者 3 108 介護保険は老いを守るか 沖藤　典子 岩波新書 H26年3月 購入 ○

高齢者 3 109 それでもわが家から逝きたい 沖藤　典子 岩波書店 H26年3月 購入 ○

高齢者 3 110 おひとりさまの愉しみ 木岡悦子 ミネルヴァ書房 H27年3月 購入 ○

高齢者 3 111 おひとりさまの愉しみ　再び 木岡悦子 ミネルヴァ書房 H27年3月 購入 ○

高齢者 3 112 認知症　明日へのヒント 読売新聞「認知症」取材班 中央公論新社 H27年3月 購入 ○
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高齢者 3 113 迫りくる「息子介護」の時代 平山亮 光文社新書 H27年3月 購入 ○

高齢者 3 114 笑う介護。 松本ぷりっつ・岡崎杏里 成美堂出版 H27年3月 購入 ○

高齢者 3 115 大介護時代を生きる 樋口恵子 中央法規出版 H27年3月 購入 ○

高齢者 3 116 毎日がアルツハイマー 関口祐加 パド・ウィメンズ・オフィス H27年3月 購入 ○

高齢者 3 117 まだ老人と呼ばないで 染谷俶子 日本経済新聞出版社 H27年3月 購入 ○

高齢者 3 118 ペコロスの母の玉手箱 岡野雄一 朝日新聞出版 H27年3月 購入 ○

高齢者 3 119 「かあさんの家」のつくり方 市原美穂 木星舎 H27年3月 購入 ○

高齢者 3 120 暮らしの中で逝く 市原美穂 木星舎 H27年3月 購入 ○

高齢者 3 121 ヘルプマン！（２６） くさか里樹 講談社 H27年3月 購入 ○

高齢者 3 122 ヘルプマン！（２７） くさか里樹 講談社 H27年3月 購入 ○

高齢者 3 123 「認知症」私はこうして介護しました 公益財団法人認知症の人と家族の会宮崎県支部 公益財団法人認知症の人と家族の会宮崎県支部 H27年4月 寄贈 ○

高齢者 3 124 老人に冷たい国・日本 河合　克義 光文社新書 H28年3月 購入 ○

高齢者 3 125 嫌老社会を超えて 五木　寛之 中央公論新社 H28年3月 購入 ○

高齢者 3 126 みつえばあちゃんとボク 岡野雄一 西日本新聞社出版部 H28年12月 購入 ○

高齢者 3 127 ペコロスのいつか母ちゃんにありがとう 岡野雄一 小学館 H28年12月 購入 ○

高齢者 3 128 新装版　認知症のある人って、なぜ、よく怒られるんだろう？ 北川なつ 実業之日本社 H28年12月 購入 ○

高齢者 3 129 ヘルプマン！！　Ｖｏｌ．１ くさか里樹 朝日新聞出版 H28年12月 購入 ○

高齢者 3 130 父よ、ロング・グッドバイ 盛田隆二 双葉社 H28年12月 購入 ○

高齢者 3 131 認知症の語り 日本看護協会出版会 H28年12月 購入 ○

高齢者 3 132 認知症の私からあなたへ 佐藤雅彦 大月書店 H28年12月 購入 ○

高齢者 3 133 記憶をつなぐラブレター　母と私の介護絵日記 城戸真亜子 朝日出版社 H29年3月 購入 ○

高齢者 3 134 ほんわか介護 城戸真亜子 集英社文庫 H29年3月 購入 ○

高齢者 3 135 介護殺人－追いつめられた家族の告白－ 毎日新聞社大阪社会部取材班 新潮社 H29年3月 購入 ○

高齢者 3 136 熱闘！介護実況 松本秀夫 バジリコ H29年3月 購入 ○

高齢者 3 137 ついに、来た？ 群ようこ 幻冬舎 H29年3月 購入 ○

高齢者 3 138 私と介護 島田洋七ほか 新日本出版社 H29年12月 購入 ○

高齢者 3 139 母さん、ごめん。５０代独身男の介護奮闘記 松浦晋也 日経ＢＰ社 H29年12月 購入 ○

高齢者 3 140 両親認知症　Ｕターンすっとこ介護はじめました！ 八万　介助 小学館 H29年12月 購入 ○
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高齢者 3 141 ８５歳のチアリーダー 滝野文恵 扶桑社 H29年12月 購入 ○

高齢者 3 142 娘になった妻、のぶ代へ 砂川　啓介 双葉社 H29年12月 購入 ○

高齢者 3 143 できることを取り戻す魔法の介護 にやりほっと探検隊 ポプラ社 H29年12月 購入 ○

高齢者 3 144 超老人の壁 養老孟司　南伸坊 毎日新聞出版 H29年12月 購入 ○

高齢者 3 145 死ねない老人 杉浦敏之 幻冬舎メディアコンサルティング H29年12月 購入 ○

高齢者 3 146 認知症の人とのおつきあい　家族の心をととのえる対応と工夫 認知症の人と家族の会　東京都支部編 三一書房 H29年12月 購入 ○

高齢者 3 147 ルポ　希望の人びと 生井久美子 朝日新聞出版 H29年12月 購入 ○

高齢者 3 148 認知症とともに生きる私　「絶望」を「希望」に変えた２０年 クリスティーン・ブライデン 大月書店 H29年12月 購入 ○

高齢者 3 149 家族と自分の気持ちがすーっと軽くなる認知症のやさしい介護 板東邦秋 株式会社ワニブックス H29年12月 購入 ○

高齢者 3 150 私たちになるということ 小木曽真司 菊谷文庫 H29年12月 購入 ○

高齢者 3 151 死にゆく人のかたわらで 三砂ちづる 幻冬舎 H29年12月 購入 ○

高齢者 3 152 奮闘するたすく まはら三桃 講談社 H30年1月 購入 ○

高齢者 3 153 「母親に、死んで欲しい」介護殺人・当事者たちの告白 ＮＨＫスペシャル取材班 新潮社 H30年1月 購入 ○

高齢者 3 154 シニア人材という希望 中原千明 幻冬舎メディアコンサルティング H30年3月 購入 ○

高齢者 3 155 注文をまちがえる料理店 小国士朗 あさ出版 H30年3月 購入 ○

高齢者 3 156 老人の取扱説明書 平松類 ＳＢクリエイティブ株式会社 H30年3月 購入 ○

高齢者 3 157 夫の後始末 曽野綾子 講談社 H30年3月 購入 ○

高齢者 3 158 九十歳。何がめでたい 佐藤愛子 小学館 H30年3月 購入 ○

高齢者 3 159 百歳人生を生きるヒント 五木寛之 日本経済新聞出版社 H30年3月 購入 ○

高齢者 3 160 生きていくあなたへ　１０５歳　どうしても遺したかった言葉 日野原　重明 幻冬舎 H30年3月 購入 ○

障がいのある人 4 1 愛、深き淵より 星野富弘 立風書房 ○

障がいのある人 4 2 差別と人権（５）心身障害者 磯村英一　他 雄山閣 ○

障がいのある人 4 3 知っていますか？障害者問題　一問一答 全国障害者解放運動 解放出版社 ○

障がいのある人 4 4 鈴の鳴る道 星野富弘 偕成社 ○

障がいのある人 4 5 ヨーロッパ車イスひとり旅 石坂直行 日本放送出版協会 ○

障がいのある人 4 6 障害者と差別語　健常者への問いかけ 生瀬克己 明石書店 ○

障がいのある人 4 7 障害者と差別表現 生瀬克己 明石書店 ○

障がいのある人 4 8 一年遅れのウェディング・ベル 鈴木ひとみ 日本テレビ ○
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障がいのある人 4 9 気分は愛のスピードランナー 鈴木ひとみ 日本テレビ ○

障がいのある人 4 10 五体不満足 乙武　洋匡 講談社 ○

障がいのある人 4 11 自立と共生を求めて 楠　敏雄 解放出版社 ○

障がいのある人 4 12 知っていますか精神障害者問題 一問一答編集委員会 解放出版社 ○

障がいのある人 4 12 知っていますか精神障害者問題 一問一答編集委員会 解放出版社 ○

障がいのある人 4 13 知っていますか聴覚障害者の暮らし 草の根ろうあ者編 解放出版社 ○

障がいのある人 4 14 バリアフリーの紙芝居（全6巻） 童心社 ○

障がいのある人 4 15 べてるの家の「非」援助論 浦河べてるの家 医学書院 ○

障がいのある人 4 16 こんな夜更けにバナナかよ 渡辺　一史 北海道新聞社 ○

障がいのある人 4 17 運命の顔 藤井輝明 草思社 ○

障がいのある人 4 18 知っていますか？障害者問題　一問一答(2001版) 全国障害者解放運動連絡会議関西ﾌﾞﾛｯｸ 解放出版社 ○

障がいのある人 4 19 知っていますか？視覚障害者の暮らし　一問一答 楠　俊雄　監修 解放出版社 ○

障がいのある人 4 20 べてるの家の「当事者研究」 浦河べてるの家 医学書院 ○

障がいのある人 4 21 うちの母ちゃん、手が無（ね）っちゃが！ 山内文代 ジーオー企画 ○

障がいのある人 4 22 ズバリ、「しょうがい」しゃ　－わが人生に悔いはなし－ 森　修 解放出版社 ○

障がいのある人 4 23 いのち、響きあって　－病気や障害は来た道、行く道－ 五島真理為 解放出版社 ○

障がいのある人 4 23 いのち、響きあって　－病気や障害は来た道、行く道－ 五島真理為 解放出版社 ○

障がいのある人 4 24 風の旅人　［人権コミックシリーズⅡ］ 牧口一二・多比良建夫・新谷知子 解放出版社 ○

障がいのある人 4 25 障害者自立支援法ハンドブック 伊藤秀樹 日総研 ○

障がいのある人 4 26 エル・チャレンジ　入札制度にいどんだ障害者雇用 大阪知的障害者雇用促進建物サービス事業協同組合 解放出版社 ○

障がいのある人 4 27 顔がたり　ユニークフェイスな人びとに流れる時間 石井　政之 まどか出版 ○

障がいのある人 4 28 鋼の女・最後の瞽女・小林ハル 下重　暁子 集英社 ○

障がいのある人 4 29 典子44歳 いま、伝えたい 「典子は、今」あれから25年 白井　のり子 光文社 ○

障がいのある人 4 30 はばたけスワンベーカリー 牧野　節子 汐文社 ○

障がいのある人 4 31 五体不満足 乙武　洋匡 講談社 ○

障がいのある人 4 31-2 五体不満足　完全版 乙武洋匡 講談社文庫 H27年3月 購入 ○

障がいのある人 4 32 なんとかなるよ統合失調症　がんばりすぎない闘病記 森　実恵 解放出版社 ○

障がいのある人 4 33 ノーマライゼーションが生まれた国・デンマーク 野村　武夫 ミネルヴァ書房 ○
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障がいのある人 4 34 介助犬シンシアの物語　Good girl cynthia 寺田　操文 大和書房 ○

障がいのある人 4 35 精神障害者サバイバー物語 月﨑　時央 中央法規出版 ○

障がいのある人 4 36 僕は明るい障害者　「がん」がくれた贈り物 坂井　正人 アチーブメント出版 ○

障がいのある人 4 37 生きる力　神経難病ＡＬＳ患者たちからのメッセージ 「生きる力」編集委員会 岩波書店 ○

障がいのある人 4 38 マンガの中の障害者たち　表現と人権 永井　哲 解放出版社 ○

障がいのある人 4 39 障害者の権利条約ー国連作業部会草案 長瀬　修 明石書店 ○

障がいのある人 4 40 障害学への招待　ー社会、文化、ディスアビリティ 石川　准、長瀬　修 明石書店 ○

障がいのある人 4 41 視覚障害者と差別語 遠藤　織枝 明石書店 ○

障がいのある人 4 42 出会えてよかった 師　康晴 言叢社 ○

障がいのある人 4 43 知っていますが？色覚問題と人権　一問一答 尾家宏昭他 解放出版社 ○

障がいのある人 4 44 おしゃべり目玉の貫太郎 鈴木　公子 講談社 ○

障がいのある人 4 45 教壇に立つ視覚障害者たち 全国視覚障害者教師の会 日本出版制作センター ○

障がいのある人 4 46 障害者の人権と発達 荒川智・越野和之 全障研出版部 ○

障がいのある人 4 47 それでも、前へ　ー四肢マヒの医師 高橋　豊 毎日新聞社 ○

障がいのある人 4 48 おっちょこちょいにつけるクスリ　～ADHDなど発達障害のある子の本当の支援 髙山恵子 ぶどう社 ○

障がいのある人 4 49 知っていますか？視覚障害者とともに 楠　敏雄 解放出版社 ○

障がいのある人 4 50 障害学を語る 長瀬　修 他 筒井書房 ○

障がいのある人 4 51 わかりやすい障害者基本法 橋　敏雄 解放出版社 ○

障がいのある人 4 52 全盲先生　海外ひとり旅 高田　剛 解放出版社 ○

障がいのある人 4 53 障害者の権利条約でこう変わる　Q＆A DPI日本会議 解放出版社 ○

障がいのある人 4 54 モノ・都市・情報のバリアフリー　～人権をかたちに～ 川越　利信 解放出版社 ○

障がいのある人 4 55 天使のいる教室 宮川　ひろ 童心社 ○

障がいのある人 4 56 講座　障害をもつ人の人権　１ 荒木　兵一郎他 有斐閣 ○

障がいのある人 4 57 講座　障害をもつ人の人権　２ 荒木　兵一郎他 有斐閣 ○

障がいのある人 4 58 講座　障害をもつ人の人権　３ 荒木　兵一郎他 有斐閣 ○

障がいのある人 4 59 ドキュメンタリー育児コミック　ママがんばってpart３ みずの　圭 小学館 ○

障がいのある人 4 60 スウェーデンの障害者政策 二文字　理明 現代書館 ○

障がいのある人 4 61 障害をもつ子を産むということ 野辺　明子他 中央法規出版 ○
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障がいのある人 4 62 オレは陽気ながん患者－心筋梗塞もやったぜ！ 山中　恒 風媒社 ○

障がいのある人 4 63 障害者と街で出会ったら もり　すぐる 緑風出版 ○

障がいのある人 4 64 バリアフル・ニッポン 川内　美彦 現代書館 ○

障がいのある人 4 65 バリアフリーの生活カタログ Ｅ＆Ｃプロジェクト 小学館 ○

障がいのある人 4 66 ともに生き　ともに働く 山口　光一 ミネルヴァ書房 ○

障がいのある人 4 67 車椅子父さんの絵日記 飯田史彦、伊藤英樹 PHP研究所 ○

障がいのある人 4 68 ママもう泣かないからね 志茂田　景樹 KIBA　BOOK ○

障がいのある人 4 69 ひとさし指から奏でるしあわせ 坂中　明子 新水社 ○

障がいのある人 4 70 つくられた障害　色盲 高柳　泰世 朝日新聞社 ○

障がいのある人 4 71 盲人の歴史 谷合　侑 明石書店 ○

障がいのある人 4 72 障害者人生もまた楽し 淡路　真弓 明石書店 ○

障がいのある人 4 73 知的障害者の人権 松友　了 明石書店 ○

障がいのある人 4 74 障害者と差別表現 生瀬　克巳 明石書店 ○

障がいのある人 4 75 日本の障害者の歴史　～近世編～ 生瀬　克己 明石書店 ○

障がいのある人 4 76 精神障害のある人の人権 関東弁護士会連合会 明石書店 ○

障がいのある人 4 77 障害をもつこと・共に生きること 堀　正嗣 明石書店 ○

障がいのある人 4 78 障がい児・者共生とは何か 曽和　信一 ミネルヴァ書房 ○

障がいのある人 4 79 障がい児・者共生とは何か 曽和　信一 ミネルヴァ書房 ○

障がいのある人 4 80 発達障害白書　２００８年版 日本発達障害福祉連盟 日本文化科学社 ○

障がいのある人 4 81 権利を紡ぐ障害者運動　出会いとたたかいの６０年 吉本　哲夫 かもがわ出版 ○

障がいのある人 4 82 この街がフィールド　～障害をもつ人の生涯学習ハンドブック 小林　繁 れんが書房新社 ○

障がいのある人 4 83 聞こえないってどんなこと 高島　敦子 一橋出版 ○

障がいのある人 4 84 夢　追いかけて　～全盲の普通中学教師河合純一 河合　純一 ひのくま出版 ○

障がいのある人 4 85 これがぼくらの五体満足 先天性四肢障害児父母の会 三省堂 ○

障がいのある人 4 86 当事者がつくる障害者差別禁止法 障害者差別禁止法制定作業チーム 現代書館 ○

障がいのある人 4 87 生んでくれて、ありがとう 葉　祥明 サンマーク出版 ○

障がいのある人 4 88 お父さんほら、山が見えるよ！ 金山　広美 山と渓谷社 ○

障がいのある人 4 89 たったひとつのたからもの　～息子・秋雪との６年～ 加藤　浩美 文藝春秋 ○
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障がいのある人 4 90 ハンディキャップ論 佐藤　幹夫 洋泉社 ○

障がいのある人 4 91 イラストでわかるユニバーサルデザイン接客術 井上　滋樹 日本能率協会 ○

障がいのある人 4 92 無敵のバリアフリー旅行術 おそど　まさこ 岩波書店 ○

障がいのある人 4 93 車いすのリアル　 石川　ミカ 大和書房 ○

障がいのある人 4 94 「お互いさま！」宣言　～暮らしのなかのバリアフリー～ 石川　大輔 太陽出版 ○

障がいのある人 4 95 しあわせの接客術　～高齢者・障害者のサポートのプロに～ 一橋出版編集部 一橋出版 ○

障がいのある人 4 96 ユニバーサルサービス 井上　滋樹 岩波書店 ○

障がいのある人 4 97 指先で紡ぐ愛　～グチもケンカもトキメキも～ 光成　沢美 講談社 ○

障がいのある人 4 98 ふしぎだね！？LD（学習障害）のおともだち 内山　登紀夫 ミネルヴァ書房 ○

障がいのある人 4 99 ふしぎだね！？ADHDのおともだち 内山　登紀夫 ミネルヴァ書房 ○

障がいのある人 4 100 ふしぎだね！？自閉症のおともだち 内山　登紀夫 ミネルヴァ書房 ○

障がいのある人 4 101 ふしぎだね！？アスペルガー症候群のおともだち 内山　登紀夫 ミネルヴァ書房 ○

障がいのある人 4 102 教育現場における障害のある子どもへの指導と実践 小野次朗他 朱鷺書房 ○

障がいのある人 4 103 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・藤井輝明編著 解放出版社 ○

障がいのある人 4 104 いつも僕の中は光 梯　剛之 角川書店 ○

障がいのある人 4 105 ２１番目のやさしさに 岩元綾 かもがわ出版 ○

障がいのある人 4 106 視力３㎝ーそれでも僕は東大に 小川明浩 グラフ社 ○

障がいのある人 4 107 車いすの旅人が行く！ 木島英登 講談社 ○

障がいのある人 4 108 世界一の障害者ライフサポーター 木村志義 講談社 ○

障がいのある人 4 109 どんぐりの家（第１巻）　　（ビッグコミックスペシャル） 山本おさむ 小学館 ○

障がいのある人 4 110 どんぐりの家（第２巻）　　（ビッグコミックスペシャル） 山本おさむ 小学館 ○

障がいのある人 4 111 どんぐりの家（第３巻）　　（ビッグコミックスペシャル） 山本おさむ 小学館 ○

障がいのある人 4 112 どんぐりの家（第４巻）　　（ビッグコミックスペシャル） 山本おさむ 小学館 ○

障がいのある人 4 113 どんぐりの家（第５巻）　　（ビッグコミックスペシャル） 山本おさむ 小学館 ○

障がいのある人 4 114 どんぐりの家（第６巻）　　（ビッグコミックスペシャル） 山本おさむ 小学館 ○

障がいのある人 4 115 どんぐりの家（第７巻）　　（ビッグコミックスペシャル） 山本おさむ 小学館 ○

障がいのある人 4 116 どんぐりの家～それから～　 山本おさむ 小学館 ○

障がいのある人 4 117 障害者の権利条約と日本 長瀬修 生活書院 ○
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障がいのある人 4 118 ぼくはうみがみたくなりました 山下久仁明 ぶどう社 ○

障がいのある人 4 119 障害児なんだうちの子って言えたおやじたち 町田おやじの会 ぶどう社 ○

障がいのある人 4 120 えっうちの子に障がい？でも一人で悩まないで NPO法人　つみき ぶどう社 ○

障がいのある人 4 121 条例のある街 星野和弘 ぶどう社 ○

障がいのある人 4 122 ふつうの場所でふつうに暮らしを 田島良昭 ぶどう社 ○

障がいのある人 4 123 たのしく働きいきいき暮らす 田島良昭 ぶどう社 ○

障がいのある人 4 124 心を病む人と生きる家族 古川奈都子 ぶどう社 ○

障がいのある人 4 125 心を病むってどういうこと？ 古川奈都子 ぶどう社 ○

障がいのある人 4 126 ママの心が病んでから 瀬戸紗智子 ぶどう社 ○

障がいのある人 4 127 多重人格…でも私はママ 宇賀直子・秀人 ぶどう社 ○

障がいのある人 4 128 わが家の母はビョーキです 中村ユキ サンマーク出版 ○

障がいのある人 4 129 「発達と障害を考える本」　第５巻ダウン症 ミネルヴァ書房 ○

障がいのある人 4 130 「発達と障害を考える本」　第６巻知的障害 ミネルヴァ書房 ○

障がいのある人 4 131 「発達と障害を考える本」　第７巻身体障害 ミネルヴァ書房 ○

障がいのある人 4 132 「発達と障害を考える本」　第８巻言語障害 ミネルヴァ書房 ○

障がいのある人 4 133 「発達と障害を考える本」　第９巻聴覚障害 ミネルヴァ書房 ○

障がいのある人 4 134 「発達と障害を考える本」　第１０巻視覚障害 ミネルヴァ書房 ○

障がいのある人 4 135 「発達と障害を考える本」　第１１巻てんかん ミネルヴァ書房 ○

障がいのある人 4 136 「発達と障害を考える本」　第１２巻まとめ ミネルヴァ書房 ○

障がいのある人 4 137 星野富弘　ことばの雫 写真　星野昌子 フォレストブックス ○

障がいのある人 4 138 どもる君へいま伝えたいこと 伊藤伸二 解放出版社 ○

障がいのある人 4 139 知っていますか？　聴覚障害者とともに　一問一答 稲葉道太 解放出版社 ○

障がいのある人 4 140 虐待のない支援　～知的障害の理解と関わり合い 市川　和彦 誠信書房 ○

障がいのある人 4 141 自閉症や知的障がいをもつ人とのコミュニケーションのための１０のアイデア 坂井　聡 エンパワメント研究所 ○

障がいのある人 4 142 自閉症の子とたのしく暮らすレシピ 佐藤　智子 ぶどう社 ○

障がいのある人 4 143 平成２０年度版　障害者白書 内閣府 ○

障がいのある人 4 144 海の介護人ものがたり 椎名　勝巳 中央法規出版 ○

障がいのある人 4 145 筆談ホステス 斉藤里恵 光文社 ○
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障がいのある人 4 146 日本最初の盲導犬 葉上太郎 文芸春秋社 ○

障がいのある人 4 147 愛はみえる 立道聡子 光文社 ○

障がいのある人 4 148 ゆびさきの宇宙　～福島智盲ろうを生きて 生井久美子 岩波書店 ○

障がいのある人 4 149 僕は、字が読めない　～読字障害と闘い続けた南雲明彦の２４年 小菅　宏 集英社インターナショナル ○

障がいのある人 4 150 私たち、発達障害と生きています 高森　明他 ぶどう社 ○

障がいのある人 4 151 ササッとわかる「大人のアスペルガー症候群」との接し方 加藤　進昌 講談社 ○

障がいのある人 4 152 大人の発達障害 備瀬　哲弘 マキノ出版 ○

障がいのある人 4 153 障害は心にはないよ　社会にあるんだよ 八尋光秀ほか 解放出版社 ○

障がいのある人 4 154 ゆっくり歩こう　（若年生リウマチ闘病記） 山口文美代 鉱脈社 ○

障がいのある人 4 155 精神障害者のホームヘルプサービス 朝日新聞厚生文化事業団 ○

障がいのある人 4 156 だいじょうぶ　自分でできる怒りの消火法ワークブック ドーン・ヒューブナー 明石書店 ○

障がいのある人 4 157 だいすき！！ゆずの子育て日記　（１）　 愛本みずほ 講談社 ○

障がいのある人 4 158 だいすき！！ゆずの子育て日記　（２）　 愛本みずほ 講談社 ○

障がいのある人 4 159 だいすき！！ゆずの子育て日記　（３）　 愛本みずほ 講談社 ○

障がいのある人 4 160 だいすき！！ゆずの子育て日記　（４）　 愛本みずほ 講談社 ○

障がいのある人 4 161 だいすき！！ゆずの子育て日記　（５）　 愛本みずほ 講談社 ○

障がいのある人 4 162 だいすき！！ゆずの子育て日記　（６）　 愛本みずほ 講談社 ○

障がいのある人 4 163 だいすき！！ゆずの子育て日記　（７）　 愛本みずほ 講談社 ○

障がいのある人 4 164 だいすき！！ゆずの子育て日記　（８）　 愛本みずほ 講談社 ○

障がいのある人 4 165 だいすき！！ゆずの子育て日記　（９）　 愛本みずほ 講談社 ○

障がいのある人 4 166 だいすき！！ゆずの子育て日記　（１０）　 愛本みずほ 講談社 ○

障がいのある人 4 167 ケーススタディ　障がいと人権 障害と人権全国弁護士ネット 生活書院 ○

障がいのある人 4 168 いっぽいっぽ　ダウン症の娘と共に 幸田啓子 ぶどう社 ○

障がいのある人 4 169 パニック障害　～心の不安はとり除ける 渡辺　登 講談社 ○

障がいのある人 4 170 「医療的ケア」はじめの一歩 NPO法人医療的ケアネット杉本健郎 クリエイツかもがわ ○

障がいのある人 4 171 発達障害といじめ　”いじめに立ち向かう”１０の解決策 キャロル・グレイ クリエイツかもがわ ○

障がいのある人 4 172 お兄ちゃんは自閉症　～双子の妹から見たお兄ちゃんの世界 牧　純麗 クリエイツかもがわ ○

障がいのある人 4 173 目印はフォーク　～カーラの脳損傷リハビリ日記 カーラ・L・スワンソン クリエイツかもがわ ○
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障がいのある人 4 174 オーバー　マイ　ヘッド クローディア・オズボーン クリエイツかもがわ ○

障がいのある人 4 175 ふたたび楽しく生きていくためのメッセージ　～後天性脳損傷の子どもをもつ家族との対話 栗原まな＋アトムの会 クリエイツかもがわ ○

障がいのある人 4 176 降りていく生き方　「べてるの家」が歩む、もうひとつの道 横川和夫 太郎次郎社 ○

障がいのある人 4 177 平成２１年度障害者白書 内閣府 内閣府 ○

障がいのある人 4 178 さとしわかるか 福島令子 朝日新聞出版 ○

障がいのある人 4 179 のぶカンタービレ！ 辻井いつ子 アスコム ○

障がいのある人 4 180 難病東大生　 内藤佐和子 サンマーク出版 Ｈ２２．５月 購入 ○

障がいのある人 4 181 日本一ヘタな歌手 濱田朝美 光文社 Ｈ２２．５月 購入 ○

障がいのある人 4 182 聴覚・言語障害者とコミュニケーション　新訂版 一番ケ瀬康子監修 中央法規出版 Ｈ２２．５月 購入 ○

障がいのある人 4 183 バリアフリーは儲かる！ 中澤信 PHP研究所 Ｈ２２．５月 購入 ○

障がいのある人 4 184 生きてるって人とつながることだ！ 福島智 素朴社 Ｈ２２．５月 購入 ○

障がいのある人 4 185 風の歌を聴きながら 東瀬戸サダエ ラグーナ出版 Ｈ２２．５月 購入 ○

障がいのある人 4 186 仕事がしたい！発達障害がある人の就労相談 梅永雄二 明石書店 Ｈ２２．５月 購入 ○

障がいのある人 4 187 知的障害者の一般就労 陳麗 明石書店 Ｈ２２．５月 購入 ○

障がいのある人 4 188 輝きMAX!　すべての子どもが伸びる特別支援教育　～LD・ADHD・アスペルガー症候群から、いじめ・不登校・非行まで 品川裕香 金子書房 Ｈ２２．５月 購入 ○

障がいのある人 4 189 怠けてなんかない！ディレクシア　～読む書く記憶するのが困難なLDの子どもたち～ 品川裕香 岩崎書店 Ｈ２２．５月 購入 ○

障がいのある人 4 190 LD・ADHD・アスペルガー症候群　気になる子がどんどん伸びる授業～すべての子どもの個性が光る特別支援教育 品川裕香 小学館 Ｈ２２．５月 購入 ○

障がいのある人 4 191 いちばんじゃなくて、いいんだね 松野明美 アスコム Ｈ２２．５月 購入 ○

障がいのある人 4 192 音楽で心のバリアフリーを 渡辺知子 海鳥社 Ｈ２２．５月 購入 ○

障がいのある人 4 193 みんなちがって、つながる・ふかまる(寄贈) 戸田有一　他 解放出版社 Ｈ２２．５月 購入 ○

障がいのある人 4 194 うちの母ちゃん　手が無っちゃが！ 山内文代 星雲社 Ｈ２２．11月 寄贈 ○

障がいのある人 4 195 障害者白書 内閣府 Ｈ２３．２月 購入 ○

障がいのある人 4 196 17歳のオルゴール 町田知子 地湧社 Ｈ２３．３月 購入 ○

障がいのある人 4 197 五感の力でバリアをこえる 成松一郎 大日本図書 Ｈ２３．３月 購入 ○

障がいのある人 4 198 泣いて、笑って、母でよかった 小菅宏 ＷＡＶＥ出版 Ｈ２３．３月 購入 ○

障がいのある人 4 199 軽度発達障害児を育てる 五十嵐一枝 北大路書房 Ｈ２３．３月 購入 ○

障がいのある人 4 200 カニは横に歩く 角岡伸彦 講談社 Ｈ２３．３月 購入 ○

障がいのある人 4 201 さん さん さん 佐々木志穂美 新潮社 Ｈ２３．３月 購入 ○

ライブラリー図書　30 / 124 ページ



ライブラリー図書　31 / 124 ページ

分野 分類 番号 書　　　　　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　社 取得年月 取得区分 在庫確認 禁帯出区分

障がいのある人 4 202 たんぽぽのうたがきこえる 石黒和枝 サンパティックカフェ Ｈ２３．３月 購入 ○

障がいのある人 4 203 ダウン症者・家族が幸せに暮らすために 晃洋書房 Ｈ２４．３月 購入 ○

障がいのある人 4 204 耳の聞こえない私が４カ国語しゃべれる理由 金修琳 ポプラ社 Ｈ２４．３月 購入 ○

障がいのある人 4 205 色弱が世界を変える 伊賀公一 太田出版 Ｈ２４．３月 購入 ○

障がいのある人 4 206 ボクは吃音ドクターです。 菊池良和 毎日新聞社 Ｈ２４．３月 購入 ○

障がいのある人 4 207 障害者が輝く組織 高嶋健夫 日本経済新聞出版社 Ｈ２４．３月 購入 ○

障がいのある人 4 208 社員みんながやさしくなった 渡邊幸義 かんき出版 Ｈ２４．３月 購入 ○

障がいのある人 4 209 働く幸せ 大山泰弘 ＷＡＶＥ出版 Ｈ２４．３月 購入 ○

障がいのある人 4 210 マンガでわかる！統合失調症 中村ユキ 日本評論社 Ｈ２４．３月 購入 ○

障がいのある人 4 211 障害を問い直す 東洋経済新報社 Ｈ２４．３月 購入 ○

障がいのある人 4 212 障害者の経済学（増補改訂版） 中島隆信 東洋経済新報社 Ｈ２４．３月 購入 ○

障がいのある人 4 213 世界一やさしい精神科の本 河出書房新社 Ｈ２４．３月 購入 ○

障がいのある人 4 214 ことばが生まれるとき 岩元綾 かもがわ出版 Ｈ２４．３月 購入 ○

障がいのある人 4 215 典子５０歳　いま、伝えたい 白井のり子 知恵の森文庫 Ｈ２４．３月 購入 ○

障がいのある人 4 216 1/4の奇跡　「強者」を救う「弱者」の話 山元加津子 マキノ出版 H25年2月 購入 ○

障がいのある人 4 217 ＬＤは僕のＩＤ　字が読めないことで見えてくる風景 南雲明彦 中央法規 H25年2月 購入 ○

障がいのある人 4 218 実録４コママンガ　そうだったのか！発達障害　わざとじゃないモン 斗希典裟 合同出版 H25年2月 購入 ○

障がいのある人 4 219 実録４コママンガ　そうだったのか！発達障害２　こうすればできるモン 斗希典裟 合同出版 H25年2月 購入 ○

障がいのある人 4 220 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 小学館 H25年2月 購入 ○

障がいのある人 4 221 「読む」「書く」は苦手だけれど　ＤＸ型　ディスレクシアな僕の人生 藤堂高直 主婦の友社 H25年2月 購入 ○

障がいのある人 4 222 マンガでわかる聴導犬　もっと身近に！耳の不自由な人を守る補助犬 有馬もと 明石書店 H25年2月 購入 ○

障がいのある人 4 223 発達障害の僕がホームレスになった理由　訓練、就労、そして再出発 豊中市社会福祉協議会 ブリコラージュ H25年2月 購入 ○

障がいのある人 4 224 ちいさなおばけちゃんとくるまいすのななちゃん 又野亜希子 あけび書房 H25年2月 購入 ○

障がいのある人 4 225 障害児が地域校に学ぶとき　【新マニュアル】障害児の学校選択 宮永潔・野村みどり 社会評論社 H25年3月 購入 ○

障がいのある人 4 226 きみの友だち 重松清 新潮社 H25年2月 寄贈 ○

障がいのある人 4 227 モッキンバード キャスリン・アースキン 明石書店 H25年3月 購入 ○

障がいのある人 4 228 発達障害　ヘンな子と言われつづけて　いじめられてきた私のサバイバルな日々 高橋今日子 明石書店 H25年3月 購入 ○

障がいのある人 4 229 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 H25年3月 購入 ○
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障がいのある人 4 230 ママは躁うつ病　んでもって娘は統合失調症デス 文月ふう 明和書店 H25年3月 購入 ○

障がいのある人 4 231 ママの足は車イス 又野 亜希子 あけび書房 H25年12月 寄贈 ○

障がいのある人 4 232 サルでも分かる！！精神障害者人権白書　2013年度版 ＮＰＯ法人全国精神障害者ネットワーク協議会 ＮＰＯ法人全国精神障害者ネットワーク協議会 H26年2月 購入 ○

障がいのある人 4 233 精神医療過疎の町から 阿部　惠一郎 みすず書房 H26年3月 購入 ○

障がいのある人 4 234 洛北岩倉と精神医療 中村　治 世界思想社 H26年3月 購入 ○

障がいのある人 4 235 シーン別　アスペルガー会話メソッド 司馬　理英子 主婦の友インフォス情報社 H26年3月 購入 ○

障がいのある人 4 236 統合失調症がやってきた ハウス加賀谷、松本キック イースト・プレス H26年3月 購入 ○

障がいのある人 4 237 発達が気になる子へのソーシャルスキルの教え方 立石　加奈子、中島　そのみ 中央法規 H26年3月 購入 ○

障がいのある人 4 238 発達障がいと思春期 門野　晴子 柘植書房新社 H26年3月 購入 ○

障がいのある人 4 239 僕は四つの精神障害 津野　恵 星和書店 H26年3月 購入 ○

障がいのある人 4 240 障碍者 谷川　功 文芸社 H26年3月 購入 ○

障がいのある人 4 241 考えよう　学校のカラーユニバーサルデザイン 彼方　始 教育出版 H26年3月 購入 ○

障がいのある人 4 242 もっと知りたい！　自閉症のおともだち 伊藤　久美 ミネルヴァ書房 H26年3月 購入 ○

障がいのある人 4 243 もっと知りたい！　アスペルガー症候群のおともだち 伊藤　久美 ミネルヴァ書房 H26年3月 購入 ○

障がいのある人 4 244 もっと知りたい！　LD(学習障害)のおともだち 神奈川LD協会 ミネルヴァ書房 H26年3月 購入 ○

障がいのある人 4 245 もっと知りたい！　ADHD(注意欠陥多動性障害）のおともだち 伊藤　久美 ミネルヴァ書房 H26年3月 購入 ○

障がいのある人 4 246 当事者研究の研究 石原　孝二 医学書院 H26年3月 購入 ○

障がいのある人 4 247 技法以前　べてるの家のつくりかた 向谷地　生良 医学書院 H26年3月 購入 ○

障がいのある人 4 248 べてるな人びと　第１集 向谷地　生良 一麦出版社 H26年3月 購入 ○

障がいのある人 4 249 べてるな人びと　第２集 向谷地　生良 一麦出版社 H26年3月 購入 ○

障がいのある人 4 250 べてるな人びと　第３集 向谷地　生良 一麦出版社 H26年3月 購入 ○

障がいのある人 4 251 僕のうしろに道はできる 山元　加津子 三五館 H26年3月 購入 ○

障がいのある人 4 252 みんな言葉を持っていた 柴田　保之 オクムラ書店 H26年3月 購入 ○

障がいのある人 4 253 最重度の障害児たちが語りはじめるとき 中村　尚樹 草思社 H26年3月 購入 ○

障がいのある人 4 254 この顔でよかった 藤井輝明 ダイヤモンド社 H27年3月 寄贈 ○

障がいのある人 4 255 吃音のこと、わかってください 北川敬一 岩崎書店 H27年3月 購入 ○

障がいのある人 4 256 志乃ちゃんは自分の名前が言えない 押見修造 太田出版 H27年3月 購入 ○

障がいのある人 4 257 聲の形（１） 大今良時 講談社 H27年3月 購入 ○

ライブラリー図書　32 / 124 ページ



ライブラリー図書　33 / 124 ページ

分野 分類 番号 書　　　　　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　社 取得年月 取得区分 在庫確認 禁帯出区分

障がいのある人 4 258 聲の形（２） 大今良時 講談社 H27年3月 購入 ○

障がいのある人 4 259 聲の形（３） 大今良時 講談社 H27年3月 購入 ○

障がいのある人 4 260 聲の形（４） 大今良時 講談社 H27年3月 購入 ○

障がいのある人 4 261 聲の形（５） 大今良時 講談社 H27年3月 購入 ○

障がいのある人 4 262 聲の形（６） 大今良時 講談社 H27年3月 購入 ○

障がいのある人 4 263 聲の形（７） 大今良時 講談社 H27年3月 購入 ○

障がいのある人 4 264 発達障害当事者研究 綾屋紗月・熊谷晋一郎 医学書院 H27年3月 購入 ○

障がいのある人 4 265 障害のある子って、どんな気持ち？ 座間キャラバン隊 ぶどう社 H27年3月 購入 ○

障がいのある人 4 266 なにがちがうの？　自閉症の子の見え方・感じ方 伊藤久美　編 ミネルヴァ書房 H27年3月 購入 ○

障がいのある人 4 267 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 ミネルヴァ書房 H27年3月 購入 ○

障がいのある人 4 268 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 ミネルヴァ書房 H27年3月 購入 ○

障がいのある人 4 269 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 ミネルヴァ書房 H27年3月 購入 ○

障がいのある人 4 270 アスペルガー症候群(高機能自閉症スペクトラム)の子どもたち 飯田順三・太田豊作・山室和彦 合同出版 H27年3月 購入 ○

障がいのある人 4 271 ADHDの子どもたち 岩坂英巳　編 合同出版 H27年3月 購入 ○

障がいのある人 4 272 マンガでわかるアスペルガー症候群&カサンドラ愛情剥奪症候群 西城サラヨ 星和書店 H27年3月 購入 ○

障がいのある人 4 273 ぼくはアスペルガー症候群 権田真吾 彩図社 H27年3月 購入 ○

障がいのある人 4 274 「働く」の教科書 全日本手をつなぐ育成会　編 中央法規出版 H27年3月 購入 ○

障がいのある人 4 275 愛しい命と向き合う日々 髙田義正 文藝春秋 H27年3月 購入 ○

障がいのある人 4 276 ルポ　妻が心を病みました 石川結貴 ポプラ新書 H27年3月 購入 ○

障がいのある人 4 277 はじめての統合失調症 エクスナレッジ H27年3月 購入 ○

障がいのある人 4 278 統合失調症から教わった１４のこと 中山芳樹 ラグーナ出版 H27年3月 購入 ○

障がいのある人 4 279 わが家の母はビョーキです２ 中村ユキ サンマーク出版 H27年3月 購入 ○

障がいのある人 4 280 心病む母が遺してくれたもの 夏苅郁子 日本評論社 H27年3月 購入 ○

障がいのある人 4 281 もうひとつの「心病む母が遺してくれたもの」 夏苅郁子 日本評論社 H27年3月 購入 ○

障がいのある人 4 282 知的・発達障害児者の人権 児玉勇二 現代書館 H27年3月 購入 ○

障がいのある人 4 283 障害者自身が指導する権利・平等と差別を学ぶ研修ガイド キャス・ギャレスピー＝セルズ、ジェーン・キャンベル 明石書店 H27年3月 購入 ○

障がいのある人 4 284 ゆうきくんの海 山元加津子 三五館 H27年3月 購入 ○

障がいのある人 4 285 知のバリアフリー 嶺重慎・広瀬浩二郎　編 京都大学学術出版会 H27年3月 購入 ○
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障がいのある人 4 286 障害のある女性の生活の困難　複合差別実態調査報告書 ＤＰＩ女性障害者ネットワーク ＤＰＩ日本会議 H27年11月 寄贈 ○

障がいのある人 4 287 手話の世界を訪ねよう 亀井　伸孝 岩波書店 H27年11月 寄贈 ○

障がいのある人 4 288 目の見えない人は世界をどう見ているのか 伊藤　亜紗 光文社新書 H28年2月 寄贈 ○

障がいのある人 4 289 母よ！殺すな 横塚　晃一 生活書院 H28年3月 購入 ○

障がいのある人 4 290 「子供を殺してください」という親たち 押川　剛 新潮文庫 H28年3月 購入 ○

障がいのある人 4 291 発達障害のピアニストからの手紙 野田あすか、野田福徳・恭子 アスコム H28年3月 購入 ○

障がいのある人 4 292 統合失調症だけど、がんばって生きています みえっち 文芸社 H28年12月 購入 ○

障がいのある人 4 293 狩りの時代 津島佑子 文藝春秋 H28年12月 購入 ○

障がいのある人 4 294 ダウン症って不幸ですか？ 姫路まさのり 宝島社 H28年12月 購入 ○

障がいのある人 4 295 光を失って心が見えた　全盲先生のメッセージ 新井淑則 金の星社 H28年12月 購入 ○

障がいのある人 4 296 命をくれたキス　「車椅子の花嫁」愛と自立の16年 鈴木ひとみ 小学館 H28年12月 寄贈 ○

障がいのある人 4 297 発達障害の僕が輝ける場所をみつけられた理由 栗原類 ＫＡＤＯＫＡＷＡ H29年3月 購入 ○

障がいのある人 4 298 発達障害の子どもたち、「みんなと同じ」にならなくていい。 長谷川敦弥 ＳＢ新書 H29年3月 購入 ○

障がいのある人 4 299 相模原事件とヘイトクライム 保坂展人 岩波書店 H29年3月 購入 ○

障がいのある人 4 300 合理的配慮、差別的取扱いとは何か ＤＰＩ日本会議 解放出版社 H29年3月 購入 ○

障がいのある人 4 301 世界一ありふれた答え 谷川直子 河出書房新社 H29年3月 購入 ○

障がいのある人 4 302 ふんばれ、がんばれ、ギランバレー！ たむらあやこ 講談社 H29年3月 購入 ○

障がいのある人 4 303 生きたかった　相模原障害者殺傷事件が問いかけるもの 藤井克徳ほか 大月書店 H29年3月 購入 ○

障がいのある人 4 304 バリアバリュー－障害を価値に変える－ 垣内俊哉 新潮社 H29年3月 購入 ○

障がいのある人 4 305 おしゃべりな足指　障がい母さんのラブレター 小山内美智子 中央法規出版 H29年3月 購入 ○

障がいのある人 4 306 社会の中で居場所をつくる 東田直樹、山登敬之 ビッグイシュー H29年3月 購入 ○

障がいのある人 4 307 障害を持つ息子へ 神戸金史 ブックマン社 H29年3月 購入 ○

障がいのある人 4 308 ヒロのちつじょ 佐藤美紗代 太郎次郎社エディタス H29年12月 購入 ○

障がいのある人 4 309 僕は上手にしゃべれない 椎野直弥 ポプラ社 H29年12月 購入 ○

障がいのある人 4 310 差別されている自覚はあるか 荒井裕樹 現代書館 H29年12月 購入 ○

障がいのある人 4 311 発達障害 岩波明 文春新書 H29年12月 購入 ○

障がいのある人 4 312 自閉症のうた 東田直樹 ＫＡＤＯＫＡＷＡ H29年12月 購入 ○

障がいのある人 4 313 うつヌケ 田中圭一 ＫＡＤＯＫＡＷＡ H29年12月 購入 ○
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障がいのある人 4 314 自閉症と感覚過敏 熊谷高幸 新曜社 H29年12月 購入 ○

障がいのある人 4 315 知っていますか？障害者の権利一問一答 DPI日本会議 解放出版社 H29年12月 購入 ○

障がいのある人 4 316 どうして普通にできないの！「かくれ」発達障害女子の見えない不安と孤独 こどま　ちの 協同医書出版社 H29年12月 購入 ○

障がいのある人 4 317 まま　そだて　ありがと 松﨑胡桃 熊本日日新聞社 H29年12月 購入 ○

障がいのある人 4 318 うつ病休職 中嶋聡 新潮社 H29年12月 購入 ○

障がいのある人 4 319 障害者をしめ出す社会は弱くもろい 藤井克徳 全国障害者問題研究会出版部 H30年1月 購入 ○

障がいのある人 4 320 いきていてこそ 堀江菜穂子 サンマーク出版 H30年1月 購入 ○

障がいのある人 4 321 ふかしぎ－ダウン症の子と暮らしながら－ 田中耕一郎 出版企画あさんてさーな H30年1月 購入 ○

障がいのある人 4 322 絶望している暇はない「左手のピアニスト」の超前向き思考 舘野泉 小学館 H30年1月 購入 ○

障がいのある人 4 323 会社の中の発達障害 星野仁彦 集英社 H30年3月 購入 ○

障がいのある人 4 324 女性の発達障害 宮尾益知 河出書房新社 H30年3月 購入 ○

障がいのある人 4 325 生まれてくれてありがとう 倉本美香 小学館 H30年3月 購入 ○

障がいのある人 4 326 ひらもとの人生道 瀧本大介 デザインエッグ社 H30年3月 購入 ○

障がいのある人 4 327 車イスホスト 寺田ユースケ 双葉社 H30年3月 購入 ○

障がいのある人 4 328 考える障害者 ホーキング青山 新潮社 H30年3月 購入 ○

障がいのある人 4 329 生きづらいと思ったら親子で発達障害でした モンズースー ＫＡＤＯＫＡＷＡ H30年3月 購入 ○

障がいのある人 4 330 トコトンやさしいユニバーサルデザインの本（第２版） 宮入賢一郎 日本工業新聞社 H30年3月 購入 ○

障がいのある人 4 331 コミックエッセイ　アスペルガー症候群との上手なつきあい方入門 西脇俊二 宝島社 H30年3月 購入 ○

障がいのある人 4 332 精神障害とともに 南日本新聞取材班 ラグーナ出版 H30年3月 購入 ○

障がいのある人 4 333 障害者が街を歩けば差別に当たる？！当事者がつくる差別解消ガイドライン ＤＰＩ日本会議編 現代書館 H30年3月 購入 ○

障がいのある人 4 334 壊れた脳　存在する知 山田規畝子 講談社 H30年3月 購入 ○

同和問題 5 44 人権の“ふるさと”同和問題 磯村英一 明石書店 ○

同和問題 5 44 人権の“ふるさと”同和問題 磯村英一 明石書店 ○

同和問題 5 61 新・同和問題と同和団体 高木正幸 土曜美術社 ○

同和問題 5 63 同和問題の基礎知識　第３版 小森哲郎 明石書店 ○

同和問題 5 77 皮革産業を支える人々 東京都同和事業促進協会 ○

同和問題 5 123 浅草弾左衛門３部作　① 塩見鮮一郎 批評社 ○

同和問題 5 124 浅草弾左衛門３部作　② 塩見鮮一郎 批評社 ○
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同和問題 5 125 浅草弾左衛門３部作　③ 塩見鮮一郎 批評社 ○

同和問題 5 126 浅草弾左衛門　資料 ○

同和問題 5 134 住井すゑとの絵本集　第１巻 住井すゑ 河出書房新社 ○

同和問題 5 135 住井すゑとの絵本集　第２巻 住井すゑ 河出書房新社 ○

同和問題 5 136 住井すゑとの絵本集　第３巻 住井すゑ 河出書房新社 ○

同和問題 5 137 住井すゑとの絵本集　第４巻 住井すゑ 河出書房新社 ○

同和問題 5 138 住井すゑとの絵本集　第５巻 住井すゑ 河出書房新社 ○

同和問題 5 139 青年の環　第１巻 野間　宏 岩波書店 ○

同和問題 5 140 青年の環　第２巻 野間　宏 岩波書店 ○

同和問題 5 141 青年の環　第３巻 野間　宏 岩波書店 ○

同和問題 5 142 青年の環　第４巻 野間　宏 岩波書店 ○

同和問題 5 143 青年の環　第５巻 野間　宏 岩波書店 ○

同和問題 5 144 地球の一角から 住井すゑ 人文書院 ○

同和問題 5 147 橋のない川　第１部 住井すゑ 新潮社 ○

同和問題 5 148 橋のない川　第２部 住井すゑ 新潮社 ○

同和問題 5 149 橋のない川　第３部 住井すゑ 新潮社 ○

同和問題 5 150 橋のない川　第４部 住井すゑ 新潮社 ○

同和問題 5 151 橋のない川　第５部 住井すゑ 新潮社 ○

同和問題 5 152 橋のない川　第６部 住井すゑ 新潮社 ○

同和問題 5 153 橋のない川　第７部 住井すゑ 新潮社 ○

同和問題 5 154 八十歳の宣言 住井すゑ 人文書院 ○

同和問題 5 177 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 ○

同和問題 5 177 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 ○

同和問題 5 219 被差別部落の暮らしから 中山英一 朝日新聞社 ○

同和問題 5 221 被差別部落の青春 角岡 伸彦 講談社 ○

同和問題 5 224 国際化時代の人権と同和問題 宮崎　繁樹 明石書店 ○

同和問題 5 225 変容する部落 部落解放人権研究所 解放出版社 ○

同和問題 5 226 ケガレ意識と部落差別を考える 辻本　正教 解放出版社 ○
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同和問題 5 227 人権社会のシステムを 北口　末広 解放出版社 ○

同和問題 5 230 部落の終わり　がはじまる 東上　高志 部落問題研究所 ○

同和問題 5 231 部落差別撤廃論をめぐる批判的研究 奥山　峰夫 部落問題研究所 ○

同和問題 5 232 カムイ伝のすすめ 中尾　健次 解放出版社 ○

同和問題 5 233 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 ○

同和問題 5 234 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 ○

同和問題 5 240 部落史がわかる 渡辺　俊雄 解放出版社 ○

同和問題 5 244 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 解放出版社 ○

同和問題 5 245 あいつぐ差別事件　２０００ 部落解放同盟・大阪府連合会編 解放出版社 ○

同和問題 5 246 部落差別　ここにも・出発は現実の直視から 国民運動中央実行委員会 解放出版社 ○

同和問題 5 246 部落差別　ここにも・出発は現実の直視から 国民運動中央実行委員会 解放出版社 ○

同和問題 5 247 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 ○

同和問題 5 249 部落差別と人権Ⅱ 川内　俊彦 現代書館 ○

同和問題 5 250 部落差別と宗教 川内　俊彦 現代書館 ○

同和問題 5 251 データで考える結婚差別問題 奥田　均 解放出版社 ○

同和問題 5 252 日本における差別と人権〈第４版） 部落解放・人権研究所編 解放出版社 ○

同和問題 5 256 「人権の宝島」冒険 奥田均 解放出版社 ○

同和問題 5 257 竹田の子守歌　名曲に隠された真実 藤田正 解放出版社 ○

同和問題 5 258 部落のアイデンティティ 松下一世 解放出版社 ○

同和問題 5 258 部落のアイデンティティ 松下一世 解放出版社 ○

同和問題 5 259 同和問題の基礎知識　第４版 小森哲郎 明石書店 ○

同和問題 5 263 知っていますか？　部落問題　一問一答　第2版 ○

同和問題 5 267 現代の差別を考える・３ 全国同和教育研究協議会 全国同和教育研究協議会 ○

同和問題 5 268 人権文化を拓くⅠ 全国同和教育研究協議会 全国同和教育研究協議会 ○

同和問題 5 269 ほんとはしゃべりたいんだよね-被差別の側から教育を考える- 園田義治 宮崎県同和教育研究協議会 ○

同和問題 5 269 ほんとはしゃべりたいんだよね-被差別の側から教育を考える- 園田義治 宮崎県同和教育研究協議会 ○

同和問題 5 270 部落の歴史 秋定嘉和 解放出版社 ○

同和問題 5 271 インタビュー「部落出身」ー１２人の今、そしてここからー 解放出版社編 解放出版社 ○
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同和問題 5 272 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 ○

同和問題 5 273 部落史50話 中尾健次 解放出版社 ○

同和問題 5 275 みんなの命輝くために 黒田ジャーナル 解放出版社 ○

同和問題 5 276 続　あした元気になあれ 松村智宏 解放出版社 ○

同和問題 5 279 現代の人権と同和問題 磯村英一・宮崎繁樹 明石書店 ○

同和問題 5 280 HIKARI　みんなで考える同和問題作品集「ひかり」 福岡市 ○

同和問題 5 281 瀬戸山三夫　紙碑　命からの願い 谷口義幸 ○

同和問題 5 282 解放の道ひとすじ　上杉佐一郎の生涯 宮武利正 小郡市 ○

同和問題 5 283 明日を拓く　東日本の部落・差別問題研究 東日本部落解放研究所 ○

同和問題 5 293 愛が引き裂かれたとき　－追跡ルポ・結婚差別－ 石飛　仁・高橋幸春 解放出版社 ○

同和問題 5 294 全国水平社を支えた人びと 水平社博物館編 解放出版社 ○

同和問題 5 294 全国水平社を支えた人びと 水平社博物館編 解放出版社 H31年3月 寄贈 ○

同和問題 5 295 水平社宣言・解放歌（CD付き） 守安敏司・藤田　正・朝治　武 解放出版社 ○

同和問題 5 296 つくりかえられる徴　－日本近代・被差別部落・マイノリティ－ 黒川みどり 解放出版社 ○

同和問題 5 297 森の棘・花の記憶　［人権コミックシリーズⅠ］ にしばねよしこ・南　一平 解放出版社 ○

同和問題 5 300 部落問題論への招待　資料と解説　第２版 寺木　伸明、野口　道彦 解放出版社 ○

同和問題 5 301 土地差別　部落問題を考える 奥田　均 解放出版社 ○

同和問題 5 302 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 解放出版社 ○

同和問題 5 303 部落解放・人権法令資料集【第３版】 部落解放・人権研究所 部落解放・人権研究所 ○

同和問題 5 304 ノーマライゼーションと部落解放 山中　多美男 解放出版社 ○

同和問題 5 305 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 ○

同和問題 5 306 カムイ伝全集 第１部１ 誕生の巻 白土　三平 小学館 ○

同和問題 5 307 カムイ伝全集 第１部２ 斬首の巻 白土　三平 小学館 ○

同和問題 5 308 カムイ伝全集 第１部３ 玉手騒動の巻 白土　三平 小学館 ○

同和問題 5 309 カムイ伝全集 第１部４ 谷地湯の巻 白土　三平 小学館 ○

同和問題 5 310 カムイ伝全集 第１部５ 夢の男の巻 白土　三平 小学館 ○

同和問題 5 311 カムイ伝全集 第１部６ 八方変現の巻 白土　三平 小学館 ○

同和問題 5 312 カムイ伝全集 第１部７ 雪どけの巻 白土　三平 小学館 ○
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同和問題 5 313 カムイ伝全集 第１部８ 蔵六屋敷の巻 白土　三平 小学館 ○

同和問題 5 314 カムイ伝全集 第１部９ 銀札くずれの巻 白土　三平 小学館 ○

同和問題 5 315 カムイ伝全集 第１部１０ 木の間党の巻 白土　三平 小学館 ○

同和問題 5 316 カムイ伝全集 第１部１１ クズレの巻 白土　三平 小学館 ○

同和問題 5 317 カムイ伝全集 第１部１２ 山盗りの巻 白土　三平 小学館 ○

同和問題 5 318 カムイ伝全集 第１部１３ 朝露の巻 白土　三平 小学館 ○

同和問題 5 319 カムイ伝全集 第１部１４ 号びの巻 白土　三平 小学館 ○

同和問題 5 320 カムイ伝全集 第１部１５ 海原の巻 白土　三平 小学館 ○

同和問題 5 321 福餅天狗餅　創作民話　部落の夜ばなし さねとうあきら、井上洋介 解放出版社 ○

同和問題 5 322 『破戒』のモデル　　大江　礒吉の生涯 荒木　謙 解放出版社 ○

同和問題 5 323 水平社の原像 朝治　 武 解放出版社 ○

同和問題 5 324 被差別部落の風景 西田　英二 明石書店 ○

同和問題 5 325 ハートで挑戦 川口　泰司 解放出版社 ○

同和問題 5 326 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 ○

同和問題 5 327 ビートたけし　巨頭会談 ビートたけし 新潮文庫 ○

同和問題 5 328 結婚差別　データで読む現実と課題 奥田　均　 解放出版社 ○

同和問題 5 329 だまってられへん　今日の笑いは明日の元気　差別なんかに負けてたまるか！ 松村智広 解放出版社 ○

同和問題 5 330 見なされる差別　ーなぜ、部落を避けるのかー 奥田　均 解放出版社 ○

同和問題 5 331 ＜眼差される者＞の近代　ー部落民・都市下層・ハンセン病・エスニシティー 黒川みどり 解放出版社 ○

同和問題 5 332 明治維新と被差別民 北崎　豊二 解放出版社 ○

同和問題 5 333 「破戒」百年物語 宮武　利正 解放出版社 ○

同和問題 5 336 人権５０話 林力 解放出版社 ○

同和問題 5 337 三國連太郎・沖浦和光対談（上）～浮世の虚と実～ 三國連太郎・沖浦和光 解放出版社 ○

同和問題 5 338 三國連太郎・沖浦和光対談（下）～芸能史の深層～ 三國連太郎・沖浦和光 解放出版社 ○

同和問題 5 339 記録　阪神・淡路大震災と被差別部落 兵庫県部落解放研究所 解放出版社 ○

同和問題 5 340 日本文化の変革～周縁からのメッセージ～ 川元　祥一 解放出版社 ○

同和問題 5 341 人権の２１世紀へ～部落解放運動の挑戦～ 友永　健三 解放出版社 ○

同和問題 5 342 人権啓発ものがたり 松本　城洲夫 解放出版社 ○
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同和問題 5 343 謎解き「大菩薩峠」 野崎　六助 解放出版社 ○

同和問題 5 344 ケガレ　～差別思想の深層～ 沖浦　和光 解放出版社 ○

同和問題 5 345 皮・革あ・ら・か・る・と 出口　公長 解放出版社 ○

同和問題 5 346 黒い翁 乾　武俊 解放出版社 ○

同和問題 5 347 人の世に生きて、生かされて 向井　正 解放出版社 ○

同和問題 5 348 部落の２１家族 部落解放・人権研究所 解放出版社 ○

同和問題 5 349 土地差別問題の研究 奥田　均 解放出版社 ○

同和問題 5 350 釈迦内柩唄 水上　勉 若洲一滴文庫 ○

同和問題 5 351 身分・差別・アイデンティティ 畑中　敏之 かもがわ出版 ○

同和問題 5 352 脱常識の部落問題 朝治　武 かもがわ出版 ○

同和問題 5 353 被差別部落ゼロ？ 藤野　豊 桂　書房 ○

同和問題 5 354 唄で命をつむいで　～部落のおばあちゃん、母、そして私～ ただ　えみこ 青木書店 ○

同和問題 5 355 屠場文化　～語られなかった世界～ 桜井　厚 創土社 ○

同和問題 5 356 日本の経済構造と部落産業（２１世紀増補版） 田中　充 関西大学出版部 ○

同和問題 5 357 比較サベツ論 柴谷　篤弘 明石書店 ○

同和問題 5 358 新版　人権と同和問題 菱山　譲二 明石書店 ○

同和問題 5 359 差別のしくみと闘う人へ 小森　龍邦 明石書店 ○

同和問題 5 360 部落問題のパラダイム転換 野口　道彦 明石書店 ○

同和問題 5 361 忘れさられた西光万吉 吉田　智弥 明石書店 ○

同和問題 5 362 日本の企業と同和問題 古山　知己 明石書店 ○

同和問題 5 363 胸はって生きる　～橋本要写真集～ 橋本　要 埼玉人権・同和センター ○

同和問題 5 364 どう超えるのか？部落差別 塩見　鮮一郎 新風出版 ○

同和問題 5 365 乞胸　～江戸の辻芸人～ 塩見　鮮一郎 河出書房新社 ○

同和問題 5 366 はじめての部落問題 角岡　伸彦 文藝春秋 ○

同和問題 5 367 被差別部落の生活 斎藤　洋一 同成社 ○

同和問題 5 368 部落差別はなくなったか？ 塩見　鮮一郎 緑風出版 ○

同和問題 5 369 部落史紀行 黒田　伊彦 柘植書房新社 ○

同和問題 5 370 荒川の部落史　～まち・しごと・くらし～ 荒川部落史調査会 現代企画室 ○
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同和問題 5 371 中世の都市と非人 松尾　剛次 法蔵館 ○

同和問題 5 372 至高の人　西光万吉 橋　國臣 人文書院 ○

同和問題 5 373 親鸞と差別問題 小武　正教 法蔵館 ○

同和問題 5 374 最後の弾左衛門　第１巻 清水　おさむ 批評社 ○

同和問題 5 375 最後の弾左衛門　第２巻 清水　おさむ 批評社 ○

同和問題 5 376 日本中世に何が起きたか 網野　善彦 日本エディタースクール出版部 ○

同和問題 5 377 江戸の非人頭　車　（三一新書117） 塩見　鮮一郎 三一書房 ○

同和問題 5 378 陰陽師の原像　～民衆文化の底辺を歩く～ 沖浦　和光 岩波書店 ○

同和問題 5 379 境界文化のライフストーリー 桜井　厚 せりか書房 ○

同和問題 5 380 江戸時代の差別観念 中尾　健次 三一書房 ○

同和問題 5 381 日本歴史の中の被差別民 奈良人権・部落解放研究所 新人物往来社 ○

同和問題 5 382 西日本人物誌１６　松本治一郎 福岡人権研究所 西日本新聞社 ○

同和問題 5 383 江戸・東京の被差別部落の歴史 浦本　誉至史 明石書店 ○

同和問題 5 384 世界屠畜紀行 内澤　旬子 解放出版社 ○

同和問題 5 385 破戒　～まんがで読破から　　 島崎藤村 イーストプレス ○

同和問題 5 386 破戒　　　　（文庫） 島崎藤村 新潮社 ○

同和問題 5 387 カムイ伝講義 田中優子 小学館 ○

同和問題 5 388 カムイ伝全集 〈第２部　１〉 白土三平/岡本鉄二 小学館 ○

同和問題 5 389 カムイ伝全集 〈第２部　２〉 白土三平/岡本鉄二 小学館 ○

同和問題 5 390 カムイ伝全集 〈第２部　３〉 白土三平/岡本鉄二 小学館 ○

同和問題 5 391 カムイ伝全集 〈第２部　４〉 白土三平/岡本鉄二 小学館 ○

同和問題 5 392 カムイ伝全集 〈第２部　５〉 白土三平/岡本鉄二 小学館 ○

同和問題 5 393 カムイ伝全集 〈第２部　６〉 白土三平/岡本鉄二 小学館 ○

同和問題 5 394 カムイ伝全集 〈第２部　７〉 白土三平/岡本鉄二 小学館 ○

同和問題 5 395 カムイ伝全集 〈第２部　８〉 白土三平/岡本鉄二 小学館 ○

同和問題 5 396 カムイ伝全集 〈第２部　９〉 白土三平/岡本鉄二 小学館 ○

同和問題 5 397 カムイ伝全集 〈第２部　１０〉 白土三平/岡本鉄二 小学館 ○

同和問題 5 398 カムイ伝全集 〈第２部　１１〉 白土三平/岡本鉄二 小学館 ○

ライブラリー図書　41 / 124 ページ



ライブラリー図書　42 / 124 ページ

分野 分類 番号 書　　　　　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　社 取得年月 取得区分 在庫確認 禁帯出区分

同和問題 5 399 カムイ伝全集 〈第２部　１２〉 白土三平/岡本鉄二 小学館 ○

同和問題 5 400 異形にされた人たち 塩見　鮮一郎 河出文庫 ○

同和問題 5 401 江戸の非人頭　車善七 塩見　鮮一郎 河出文庫 ○

同和問題 5 402 被差別部落の青春 角岡　伸彦 講談社文庫 ○

同和問題 5 403 対論　部落問題 組坂繁之　高山文彦 平凡社新書 ○

同和問題 5 404 格差拡大の社会（部落差別をなくすために） 北口末広 解放出版社 ○

同和問題 5 406 ひげがあろうがなかろうが 今江祥智 解放出版社 ○

同和問題 5 407 「破戒」百年物語 宮武利正 解放出版社 ○

同和問題 5 408 太郎が恋をする頃までには 栗原　美和子 幻冬社 ○

同和問題 5 409 ボロを着た王子様 村崎　太郎 ポプラ社 ○

同和問題 5 410 私の生まれた日 井上　ハツミ 解放出版社 ○

同和問題 5 411 とことん！部落問題 角岡　伸彦 講談社 ○

同和問題 5 412 差別と日本人 野中広務、辛淑玉 角川書店 ○

同和問題 5 413 差別の視線～近代日本の意識構造 ひろたまさき 吉川好文館 ○

同和問題 5 414 近代日本を語る～福沢諭吉と民衆と差別 ひろたまさき 吉川好文館 ○

同和問題 5 415 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 ○

同和問題 5 416 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 ○

同和問題 5 417 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 ○

同和問題 5 418 阿波のでこまわし 辻本一英 解放出版社 ○

同和問題 5 419 これでわかった！部落の歴史　～私のダイガク講座 上杉聡 解放出版社 ○

同和問題 5 420 牛を屠る　（シリーズ　向こう岸からの世界史） 佐川光晴 解放出版社 ○

同和問題 5 421 史料で読む部落史 山本尚友 現代書館 ○

同和問題 5 422 部落問題の歴史的展開 吉田徳夫 プレアデス出版 ○

同和問題 5 423 近現代部落史～再編される差別の構造 黒川みどり 有志舎 ○

同和問題 5 424 弾左衛門とその時代　　　（河出文庫） 塩見鮮一郎 河出書房新社 ○

同和問題 5 425 差別のカラクリ 奥田　均 解放出版社 ○

同和問題 5 426 皮革の歴史と民族 のびしょうじ 解放出版社 ○

同和問題 5 427 部落差別の謎を解く 川元祥一 にんげん出版 ○
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同和問題 5 428 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 ○

同和問題 5 428 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 H31年3月 寄贈 ○

同和問題 5 430 北の風　南の風　～部落・アイヌ・沖縄。反差別 竹内　渉 解放出版社 ○

同和問題 5 431 問い直す「部落」観　日本の賤民の歴史と世界 小松克己 緑風出版 Ｈ２２．５月 購入 ○

同和問題 5 432 近代「部落史」研究文献目録 津田潔編 三一書房 Ｈ２２．５月 購入 ○

同和問題 5 433 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 Ｈ２２．５月 購入 ○

同和問題 5 434 住井すゑの世界　～その生涯と文学～ 前川む一 解放出版社 Ｈ２２．５月 購入 ○

同和問題 5 435 蘭学事始 杉田玄白 講談社 Ｈ２３．３月 購入 ○

同和問題 5 437 花と死者の中世 中島渉 解放出版社 Ｈ２３．３月 購入 ○

同和問題 5 438 ビジュアル部落史 大阪人権博物館 解放出版社 Ｈ２３．３月 購入 ○

同和問題 5 438-2 ビジュアル部落史 大阪人権博物館　編 解放出版社 H27年3月 購入 ○

同和問題 5 439 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 Ｈ２３．３月 購入 ○

同和問題 5 440 エレクトラ 高山文彦 文藝春秋 Ｈ２３．３月 購入 ○

同和問題 5 441 熊野・被差別ブルース 和賀正樹 現代書館 Ｈ２３．３月 購入 ○

同和問題 5 442 日本の路地を旅する 上原善広 文藝春秋 Ｈ２３．３月 購入 ○

同和問題 5 443 橋はかかる 村崎太郎/栗原美和子 ポプラ社 Ｈ２３．３月 購入 ○

同和問題 5 444 部落差別をこえて 臼井敏男 朝日新聞出版 Ｈ２３．３月 購入 ○

同和問題 5 445 破戒という奇跡 塩見鮮一郎 河内書房新社 Ｈ２３．３月 購入 ○

同和問題 5 446 被差別部落一千年史 高橋貞樹 岩波書店 Ｈ２３．３月 購入 ○

同和問題 5 447 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 Ｈ２３．３月 購入 ○

同和問題 5 448 描かれた被差別部落 黒川みどり 岩波書店 Ｈ２３．８月 購入 ○

同和問題 5 449 歴史のなかの米と肉　食物と天皇・差別 原田信男 平凡社 Ｈ２４．３月 購入 ○

同和問題 5 450 脱イデオロギーの部落史 塩見鮮一郎 にんげん出版 Ｈ２４．３月 購入 ○

同和問題 5 451 部落差別の謎を解く　ケガレとキヨメ 川元祥一 にんげん出版 Ｈ２４．３月 購入 ○

同和問題 5 453 連続大量差別はがき事件 浦本誉至史 解放出版社 Ｈ２４．３月 購入 ○

同和問題 5 454 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 Ｈ２４．３月 購入 ○

同和問題 5 455 部落を襲った一揆 上杉聰 解放出版社 Ｈ２４．３月 購入 ○

同和問題 5 455-2 新装版　部落を襲った一揆 上杉聰 解放出版社 H27年3月 購入 ○
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同和問題 5 456 屠場 本橋成一 平凡社 Ｈ２４．３月 購入 ○

同和問題 5 457 増補新版　中上健次 河出書房新社 Ｈ２４．３月 購入 ○

同和問題 5 458 新・忘れられた日本人 筒井功 河出書房新社 Ｈ２４．３月 購入 ○

同和問題 5 459 山に生きる人びと 宮本常一 河出書房新社 Ｈ２４．３月 購入 ○

同和問題 5 460 解放令の明治維新 塩見鮮一郎 河出書房新社 Ｈ２４．３月 購入 ○

同和問題 5 461 被差別部落の形成伝承 本田豊 現代書館 Ｈ２４．３月 購入 ○

同和問題 5 462 狭山事件の真実 鎌田慧 岩波書店 Ｈ２４．３月 購入 ○

同和問題 5 463 旦那場　近世被差別民の活動領域 大熊哲雄、ほか 現代書館 H25年2月 購入 ○

同和問題 5 464 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 緑風出版 H25年2月 購入 ○

同和問題 5 465 近代部落史　明治から現代まで 黒川みどり 平凡社 H25年2月 購入 ○

同和問題 5 466 部落文化・文明　差別で失った価値群：この世界の全体像をだれも見ていなかった 川元祥一 御茶の水書房 H25年2月 購入 ○

同和問題 5 467 永井荷風と部落問題 野町均 リベルタ出版 H25年2月 購入 ○

同和問題 5 468 戦後部落解放運動史　永続革命の行方 友常勉 河出書房新社 H25年2月 購入 ○

同和問題 5 469 河原ノ者・非人・秀吉 服部英雄 山川出版社 H25年2月 購入 ○

同和問題 5 470 どん底　部落差別自作自演事件 高山文彦 小学館 H25年2月 購入 ○

同和問題 5 471 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 緑風出版 H25年2月 購入 ○

同和問題 5 473 水平社宣言の熱と光 朝治武、守安敏司 解放出版社 H25年2月 購入 ○

同和問題 5 474 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 H25年3月 購入 ○

同和問題 5 475 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 解放出版社 H25年3月 購入 ○

同和問題 5 476 江戸の賤民 石井良助 明石書店 H25年3月 購入 ○

同和問題 5 477 病む社会・国家と被差別部落 八箇亮仁 解放出版社 H25年3月 購入 ○

同和問題 5 478 橋下徹現象と部落差別 宮崎学・小林健治 にんげん出版 H25年3月 購入 ○

同和問題 5 479 全九州水平社創立９０周年記念誌 人権社会確立第33回全九州研究集会実行委員会 花書院 H25年5月 購入 ○

同和問題 5 480 猿まわし　被差別の民俗学 筒井　功 河出書房新社 H26年3月 購入 ○

同和問題 5 481 アジア・太平洋戦争と全国水平社 朝治　武 解放出版社 H26年3月 購入 ○

同和問題 5 482 部落解放史の最前線 服部　英雄、寺木　伸明、布引　敏雄、石瀧　豊美 福岡県人権研究所 H26年3月 購入 ○

同和問題 5 483 格差をこえる学校づくり 志水　宏吉 大阪大学出版会 H26年3月 購入 ○

同和問題 5 485 路地の教室 上原　善広 筑摩書房 H26年3月 購入 ○
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同和問題 5 486 被差別部落の歴史 原田　伴彦 明石書店 H26年3月 購入 ○

同和問題 5 487 部落問題と向きあう若者たち 内田龍史　編著 解放出版社 H27年3月 購入 ○

同和問題 5 488 部落・差別の歴史 藤沢靖介 解放出版社 H27年3月 購入 ○

同和問題 5 489 まちかどの芸能史 村上紀夫 解放出版社 H27年3月 購入 ○

同和問題 5 490 同和問題の今、そして未来に向けて 稲積　謙次郎 人権教育啓発推進センター H28年1月 購入

同和問題 5 491 キーワードで考える　部落問題はじめの一歩 加藤　陽一 福岡県人権研究所 H28年2月 購入 ○

同和問題 5 492 「同対審」答申を読む 奥田　均 解放出版社 H28年2月 購入 ○

同和問題 5 492-2 「同対審」答申を読む 奥田均 解放出版社 H30年3月 寄贈 ○

同和問題 5 492-3 「同対審」答申を読む 奥田均 解放出版社 H30年3月 寄贈 ○

同和問題 5 493 部落解放を考える 友永　健三 解放出版社 H28年3月 購入 ○

同和問題 5 494 部落解放同盟「糾弾」史　－メディアと差別表現 小林　健治 ちくま新書 H28年3月 購入 ○

同和問題 5 495 愛猿奇縁　猿まわし復活の旅 村﨑　修二 解放出版社 H28年3月 購入 ○

同和問題 5 496 ふしぎな部落問題 角岡　伸彦 ちくま新書 H28年9月 寄贈 ○

同和問題 5 497 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 H28年12月 購入 ○

同和問題 5 498 入門　被差別部落の歴史 寺木伸明・黒川みどり 解放出版社 H28年12月 購入 ○

同和問題 5 499 ドキュメント水平をもとめて 鎌田慧 解放出版社 H29年3月 購入 ○

同和問題 5 500 被差別文学全集 塩見鮮一郎 河出書房新社 H29年3月 購入 ○

同和問題 5 501 被差別小説傑作集 塩見鮮一郎 河出書房新社 H29年3月 購入 ○

同和問題 5 502 被差別のグルメ 上原善広 新潮社 H29年3月 購入 ○

同和問題 5 503 改訂版同和問題の今、そして未来に向けて 稲積　謙次郎 人権教育啓発推進センター H29年3月 購入 ○

同和問題 5 504 路地の子 上原善広 新潮社 H29年12月 購入 ○

同和問題 5 505 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 解放出版社 H29年12月 購入 ○

同和問題 5 506 ガイドブック部落差別解消推進法 奥田均 解放出版社 H29年12月 購入 ○

同和問題 5 507 結婚差別の社会学 齋藤直子 勁草書房 H29年12月 購入 ○

同和問題 5 508 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 H30年3月 購入 ○

同和問題 5 S1999 全国のあいつぐ差別事件　1999年版 部落解放基本法制定要求国民運動中央実行委員会　編 解放出版社 ○

同和問題 5 S2000 全国のあいつぐ差別事件　2000年版 部落解放基本法制定要求国民運動中央実行委員会　編 解放出版社 ○

同和問題 5 S2002 全国のあいつぐ差別事件　2002年版 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 ○
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同和問題 5 S2004 全国のあいつぐ差別事件　2004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 ○

同和問題 5 S2005 全国のあいつぐ差別事件　2005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 ○

同和問題 5 S2006 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 解放出版社 ○

同和問題 5 S2007 全国のあいつぐ差別事件　2007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 ○

同和問題 5 S2008 全国のあいつぐ差別事件　2008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 ○

同和問題 5 S2009 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 ○

同和問題 5 S2010 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 Ｈ２３．３月 購入 ○

同和問題 5 S2011 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 Ｈ２４．３月 購入 ○

同和問題 5 S2012 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 解放出版社 H25年2月 購入 ○

同和問題 5 S2013 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　編 解放出版社 H27年3月 購入 ○

同和問題 5 S2014 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 解放出版社 H27年3月 購入 ○

同和問題 5 S2015 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 解放出版社 H28年3月 購入 ○

同和問題 5 S2016 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 解放出版社 H28年12月 購入 ○

同和問題 5 S2017 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編 解放出版社 H30年3月 購入 ○

同和問題 5 k2016 解放新聞　縮刷版　第４９巻　２０１６ 解放新聞社 解放新聞社 H30年1月 購入 ○

外国人 6 1 在日朝鮮人の生活と人権 吉岡増雄 社会思想社 ○

外国人 6 2 在日朝鮮人労働者と水平運動 小林末夫 部落問題研究所 ○

外国人 6 3 アジアから来た出稼ぎ労働者たち 内海愛子 明石書店 ○

外国人 6 4 アジアの差別問題 西　順蔵 明石書店 ○

外国人 6 5 アジアの宗教と差別 日本キリスト教団出版局 ○

外国人 6 6 アジアの聖と賤 野間　宏　他 人文書院 ○

外国人 6 7 アメリカの平等雇用　　アファーマティブ・アクション 横田耕一 解放出版社 ○

外国人 6 8 アメリカの二つの国民 上坂　昇　訳 明石書店 ○

外国人 6 9 アンネの日記 深沢眞理子　訳 文藝春秋 ○

外国人 6 10 イギリスにおける移民労働者の住宅問題 富岡次郎 明石書店 ○

外国人 6 11 生きることの意味　（ちくま少年図書館） 高史明 筑摩書房 ○

外国人 6 12 15000人のアンネ・フランク 野村路子 径書房 ○

外国人 6 13 オモニの歌 石井好子 筑摩書房 ○
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外国人 6 14 終わりなき旅　「中国残留孤児」の歴史と現在 井出孫六 岩波書店 ○

外国人 6 15 外国人と国際人権 アジア人労働問題懇談会 海風書房 ○

外国人 6 16 拡大志向の日本人 朴　俊 東信堂 ○

外国人 6 17 カナダ移民排斥史　　日本の漁業移民 新保　満 未来社 ○

外国人 6 18 韓国社会の転換 滝沢秀樹 御茶の水書房 ○

外国人 6 19 韓国・朝鮮人 前川惠司 創樹社 ○

外国人 6 20 近代朝鮮の社会と思想 飯沼二郎　他 未来社 ○

外国人 6 21 ごく普通の在日韓国人 恭　信子 朝日新聞社 ○

外国人 6 22 故国からの距離 金　賛汀 田畑書店 ○

外国人 6 23 最底辺　トルコ人に変身して見た祖国・西ドイツ ギュンター・ヴァルラフ 岩波書店 ○

外国人 6 24 在日外国人の在住権問題 吉岡増雄 社会思想社 ○

外国人 6 25 在日朝鮮人と教育 内山一男 三一書房 ○

外国人 6 26 差別と人権（４）民族 磯村英一　他 雄山閣 ○

外国人 6 27 地獄を見た少年　あるアメリカ人のナチ強制収容所体験 Ｂ．スパンヤード 岩波書店 ○

外国人 6 28 進化しない日本人へ 杉本良夫 情報センター ○

外国人 6 29 人種偏見 ジョン・Ｗ・タワー ＴＢＳブリタニカ ○

外国人 6 30 人種問題 スタッズ・ターケル 昌文社 ○

外国人 6 31 精霊の民アボリジニー 白石理恵 明石書店 ○

外国人 6 32 世界の差別 守川正道 明石書店 ○

外国人 6 33 先住民族　－地球環境の危機を語る－ 清水知文　訳 明石書店 ○

外国人 6 34 祖国を知らない世代 金　賛汀 田畑書店 ○

外国人 6 35 朝鮮人がなぜ「日本名」を名のるのか 金　一勉 三一書房 ○

外国人 6 36 ドミニカ移民は棄民だった 今野敏彦 明石書店 ○

外国人 6 37 半分のふるさと　私が日本にいたときのこと イ　サンクム 福音館 ○

外国人 6 38 ひとさし指の自由　－外登法・指押拒を闘う－ 社会思想社 ○

外国人 6 39 ピナトウボ山と先住民族アエタ ラカス　編 明石書店 ○

外国人 6 40 不可触民の道 山際素男 三一書房 ○

外国人 6 41 見えない人々　－在日朝鮮人－ 飯沼二郎 日本キリスト教団出版局 ○
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外国人 6 42 私のなかのアフリカ 北沢洋子 社会思想社 ○

外国人 6 43 インドのジェンダー・カースト・階級 ｼﾞｮｱﾝﾅ･ﾘﾄﾞﾙ他 明石書店 ○

外国人 6 44 インド・不可触民の女たち 山下明子 明石書店 ○

外国人 6 45 カースト制度と被差別民（１巻） 明石書店 ○

外国人 6 46 カースト制度と被差別民（２巻） 明石書店 ○

外国人 6 47 カースト制度と被差別民（３巻） 明石書店 ○

外国人 6 48 カースト制度と被差別民（４巻） 明石書店 ○

外国人 6 49 カースト制度と被差別民（５巻） 明石書店 ○

外国人 6 50 先住民族　－コロンブスと闘う人びとの歴史と現在－ 上村英明 明石書店 ○

外国人 6 51 朝鮮人差別とことば 内海愛子・梶村秀樹・鈴木啓介編 明石書店 ○

外国人 6 52 新版　朝鮮にかかわる差別表現論 明石書店編集部編 明石書店 ○

外国人 6 53 不可触民とカースト制度の歴史 小谷汪之 明石書店 ○

外国人 6 54 増補　米国先住民の歴史　インディアンと呼ばれた人びとの苦難・抵抗・希望 清水知久 解放出版社 ○

外国人 6 55 アメリカの貧困と不平等 上坂　昇 明石書店 ○

外国人 6 56 人種差別と教育　－ユネスコ資料集－ 解放出版社 ○

外国人 6 57 魂の叫び　アパルトヘイトの撤廃を！人間の尊厳を 解放出版社 ○

外国人 6 57 魂の叫び　アパルトヘイトの撤廃を！人間の尊厳を 解放出版社 ○

外国人 6 58 人種差別撤廃条約 ナタン・レルナー 解放出版社 ○

外国人 6 59 在日韓国人･朝鮮人 福岡 安則 中公新書 ○

外国人 6 60 不可触民の父アンベードカルの生涯 ﾀﾞﾅﾝｼﾞｬｲ･ｷｰﾙ 三一書房 ○

外国人 6 61 物語　　韓国人 田中　明 文藝春秋 ○

外国人 6 61 物語　　韓国人 田中　明 文藝春秋 ○

外国人 6 62 国連から見た日本の人種差別 反差別国際運動日本委員会 解放出版社 ○

外国人 6 63 朝鮮をどう教えるか 編集委員会 解放出版社 ○

外国人 6 64 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 解放出版社 ○

外国人 6 65 知っていますか？在日韓国・朝鮮人問題　一問一答 梁泰昊・川瀬俊治 解放出版社 ○

外国人 6 65 知っていますか？在日韓国・朝鮮人問題　一問一答 梁泰昊・川瀬俊治 解放出版社 ○

外国人 6 66 アメリカ先住民 阿部珠理 角川書店 ○
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外国人 6 70 世界はいま・・・８　南アフリカのアパルトヘイト M・エバンス 佑学社 ○

外国人 6 71 ヒューマン・ライト　いま世界の人権は ティビット・セルピー 日本評論社 ○

外国人 6 72 国際人権　知る・調べる・考える 山崎公士 解放出版社 ○

外国人 6 73 共生社会のための二つの人権論 金　泰明 トランス・ビュー ○

外国人 6 74 朝鮮人戦時労働動員 山田昭次・古庄正・樋口雄一 岩波書店 ○

外国人 6 75 日本に住む外国人留学生Ｑ＆Ａ 高松　里 解放出版社 ○

外国人 6 76 外国人研修生　時給300円の労働者 外国人研修生問題ネットワーク 明石書店 ○

外国人 6 77 ドラマより面白い　チャングムを旅する54話 高炫美 明石書店 ○

外国人 6 78 外国人の法律相談チェックマニュアル　第２版 奥田　安弘、柳川　昭二 明石書店 ○

外国人 6 79 多文化共生の教育とまちづくり アジア・太平洋人権情報センター ○

外国人 6 80 アフガニスタンから来たモハメッド君のおはなし　モハメッド君をたすけよう 大貫憲介、伊藤ゆさ つげ書房新社 ○

外国人 6 81 民族幻想論　あいまいな民族つくられた人種 スチュアート・ヘンリ 解放出版社 ○

外国人 6 82 ミシシッピを知ると矛盾大国アメリカが見えてくる 神林毅彦 解放出版社 ○

外国人 6 83 「ロマ」を知っていますか　ＩＭＡＤＲ－ＪＣブックレット⑧ ＩＭＡＤＲロマプロジェクト 解放出版社 ○

外国人 6 84 マイノリティと多民族社会～国際人権時代の日本を問う～ 丹羽　雅雄 解放出版社 ○

外国人 6 85 衡平運動～朝鮮の被差別民・白丁　その歴史とたたかい～ 金中燮 解放出版社 ○

外国人 6 86 アジアの身分制と差別 沖浦和光、寺木伸明、友永健三 解放出版社 ○

外国人 6 87 マイノリティの権利とは～ＩＭＡＤＲ－ＪＣブックレット⑨ 反差別国際運動日本委員会 解放出版社 ○

外国人 6 88 モーロ人は馬にのって～アンダルシアで舞い、耕し、生きる 佐藤花那子 解放出版社 ○

外国人 6 89 グローバル化の中の人身売買 反差別国際運動日本委員会 解放出版社 ○

外国人 6 90 難民認定実務マニュアル 日本弁護士連合会人権擁護委員会 現代人文社 ○

外国人 6 91 アジア太平洋人権レビュー　６　人身売買の撤廃と被害者支援に向けた取組 アジア・太平洋人権情報センター 現代人文社 ○

外国人 6 92 ダーリンは外国人 小栗　左多里 メディアファクトリー ○

外国人 6 93 ダーリンは外国人　２ 小栗　左多里 メディアファクトリー ○

外国人 6 94 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 ○

外国人 6 95 韓国の歴史　　 明石書店 ○

外国人 6 96 ＜在日＞という生き方 朴　　　　一 講談社 ○

外国人 6 97 カヌン　キル 僕の生きる道 木村有紀 三重県 ○
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外国人 6 98 多化共生キーワード事典 多化共生キーワード事典編集委員会 明石書店 ○

外国人 6 99 旅する名前～私のハンメは海を渡ってやってきた～ 車　育子 太郎次郎社エディタス ○

外国人 6 100 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 解放出版社 ○

外国人 6 101 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著 解放出版社 ○

外国人 6 102 アフガニスタンの少女、日本に生きる 虎山ニルファ 草思社 ○

外国人 6 103 まんが　クラスメイトは外国人 みなみななみ 明石書店 Ｈ２２．５月 購入 ○

外国人 6 104 問い直す差別の歴史　ヨーロッパ・朝鮮賤民の世界 小松克己 緑風出版 Ｈ２２．５月 購入 ○

外国人 6 105 他民族・多文化共生社会のこれから　【２００９年改訂版】　NGOからの政策提言 現代人文社 Ｈ２２．５月 購入 ○

外国人 6 106 多文化共生社会と外国人コミュニティの力　～ゲットー化しない自助組織は存在するのか？～ 吉富志津代 現代人文社 Ｈ２２．５月 購入 ○

外国人 6 107 ケースで学ぶ異文化コミュニケーション　～誤解・失敗・すれ違い～ 久米昭元　長谷川典子 有斐閣 Ｈ２２．５月 購入 ○

外国人 6 108 異文化コミュニケーション・ワークブック 八代京子　他 三修社 Ｈ２２．５月 購入 ○

外国人 6 109 シュミレーション教材「ひょうたん島問題」　～多文化共生社会ニッポンの学習課題～ 藤原孝章 明石書店 Ｈ２２．５月 購入 ○

外国人 6 110 異文化理解おもしろクイズ 永倉由里 開拓社 Ｈ２２．５月 購入 ○

外国人 6 111 在日「外国人」読本　～ボーダーレス社会の基礎知識～　【増補版】 佐藤文明 緑風出版 Ｈ２２．５月 購入 ○

外国人 6 112 愛するとき奇跡は創られる 宋　富子 三一書房 Ｈ２２．５月 購入 ○

外国人 6 113 ある弁護士のユーモア 韓　勝憲 東方出版（大阪） Ｈ２２．５月 購入 ○

外国人 6 114 暮らしの中の日韓交差点 ちょん・ひょんしる 草風館 Ｈ２２．５月 購入 ○

外国人 6 115 コリア閑話 波佐場　清 東方出版（大阪） Ｈ２２．５月 購入 ○

外国人 6 116 異文化体験入門（寄贈） 毛受敏浩 明石書店 Ｈ２２．５月 購入 ○

外国人 6 117 母　－オモニ－ 姜尚中（カン サンジュン） 集英社 Ｈ２３．３月 購入 ○

外国人 6 118 少年Ｍのイムジン河 松山猛 木楽舎 Ｈ２３．３月 購入 ○

外国人 6 119 中国嫁日記（１） 井上純一 エンターブレイン Ｈ２４．３月 購入 ○

外国人 6 119-2 中国嫁日記（２） 井上純一 ＫＡＤＯＫＡＷＡ(エンターブレイン) H27年3月 購入 ○

外国人 6 119-3 中国嫁日記（３） 井上純一 ＫＡＤＯＫＡＷＡ(エンターブレイン) H27年3月 購入 ○

外国人 6 119-4 中国嫁日記（４） 井上純一 ＫＡＤＯＫＡＷＡ(エンターブレイン) H27年3月 購入 ○

外国人 6 119-5 中国嫁日記（５） 井上純一 ＫＡＤＯＫＡＷＡ(エンターブレイン) H28年3月 購入 ○

外国人 6 120 知っていますか？移住労働者とその家族の人権 丹羽雅雄 解放出版社 Ｈ２４．３月 購入 ○

外国人 6 121 多文化共生キーワード事典 明石書店 Ｈ２４．３月 購入 ○
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分野 分類 番号 書　　　　　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　社 取得年月 取得区分 在庫確認 禁帯出区分

外国人 6 122 ニッポンに生きる　在日外国人は今 共同通信社取材班 現代人文社 H25年2月 購入 ○

外国人 6 123 ザイニチ魂！　三つのルーツを感じて生きる 鄭大世 ＮＨＫ出版 H25年2月 購入 ○

外国人 6 124 「多文化パワー」社会　多文化共生を超えて 毛受敏浩、ほか 明石書店 H25年2月 購入 ○

外国人 6 125 在日外国人と多文化共生　地域コミュニティの視点から 佐竹眞明 明石書店 H25年2月 購入 ○

外国人 6 126 人種とスポーツ　黒人は本当に「速く」「強い」のか 川島浩平 中央公論新社 H25年3月 購入 ○

外国人 6 127 外国人の人権　外国人の直面する困難の解決をめざして 関東弁護士会連合会 明石書店 H25年3月 購入 ○

外国人 6 128 二〇一〇年の南アフリカ 伊高 浩昭 長崎出版 H26年2月 購入 ○

外国人 6 129 ネルソン・マンデラ　私自身との対話 ネルソン・マンデラ 明石書店 H26年3月 購入 ○

外国人 6 130 南アフリカ白人帝国の終焉　ポスト・アパルトヘイトと民族和解のゆくえ 福井　聡 第三書館 H26年3月 購入 ○

外国人 6 131 サッカーが勝ち取った自由 チャック・コール、マービン・クローズ 白水社 H26年3月 購入 ○

外国人 6 132 インビクタス　負けざる者たち ジョン・カーリン NHK出版 H26年3月 購入 ○

外国人 6 133 関東大震災時の朝鮮人虐殺とその後 山田　昭次 創史社 H26年3月 購入 ○

外国人 6 134 写真で見る在日コリアンの１００年 在日韓国歴史資料館 明石書店 H26年3月 購入 ○

外国人 6 135 妹は３歳、村にお医者さんがいてくれたなら。 国境なき医師団日本 合同出版 H26年3月 購入 ○

外国人 6 136 日本に生きる北朝鮮人　リ・ハナの一歩一歩 リ・ハナ アジアプレス出版部 H26年3月 購入 ○

外国人 6 137 在日外国人　第三版 田中　宏 岩波新書 H26年3月 購入 ○

外国人 6 138 ジプシー差別の歴史と構造 イアン・ハンコック 彩流社 H26年11月 寄贈 ○

外国人 6 139 外国人の子どもの教育 宮島喬 東京大学出版会 H27年3月 購入 ○

外国人 6 140 ルポ　差別と貧困の外国人労働者 安田浩一 光文社新書 H27年3月 購入 ○

外国人 6 141 越境する在日コリアン 朴一 明石書店 H27年3月 購入 ○

外国人 6 142 コレモ日本語アルカ？ 金水敏 岩波書店 H27年3月 購入 ○

外国人 6 143 九月、東京の路上で 加藤直樹 ころから H27年3月 購入 ○

外国人 6 144 「肌色」の憂鬱 眞嶋亜有 中央公論新社 H27年3月 購入 ○

外国人 6 145 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 H27年3月 購入 ○

外国人 6 146-1 隣人が殺人者に変わる時 ジャン・ハッツフェルド かもがわ出版 H27年3月 購入 ○

外国人 6 146-2 隣人が殺人者に変わる時　加害者編 ジャン・ハッツフェルド かもがわ出版 H27年3月 購入 ○

外国人 6 146-3 隣人が殺人者に変わる時　和解への道 ジャン・ハッツフェルド かもがわ出版 H28年3月 購入 ○

外国人 6 147 バニヤンの木陰で ヴァデイ・ラトナー 河出書房新社 H27年3月 購入 ○
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分野 分類 番号 書　　　　　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　社 取得年月 取得区分 在庫確認 禁帯出区分

外国人 6 148 わたしは13歳、学校に行けずに花嫁になる。 久保田恭代・寺田聡子・奈良崎文乃 合同出版 H27年3月 購入 ○

外国人 6 149 世界で一番いのちの短い国 山本敏晴 小学館文庫 H27年3月 購入 ○

外国人 6 150 月（ゆえ）とにほんご 井上純一 ＫＡＤＯＫＡＷＡ(アスキー・メディアワークス) H27年3月 購入 ○

外国人 6 151 戦場から女優へ サヘル・ローズ 文藝春秋 H27年3月 購入 ○

外国人 6 151 戦場から女優へ サヘル・ローズ 文藝春秋 H31年3月 寄贈 ○

外国人 6 152 日本とイスラームが出会うとき 小村　明子 現代書館 H28年3月 購入 ○

外国人 6 153 朝鮮と日本に生きる　－済州島から猪飼野へ－ 金　時鐘 岩波書店 H28年3月 購入 ○

外国人 6 154 十字架のある風景 崔　善愛 いのちのことば社 H28年3月 購入 ○

外国人 6 155 レイシズムを解剖する　在日コリアンへの偏見とインターネット 高　史明 勁草書房 H28年3月 購入 ○

外国人 6 156 子どもたちにしあわせを運ぶチョコレート 白木朋子、ＡＣＥ 合同出版 H28年3月 購入 ○

外国人 6 157 ヘイトデモをとめた街 神奈川新聞「時代の正体」取材班 現代思潮新社 H28年12月 購入 ○

外国人 6 158 ジニのパズル 崔　実 講談社 H29年1月 購入 ○

外国人 6 159 移住者が暮らしやすい社会に変えていく30の方法 移住労働者と連帯する全国ネットワーク 合同出版 H29年1月 購入 ○

外国人 6 160 サッカーと人種差別 陣野俊史 文藝春秋 H29年1月 購入 ○

外国人 6 161 ヘイトスピーチ　「愛国者」たちの憎悪と暴力 安田浩一 文藝春秋 H29年1月 購入 ○

外国人 6 162 ヘイトスピーチに抗する人びと 神原元 新日本出版社 H29年12月 購入 ○

外国人 6 163 外国人の人権へのアプローチ 近藤敦 明石書店 H29年12月 購入 ○

外国人 6 164 外国人はなぜ消防士になれないか 自由人権協会 田畑書店 H30年1月 購入 ○

外国人 6 165 無冠、されど至強 木村元彦 ころから H30年1月 購入 ○

外国人 6 166 真ん中の子どもたち 温又柔 集英社 H30年1月 購入 ○

外国人 6 167 のこった　もう、相撲ファンを引退しない 星野智幸 ころから H30年3月 購入 ○

外国人 6 168 外国人労働者をどう受け入れるか NHK取材班 NHK出版 H30年3月 購入 ○

外国人 6 169 ニューヨークで考え中２ 近藤聡乃 亜紀書房 H30年3月 購入 ○

外国人 6 170 境界に生きる　暮らしの中の多文化共生 孫美幸 解放出版社 H30年3月 購入 ○

外国人 6 171 「在日」を生きる 金時鐘、佐高信 集英社新書 H30年3月 購入 ○

外国人 6 172 私のエッジから観ている風景 金村詩恩 ぶなのもり H30年3月 購入 ○

ハンセン病・ＨＩＶ 7 1 企業とエイズ 野田　衛 日本経済新聞社 ○

ハンセン病・ＨＩＶ 7 2 「らい予防法」と患者の人権 島　比呂志 社会思想社 ○
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分野 分類 番号 書　　　　　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　社 取得年月 取得区分 在庫確認 禁帯出区分

ハンセン病・ＨＩＶ 7 3 らい予防法廃止の歴史 大谷 藤朗 勁草書房 ○

ハンセン病・ＨＩＶ 7 4 知っていますか？ハンセン病と人権（一問一答） ハンセン病と人権を考える会編 解放出版社 ○

ハンセン病・ＨＩＶ 7 5 復権の日月　ハンセン病患者の闘いの記録 全国同和教育研究協議会 光洋出版社 ○

ハンセン病・ＨＩＶ 7 6 無菌地帯　－らい予防法の真実とは－ 大竹　章 草土文化 ○

ハンセン病・ＨＩＶ 7 7 ハンセン病　－排除・差別・隔離の歴史 沖浦和光　徳永進 岩波書店 ○

ハンセン病・ＨＩＶ 7 8 ハンセン病療養所－百年の居場所－ 太田　順一 解放出版社 ○

ハンセン病・ＨＩＶ 7 9 エイズを生きる 石田吉明 解放出版社 ○

ハンセン病・ＨＩＶ 7 9 エイズを生きる 石田吉明 解放出版社 ○

ハンセン病・ＨＩＶ 7 10 猫を食った話　ハンセン病を生きて 解放出版社 ○

ハンセン病・ＨＩＶ 7 11 私を抱いてそしてキスして 家田荘子 文藝春秋 ○

ハンセン病・ＨＩＶ 7 12 私を抱いてそしてキスして（文庫本） 家田荘子 ○

ハンセン病・ＨＩＶ 7 13 もう、うつむかない 村上絢子 筑摩書房 ○

ハンセン病・ＨＩＶ 7 14 開かれた扉 ﾊﾝｾﾝ病違憲国倍訴訟弁護団 講談社 ○

ハンセン病・ＨＩＶ 7 15 星の眠る町から 判野　宏 現代書館 ○

ハンセン病・ＨＩＶ 7 16 ハンセン病をどう教えるか 編集委員会 解放出版社 ○

ハンセン病・ＨＩＶ 7 17 ＡＩＤＳをどう教えるか 五島真理為・尾藤りつ子 解放出版社 ○

ハンセン病・ＨＩＶ 7 18 知っていますか？ＡＩＤＳと人権　一問一答 屋鋪恭一・鮎川庸子 解放出版社 ○

ハンセン病・ＨＩＶ 7 19 もう一つのハンセン病史　山の中の小さな園にて 加藤尚子 医療文化社 ○

ハンセン病・ＨＩＶ 7 20 ツルとタケシ　沖縄いくさ物語　宮古島編 儀間比呂志 清風堂書店 ○

ハンセン病・ＨＩＶ 7 21 医者の僕にハンセン病が教えてくれたこと 和泉眞蔵 ｼｰﾋﾞｰｱｰﾙ社 ○

ハンセン病・ＨＩＶ 7 22 差別とハンセン病 畑谷史代 平凡社新書 ○

ハンセン病・ＨＩＶ 7 23 世界のハンセン病がなくなる日 笹川陽平 明石書店 ○

ハンセン病・ＨＩＶ 7 24 生き抜いた！ハンセン病元患者の肖像と軌跡 高波淳 草風館 ○

ハンセン病・ＨＩＶ 7 25 生きる日、燃ゆる日　ハンセン病者の魂の軌跡 国本衛 毎日新聞社 ○

ハンセン病・ＨＩＶ 7 26 検証・ハンセン病史 熊本日日新聞社 河出書房新社 ○

ハンセン病・ＨＩＶ 7 27 谷間の母様－ハンセン病の救世主・リー女史伝 野中武祉 新風舎 ○

ハンセン病・ＨＩＶ 7 28 ハンセン病療養所から５０年目の社会へ 島比呂志 解放出版社 ○

ハンセン病・ＨＩＶ 7 29 ハンセン病療養所　隔離の９０年 太田順一 解放出版社 ○
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分野 分類 番号 書　　　　　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　社 取得年月 取得区分 在庫確認 禁帯出区分

ハンセン病・ＨＩＶ 7 30 定ときみ江－「差別の海」を生きる 段勲 九天社 ○

ハンセン病・ＨＩＶ 7 31 壁のない風景　ハンセン病を生きる 井上佳子 弦書房 ○

ハンセン病・ＨＩＶ 7 32 ハンセン病と戦後民主主義　なぜ隔離は強化されたのか 藤野豊 岩波書店 ○

ハンセン病・ＨＩＶ 7 33 ハンセン病の療養所をつくったお坊さん  トレヴァー・マーフィ ルック ○

ハンセン病・ＨＩＶ 7 34 いのちの森を守る　ハンセン病の差別とたたかった平沢保治 木暮正夫 佼成出版社 ○

ハンセン病・ＨＩＶ 7 35 ストップＨＩＶ／ＡＩＤＳ　ＨＩＶ／エイズを正しく理解するための本 岡慎一 少年写真新聞社 ○

ハンセン病・ＨＩＶ 7 36 私の「日本エイズ史」 塩川優一 日本評論社 ○

ハンセン病・ＨＩＶ 7 37 龍平の現在 川田龍平 三省堂 ○

ハンセン病・ＨＩＶ 7 38 「ＨＩＶ」と暮らす 服部雅博 集英社 ○

ハンセン病・ＨＩＶ 7 39 神様がくれたＨＩＶ 北山翔子 紀伊国屋書店 ○

ハンセン病・ＨＩＶ 7 40 ＨＩＶ　Ｑ＆Ａ　改訂版 岡慎一・島田馨 医療ジャーナル社 ○

ハンセン病・ＨＩＶ 7 41 エイズを知る エイズ＆ソサエティ研究会議 角川書店 ○

ハンセン病・ＨＩＶ 7 42 専門医が語るエイズの知識 吉原なみ子・霜山龍志 オーム社 ○

ハンセン病・ＨＩＶ 7 43 ともだちになろうよ！　ＨＩＶとともに生きるこどもたちの声 ローリー・Sウィーナー他 偕成社 ○

ハンセン病・ＨＩＶ 7 44 ゴッド・ブレス・ミー　エイズとの闘い 福田慶一郎 新風舎 ○

ハンセン病・ＨＩＶ 7 45 ぼくもあなたとおなじ人間です。－エイズと闘った小さな活動家、ンコシ少年の生涯 ジムウーテン 早川書房 ○

ハンセン病・ＨＩＶ 7 46 証言・ハンセン病　　もう、うつむかない 村上　絢子 筑摩書房 ○

ハンセン病・ＨＩＶ 7 47 会いたかった 木村有紀 三重県 ○

ハンセン病・ＨＩＶ 7 48 ハンセン病とともに心の壁を越える 熊本日々新聞社 岩波書店 ○

ハンセン病・ＨＩＶ 7 49 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 ○

ハンセン病・ＨＩＶ 7 50 生きて、ふたたび　（ハンセン病者半生の軌跡） 国本　　衛 毎日新聞社 ○

ハンセン病・ＨＩＶ 7 51 知っていますか？AIDSと人権　一問一答　第３版 鮎川葉子ほか 解放出版社 ○

ハンセン病・ＨＩＶ 7 52 日本に生きるということ～薬害エイズ被害者が光を見つけるまで 川田龍平 講談社 ○

ハンセン病・ＨＩＶ 7 53 かけはし～ハンセン病回復者との出会いから 小川秀幸 近代文芸社 ○

ハンセン病・ＨＩＶ 7 54 人間回復の瞬間 上野洋子 南方新社 ○

ハンセン病・ＨＩＶ 7 55 知っていますか？ハンセン病と人権　一問一答　第３版 神　美知宏ほか 解放出版社 ○

ハンセン病・ＨＩＶ 7 56 日本のらい対策から何を学ぶか　～新たなハンセン病対策に向けて 成田　稔 明石書店 ○

ハンセン病・ＨＩＶ 7 57 人間であって人間でなかった　～ハンセン病と玉城しげ 堀江節子 桂書房 ○
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分野 分類 番号 書　　　　　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　社 取得年月 取得区分 在庫確認 禁帯出区分

ハンセン病・ＨＩＶ 7 58 覚悟。 福田衣里子 徳間書店 ○

ハンセン病・ＨＩＶ 7 59 不可能を可能に　～世界のハンセン病との闘い～ 笹川陽平 明石書店 Ｈ２２．５月 購入 ○

ハンセン病・ＨＩＶ 7 60 HIV感染被害者の生存・生活・人生　～当事者参加型リサーチから～ 山崎喜比古　瀬戸信一郎 有信堂高文社 Ｈ２２．５月 購入 ○

ハンセン病・ＨＩＶ 7 61 薬害HIV感染被害者遺族の人生　～当事者参加型リサーチから～ 山崎喜比古　井上洋士 東京大学出版 Ｈ２２．５月 購入 ○

ハンセン病・ＨＩＶ 7 63 アンナの道 　― HIVとともにタイに生きる ― 直井里予 岩波書店 Ｈ２３．３月 購入 ○

ハンセン病・ＨＩＶ 7 64 ローカル局のこころ 小川秀幸 星雲社 Ｈ２４．３月 購入 ○

ハンセン病・ＨＩＶ 7 66 今日、私は出発する 姜信子 解放出版社 Ｈ２４．３月 購入 ○

ハンセン病・ＨＩＶ 7 67 塔和子　いのちと愛の詩集 塔和子 角川学芸出版 Ｈ２４．３月 購入 ○

ハンセン病・ＨＩＶ 7 68 写真集　絆　「らい予防法」の傷跡－日本･韓国・台湾 八重樫信之 人間と歴史社 Ｈ２４．３月 購入 ○

ハンセン病・ＨＩＶ 7 69 ひいらぎの垣根をこえて 佐々木雅子 明石書店 ○

ハンセン病・ＨＩＶ 7 70 エイズをめぐる偏見との闘い　世界各地のコミュニケーション政策 アービンド・シンガル、ほか 明石書店 H25年2月 購入 ○

ハンセン病・ＨＩＶ 7 71 すとーりぁvol.1　ＡＩＤＳ 松永昌子 解放出版社 H25年2月 購入 ○

ハンセン病・ＨＩＶ 7 72 生き抜いて、サイパン玉砕戦とハンセン病 有村敏春、ほか 創士社 H25年2月 購入 ○

ハンセン病・ＨＩＶ 7 73 闇を光に　ハンセン病を生きて 近藤宏一 みすず書房 H25年2月 購入 ○

ハンセン病・ＨＩＶ 7 74 輝いて生きる　ハンセン病国賠訴訟から１０年 八重樫信之 合同出版 H25年2月 購入 ○

ハンセン病・ＨＩＶ 7 75 ハンセン病者の生活史　隔離経験を生きるということ 坂田勝彦 青弓社 H25年3月 購入 ○

ハンセン病・ＨＩＶ 7 76 ともに生きるためのエイズ　当事者と社会が克服していくために 玉城英彦 彩流社 H25年3月 購入 ○

ハンセン病・ＨＩＶ 7 77 たたかいつづけたから、今がある　－全療協６０年のあゆみ－　1951年～2011年 国立ハンセン病資料館 国立ハンセン病資料館 H25年7月 寄贈 ○

ハンセン病・ＨＩＶ 7 78 「性の隔離」と隔離政策 猪飼 隆明 熊本出版文化会館 H26年2月 購入 ○

ハンセン病・ＨＩＶ 7 79 塔和子全詩集１ 塔 和子 編集工房ノア H26年2月 購入 ○

ハンセン病・ＨＩＶ 7 80 塔和子全詩集２ 塔 和子 編集工房ノア H26年2月 購入 ○

ハンセン病・ＨＩＶ 7 81 塔和子全詩集３ 塔 和子 編集工房ノア H26年2月 購入 ○

ハンセン病・ＨＩＶ 7 82 ハンセン病検証会議の記録 内田　博文 明石書店 H26年3月 購入 ○

ハンセン病・ＨＩＶ 7 83 てっちゃん 権　徹 彩流社 H26年3月 購入 ○

ハンセン病・ＨＩＶ 7 84 新・日本現代詩文庫１２　桜井哲夫詩集 桜井　哲夫 土曜美術社 H26年3月 購入 ○

ハンセン病・ＨＩＶ 7 85 しがまっこ溶けた　詩人桜井哲夫との歳月 金　正美 NHK出版 H26年3月 購入 ○

ハンセン病・ＨＩＶ 7 86 生きるって、楽しくって 片野田　斉 クラッセ H26年3月 購入 ○

ハンセン病・ＨＩＶ 7 87 ハンセン病 三宅　一志、福原　孝浩 寿郎社 H26年3月 購入 ○
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分野 分類 番号 書　　　　　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　社 取得年月 取得区分 在庫確認 禁帯出区分

ハンセン病・ＨＩＶ 7 88 知の巨人 荒波　力 白水社 H26年3月 購入 ○

ハンセン病・ＨＩＶ 7 89 蛍の森 石井光太 新潮社 H27年3月 購入 ○

ハンセン病・ＨＩＶ 7 90 死ぬふりだけでやめとけや 谺雄二 みすず書房 H27年3月 購入 ○

ハンセン病・ＨＩＶ 7 91 親友は、エイズで死んだ 今井COCO 青土社 H27年3月 購入 ○

ハンセン病・ＨＩＶ 7 92 ハンセン病問題に関する検証会議　最終報告書　（上下２分冊） 財団法人日弁連法務研究財団ハンセン病問題に関する検証会議 明石書店 H27年5月 購入 ○

ハンセン病・ＨＩＶ 7 93-1 定本　北條民雄全集（上） 北條　民雄 東京創元社 H28年3月 購入 ○

ハンセン病・ＨＩＶ 7 93-2 定本　北條民雄全集（下） 北條　民雄 東京創元社 H28年3月 購入 ○

ハンセン病・ＨＩＶ 7 94 病いの共同体　－ハンセン病療養所における患者文化の生成と受容 青山　陽子 新曜社 H28年3月 購入 ○

ハンセン病・ＨＩＶ 7 95 隔離の記憶　ハンセン病といのちと希望と 高木　智子 彩流社 H28年3月 購入 ○

ハンセン病・ＨＩＶ 7 96 私は一本の木 宮崎かづゑ みすず書房 H28年12月 購入 ○

ハンセン病・ＨＩＶ 7 97 ハンセン病療養所に生きた女たち 福西征子 昭和堂 H28年12月 購入 ○

ハンセン病・ＨＩＶ 7 98 父はハンセン病患者だった 林力 解放出版社 H29年3月 購入 ○

ハンセン病・ＨＩＶ 7 99 孤高のハンセン病医師　小笠原登「日記」を読む 藤野豊 六花出版 H29年3月 購入 ○

ハンセン病・ＨＩＶ 7 100 一枚の切符 崔南龍 みすず書房 H30年1月 購入 ○

ハンセン病・ＨＩＶ 7 101 宿命の戦記　笹川陽平、ハンセン病制圧の記録 高山文彦 小学館 H30年3月 購入 ○

ハンセン病・ＨＩＶ 7 102 あん ドリアン助川 ポプラ社 H30年3月 購入 ○

ハンセン病・ＨＩＶ 7 103 ハンセン病を生きて　きみたちに伝えたいこと 伊波敏男 岩波ジュニア新書 H30年3月 購入 ○

ハンセン病・ＨＩＶ 7 104 きみ江さん　ハンセン病を生きて 片野田斉 偕成社 H30年3月 購入 ○

ハンセン病・ＨＩＶ 7 C2009 隔離の百年から共生の明日へ　ハンセン病市民学会年報2009 ハンセン病市民学会 解放出版社 Ｈ２３．３月 購入 ○

ハンセン病・ＨＩＶ 7 C2010 島は語る　ハンセン病市民学会年報2010 ハンセン病市民学会 解放出版社 Ｈ２４．３月 購入 ○

ハンセン病・ＨＩＶ 7 C2011 いま、ぬけだそう！　ハンセン病市民学会年報2011 ハンセン病市民学会　編 解放出版社 H27年3月 購入 ○

ハンセン病・ＨＩＶ 7 C2012 ハンセン病問題から“いのち”の意味を考える　ハンセン病市民学会年報2012 ハンセン病市民学会　編 解放出版社 H27年3月 購入 ○

ハンセン病・ＨＩＶ 7 C2013 いま、「いのち」の意味を問う　ハンセン病市民学会年報2013 ハンセン病市民学会　編 解放出版社 H27年3月 購入 ○

ハンセン病・ＨＩＶ 7 C2014 いのちの証を見極める　ハンセン病市民学会年報2014 ハンセン病市民学会　編 解放出版社 H28年3月 購入 ○

犯罪被害者 8 1 被害者支援を創る 諸澤英道 岩波ブックレット ○

犯罪被害者 8 2 犯罪被害者支援とは何か 酒井肇・酒井智惠・池埜聡・倉石哲也 ミネルブァ書房 ○

犯罪被害者 8 3 〈犯罪被害者〉が報道を変える 高橋ｼｽﾞｴ・河原理子 岩波書店 ○

犯罪被害者 8 4 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 ○
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分野 分類 番号 書　　　　　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　社 取得年月 取得区分 在庫確認 禁帯出区分

犯罪被害者 8 5 犯罪被害者支援の軌跡 大久保恵美子 少年写真新聞社 ○

犯罪被害者 8 6 犯罪被害者　いま人権を考える 河原理子 平凡社 ○

犯罪被害者 8 7 報道される側の人権 飯室勝彦 明石書店 ○

犯罪被害者 8 8 犯罪被害者遺族　トラウマとサポート 小西聖子 東京書籍 ○

犯罪被害者 8 9 癒しと和解への旅　犯罪被害者と死刑囚の家族たち 坂上香 岩波書店 ○

犯罪被害者 8 10 ＜犯罪被害者＞が報道を変える 高橋シズエ・河原理子 岩波書店 ○

犯罪被害者 8 11 犯罪被害者救急マニュアル 第二東京弁護士会犯罪被害者支援センター運営委員会 小学館 ○

犯罪被害者 8 12 犯罪被害者支援は何をめざすのか 片山徒有 現代人文社 ○

犯罪被害者 8 13 犯罪被害者の権利の確立と総合的支援を求めて 日本弁護士連合会犯罪被害者支援委員会 明石書店 ○

犯罪被害者 8 14 犯罪被害者の心理と支援 長井進 ナカニシヤ出版 ○

犯罪被害者 8 15 犯罪被害者の声が聞こえますか 東大作 講談社 ○

犯罪被害者 8 15-2 犯罪被害者の声が聞こえますか 東大作 新潮文庫 H28年2月 寄贈 ○

犯罪被害者 8 16 犯罪被害者支援とは何か 酒井肇 ミネルヴァ書房 ○

犯罪被害者 8 17 被害者のトラウマとその支援 藤森和美 誠信書房 ○

犯罪被害者 8 18 被害者の人権 児玉昭平 小学館 ○

犯罪被害者 8 19 話を、聞いてください　少年犯罪被害当事者手記集 少年犯罪被害当事者の会 サンマーク出版 ○

犯罪被害者 8 20 はじめよう！被害者支援 被害者支援を創る会 幹書房 ○

犯罪被害者 8 21 犯罪被害者の心の傷　増補新版 小西聖子 白水社 ○

犯罪被害者 8 22 少年にわが子を殺された親たち 黒沼克史 文藝春秋 ○

犯罪被害者 8 23 少年に奪われた人生　犯罪被害者遺族の闘い 藤井誠二 朝日新聞社 ○

犯罪被害者 8 24 犯罪被害者支援の理論と実務　法律実務家と被害者支援関係者のために 犯罪被害者支援法律実務研究会 民事法研究会 ○

犯罪被害者 8 25 いのち・未来へ 理不尽に命を奪われた人たちからのメッセージ 生命のメッセージ展 「生命のメッセージ展」実行委員会 日本エディターズ ○

犯罪被害者 8 26 犯罪被害者の人権を考える 西日本新聞社社会部 西日本新聞社 ○

犯罪被害者 8 27 犯罪被害者と少年法 後藤　弘子 明石書店 ○

犯罪被害者 8 28 平成１９年版　犯罪被害者白書 内閣府 ○

犯罪被害者 8 29 この悲しみの意味を知ることができるなら 入江　杏 春秋社 ○

犯罪被害者 8 30 性犯罪被害にあうということ 小林美佳 朝日新聞出版 ○

犯罪被害者 8 31 ここにいること　～地下鉄サリン事件の遺族として 高橋シズエ 岩波書店 ○
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犯罪被害者 8 32 なぜ君は絶望と闘えたのか 門田隆将 新潮社 ○

犯罪被害者 8 33 犯罪被害者のメンタルヘルス 小西聖子編著 誠信書房 ○

犯罪被害者 8 34 命あるかぎり　松本サリン事件を超えて 河野義行 第三文明社 ○

犯罪被害者 8 35 犯罪被害者支援必携 全国被害者支援ネットワーク 東京法令出版 ○

犯罪被害者 8 38 母さんのたまご焼き ゆうきあおい ○

犯罪被害者 8 39 平成２０年度版　犯罪白書 法務省 ○

犯罪被害者 8 40 私たちは、性犯罪被害者です キャロライン・リーマン 青志社 ○

犯罪被害者 8 41 犯罪被害者の声が聞こえますか　　（文庫） 東　大作 新潮社 ○

犯罪被害者 8 42 犯罪被害者の声－被害者支援センターとのかかわり－ ＮＰＯ法人全国被害者支援ネットワーク ＮＰＯ法人全国被害者支援ネットワーク ○

犯罪被害者 8 43 犯罪被害者のための新しい刑事司法　【第2版】 岡村勲他 明石書店 ○

犯罪被害者 8 44 ニュースがまちがった日　～高校生が追った松本サリン事件報道、そして十年 林直哉・松本美須々ケ丘高校放送部 太郎次郎社 ○

犯罪被害者 8 45 ビクティム・サポート（VS）マニュアル　～犯罪被害者支援の手引き　【３訂版】 第一東京弁護士会 東京法令出版 Ｈ２２．５月 購入 ○

犯罪被害者 8 46 生きてこそ ｽﾄｯｷ・ｱﾙﾍﾞﾙﾄ ビジネス社 Ｈ２３．３月 購入 ○

犯罪被害者 8 47 家族心理学年報28　家族にしのびよる非行・犯罪　その現実と心理援助 日本家族心理学会 金子書房 H25年2月 購入 ○

犯罪被害者 8 48 逃げられない性犯罪被害者　無謀な最高裁判決 杉田聡 青弓社 H25年3月 購入 ○

犯罪被害者 8 49 性犯罪被害とたたかうということ 小林　美佳 朝日新聞出版 H26年3月 購入 ○

犯罪被害者 8 50 みやざき被害者支援センター１０周年記念誌 みやざき被害者支援センター みやざき被害者支援センター H26年11月 寄贈 ○

犯罪被害者 8 51 性犯罪・児童虐待捜査ハンドブック 田中嘉寿子 立花書房 H27年3月 購入 ○

犯罪被害者 8 52 加害者家族 鈴木伸元 幻冬舎新書 H27年3月 購入 ○

犯罪被害者 8 53 ブルー・ハート ライトハウス(作)､Coo(画) NPO法人 人身取引被害者ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ ﾗｲﾄﾊｳｽ H28年1月 寄贈 ○

犯罪被害者 8 54 心にナイフをしのばせて 奥野　修司 文藝春秋 H28年3月 購入 ○

犯罪被害者 8 55 謝るなら、いつでもおいで 川名　壮志 集英社 H28年3月 購入 ○

犯罪被害者 8 56 止まった時計 松本　麗華 講談社 H28年3月 購入 ○

犯罪被害者 8 57 僕の父は母を殺した 大山　寛人 朝日新聞出版 H28年3月 購入 ○

犯罪被害者 8 58 家族がいなくなった日　ある犯罪被害者家族の記録 今田たま ぶんか社 H29年3月 購入 ○

犯罪被害者 8 59 いつかの夏 大崎善生 ＫＡＤＯＫＡＷＡ H29年12月 購入 ○

インターネット 9 1 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 ○

インターネット 9 2 知っていますか？インターネットと人権一問一答第２版 高木寛 解放出版社 ○

ライブラリー図書　58 / 124 ページ



ライブラリー図書　59 / 124 ページ

分野 分類 番号 書　　　　　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　社 取得年月 取得区分 在庫確認 禁帯出区分

インターネット 9 3 知っていますか？個人情報と人権一問一答 白石孝 解放出版社 ○

インターネット 9 4 メディアを人権からよむ 中川健一 解放出版社 ○

インターネット 9 5 コンピューター社会と人権 解放出版社編 解放出版社 ○

インターネット 9 6 インターネットを生かした人権教育 田畑重志 明治図書出版 ○

インターネット 9 7 インターネットの光と影－被害者・加害者にならないための情報倫理入門－　 Ver.3 情報教育学研究会 北大路書房 ○

インターネット 9 8 ネット犯罪から子どもを守る 被害者にも加害者にもしないために親がすべきこと 唯野司 毎日コミュニケーションズ ○

インターネット 9 9 子どもたちのインターネット事件 長谷川 元洋 東京書籍 ○

インターネット 9 10 『ケータイ・ネット時代』の子育て論 尾木直樹 新日本出版社 ○

インターネット 9 11 学校裏サイト 下田博次 東洋経済新報社 ○

インターネット 9 12 インターネットにおけるルール＆マナー 公式テキスト (財)インターネット協会 ○

インターネット 9 13 インターネットにおけるルールとマナー　こどもばん　公式テキスト (財)インターネット協会 ○

インターネット 9 14 「ケータイ時代」を生きるきみへ　　　（新書） 尾木　直樹 岩波出版社 ○

インターネット 9 15 「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 ○

インターネット 9 16 実録・闇サイト事件簿 渋井哲也 幻冬舎新書 ○

インターネット 9 17 インターネットの不思議、探検隊！ 村井純 太郎次郎社 ○

インターネット 9 18 親は知らない　ネットの闇に吸い込まれる子どもたち 読売新聞社会部 中央公論新社 H25年2月 購入 ○

インターネット 9 19 子どものための『ケータイ』ルールブック 目代　純平 総合法令出版 H26年3月 購入 ○

インターネット 9 20 ネットに奪われる子どもたち 清川輝基 編著､古野陽一･山田眞理子 著
少年写真新聞社 H27年3月 購入 ○

インターネット 9 21 ネット依存から子どもを救え 遠藤美季・墨岡孝 光文社 H27年3月 購入 ○

インターネット 9 22 インターネット・ゲーム依存症 岡田尊司 文春新書 H27年3月 購入 ○

インターネット 9 23 脱ネット・スマホ中毒 遠藤美季 誠文堂新光社 H27年3月 購入 ○

インターネット 9 24 人生を棒に振るスマホ・ネットトラブル 久保田裕・小梶さとみ 双葉社 H27年3月 購入 ○

インターネット 9 25 スマホ時代に対応する生徒指導・教育相談 竹内和雄 ほんの森出版 H27年3月 購入 ○

インターネット 9 26 家庭や学級で語り合うスマホ時代のリスクとスキル 竹内和雄 北大路書房 H27年3月 購入 ○

インターネット 9 27 家庭でマスター！小学生のスマホ免許 遠藤美季 誠文堂新光社 H27年3月 購入 ○

インターネット 9 28 家庭でマスター！中学生のスマホ免許 遠藤美季 誠文堂新光社 H27年3月 購入 ○

インターネット 9 29 中高生のためのケータイ・スマホハンドブック 金城学院中学校・高等学校　編著 学事出版 H27年3月 購入 ○

インターネット 9 30 少女と傷とあっためミルク 春名風花 扶桑社 H27年3月 購入 ○
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分野 分類 番号 書　　　　　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　社 取得年月 取得区分 在庫確認 禁帯出区分

インターネット 9 31 なぜネット社会ほど権力の暴走を招くのか ジュリア・カジェ 徳間書店 H28年3月 購入 ○

インターネット 9 32 インターネットと人権侵害～匿名の誹謗中傷　その現状と対策～ 佐藤佳弘 武蔵野大学出版会 H28年12月 購入 ○

インターネット 9 33 学校「裏」サイト対策Ｑ＆Ａ　子どもを守るために 鈴木崇弘、小西直人 東京書籍 H29年3月 購入 ○

インターネット 9 34 インターネットはなぜ人権侵害の温床になるのか 吉冨康成 ミネルヴァ書房 H29年3月 購入 ○

インターネット 9 35 スマホ廃人 石川結貴 文集新書 H29年12月 購入 ○

インターネット 9 36 ＳＮＳ炎上－ＮＨＫオトナヘノベル ＮＨＫオトナヘノベル製作半 金の星社 H29年12月 購入 ○

インターネット 9 37 一緒にいてもスマホ シェリー・タークル 青土社 H30年3月 購入 ○

インターネット 9 38 １１歳からの正しく怖がるインターネット：大人もネットで失敗しなくなる本 小木曽健 晶文社 H30年3月 購入 ○

インターネット 9 39 ネトゲ廃女 石川　結貴 リーダーズノート H30年9月 購入 ○

性的少数者 10 1 知っていますか？同性愛ってなに　一問一答 遠藤和士・ひびのまこと 解放出版社 ○

性的少数者 10 2 Ｑ＆Ａ同性愛を知るための基礎知識 ｴﾘｯｸ・ﾏｰｶｽ 明石書店 ○

性的少数者 10 3 同性愛がわかる本 伊藤　悟 明石書店 ○

性的少数者 10 3 同性愛がわかる本 伊藤　悟 明石書店 ○

性的少数者 10 4 ホモセクシャルの世界史 海野　弘 文藝春秋 ○

性的少数者 10 5 性同一性障害って何？ 野宮亜紀　ほか 緑風出版 ○

性的少数者 10 6 男の子の性の本～さまざまなセクシュアリティ～ メンズセンター 解放出版社 ○

性的少数者 10 7 女の子の性の本～こころもからだも私のもの～ 池田久美子、尾藤りつ子 解放出版社 ○

性的少数者 10 8 アンチ・ヘテロセクシズム 平野広朗 現代書館 ○

性的少数者 10 9 多様な「性」がわかる本～性同一性障害・ゲイ・レズビアン 伊藤悟、虎井まさ衛 高文研 ○

性的少数者 10 10 トランスジェンダーの時代～性同一性障害の現在 虎井まさ衛 十月舎 ○

性的少数者 10 11 性同一性障害の基礎と臨床　改訂版 山内俊雄 新興医学出版社 ○

性的少数者 10 12 同姓パートナー　同性婚・ＤＰ法を知るために 赤杉康伸、土屋ゆき、筒井真樹子 社会批評社 ○

性的少数者 10 13 性的マイノリティの基礎知識 ヴァネッサベアード 作品社 ○

性的少数者 10 14 異性愛をめぐる対話 伊藤悟、簗瀬竜太 飛鳥新社 ○

性的少数者 10 15 自分らしく生きる～同性愛とフェミニズム～ 伊藤悟、落合恵子 かもがわ出版 ○

性的少数者 10 16 性なる聖なる生　セクシュアリティと魂の交叉 虎井まさ衛、大月純子、川口和也 緑風出版 ○

性的少数者 10 17 セクシュアリティの多様性を踏みにじる暴力と虐待 アムネスティ・インターナショナル 現代人文社 ○

性的少数者 10 18 ある性転換者の記録 虎井まさ衛、宇佐美美恵子 青弓社 ○
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分野 分類 番号 書　　　　　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　社 取得年月 取得区分 在庫確認 禁帯出区分

性的少数者 10 19 放浪息子　１ 志村貴子 エンターブレイン ○

性的少数者 10 20 放浪息子　２ 志村貴子 エンターブレイン ○

性的少数者 10 21 放浪息子　３ 志村貴子 エンターブレイン ○

性的少数者 10 22 放浪息子　４ 志村貴子 エンターブレイン ○

性的少数者 10 23 放浪息子　５ 志村貴子 エンターブレイン ○

性的少数者 10 24 青い花　１ 志村貴子 太田出版 ○

性的少数者 10 25 青い花　２ 志村貴子 太田出版 ○

性的少数者 10 26 スカートをはいた少年ーこうして私はボクになったー 安藤　大将 ブックマン社 ○

性的少数者 10 27 性を再考する 橋本秀雄、花立都世司、島津威雄 青弓社 ○

性的少数者 10 28 ひとりじゃない 木村有紀 三重県 ○

性的少数者 10 29 欲望問題　人は差別をなくすためだけに生きるのではない 伏見憲明 ポット出版 ○

性的少数者 10 30 性同一性障害と戸籍 針間　克己 緑風出版 ○

性的少数者 10 31 心に性別はあるのか？ 中村美亜 医療文化社 ○

性的少数者 10 32 変えていく勇気　～「性同一性障害」の私から 上川あや 岩波書店 ○

性的少数者 10 33 性同一性障害の社会学 佐倉智美 現代書院 ○

性的少数者 10 34 男と男（ゲイ・カップル）の恋愛ノート 梁瀬竜太、伊藤悟 太郎次郎社 ○

性的少数者 10 35 同性愛って何？　～わかりあうことから共に生きるために～ 伊藤　悟他 緑風出版 Ｈ２２．５月 購入 ○

性的少数者 10 36 性同一性障害って何？　増補改訂版 野宮亜紀、ほか 緑風出版 H25年2月 購入 ○

性的少数者 10 37 セクシャルマイノリティ　第３版　同性愛、性同一障害、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 明石書店 H25年3月 購入 ○

性的少数者 10 38 ゲイでええやん。 伊藤　真美子 東京シュ－レ出版 H26年3月 購入 ○

性的少数者 10 39 性同一性障害と戸籍（増補改訂版） 針間　克己、大島　俊之、野宮　亜紀、虎井　まさ衛、上川　あや 緑風出版 H26年3月 購入 ○

性的少数者 10 40 母さんがどんなに僕を嫌いでも 歌川　たいじ エンターブレイン H26年3月 購入 ○

性的少数者 10 41 NHK「ハートをつなごう」LGBT BOOK ソニン、ピーコ　ほか 太田出版 H27年3月 購入 ○

性的少数者 10 42 トロピカル性転換ツアー 能町みね子 文春文庫 H27年3月 購入 ○

性的少数者 10 43 レズビアン的結婚生活 東小雪・増原裕子(著)､すぎやまえみこ(画) 
イースト・プレス H27年3月 購入 ○

性的少数者 10 44 ふたりのママから、きみたちへ 東小雪・増原裕子 イースト・プレス H27年3月 購入 ○

性的少数者 10 45 夫夫円満 Ｐ．Ｊ．リネハン、Ｅ．Ｌ．Ｓ．カネグスケ 東洋経済新報社 H27年3月 購入 ○

性的少数者 10 46 リオとタケル 中村安希 集英社インターナショナル H27年3月 購入 ○
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分野 分類 番号 書　　　　　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　社 取得年月 取得区分 在庫確認 禁帯出区分

性的少数者 10 48 「男の娘」たち 川本直 河出書房新社 H27年3月 購入 ○

性的少数者 10 49 LGBTってなんだろう? 特定非営利活動法人ReBit　編 合同出版 H27年3月 購入 ○

性的少数者 10 50  「性別が、ない！」人たちとのつきあい方 新井祥 ぶんか社 H27年3月 購入 ○

性的少数者 10 51 四巨頭会談 かずあき・竹内佐千子・西野とおる・能町みね子 ブックマン社 H27年3月 購入 ○

性的少数者 10 52 G.I.D.　実際私はどっちなの!? 吉井奈々・鈴木健之 恒星社厚生閣 H27年3月 購入 ○

性的少数者 10 53 ＬＧＢＴ初級講座　まずは、ゲイの友だちをつくりなさい 松中　権 講談社 H27年11月 寄贈 ○

性的少数者 10 54 職場のＬＧＢＴ読本 柳沢正和、村木真紀、後藤純一 実務教育出版 H28年3月 購入 ○

性的少数者 10 55 ダブルハッピネス 杉山　文野 講談社文庫 H28年3月 購入 ○

性的少数者 10 56 同性婚　－私たち弁護士夫夫です 南　和行 祥伝社 H28年3月 購入 ○

性的少数者 10 57 ふたりで安心して最後まで暮らすための本 永易　至文 太郎次郎社エディタス H28年3月 購入 ○

性的少数者 10 58 同性愛と同性婚の政治学 アンドリュー・サリヴァン 明石書店 H28年3月 購入 ○

性的少数者 10 59 恋の相手は女の子 室井舞花 岩波書店 H28年12月 購入 ○

性的少数者 10 60 僕たちのカラフルな毎日 南和行、吉田昌史 産業編集センター H28年12月 購入 ○

性的少数者 10 61 先生と親のためのＬＧＢＴガイドもしあなたがカミングアウトされたなら 遠藤まめた 合同出版 H28年12月 購入 ○

性的少数者 10 62 同性婚のリアル 東小雪、増原裕子 ポプラ新書 H28年12月 購入 ○

性的少数者 10 63 「ＬＧＢＴ」差別禁止の法制度って何だろう？ ＬＧＢＴ法連合会 かもがわ出版 H28年12月 購入 ○

性的少数者 10 64-1 もっと知りたい！話したい！セクシャルマイノリティ①セクシャルマイノリティについて 日髙庸晴 汐文社 H28年3月 購入 ○

性的少数者 10 64-2 もっと知りたい！話したい！セクシャルマイノリティ②わたしの気持ち、みんなの気持ち 日髙庸晴 汐文社 H28年12月 購入 ○

性的少数者 10 64-3 もっと知りたい！話したい！セクシャルマイノリティ③未来に向かって 日髙庸晴 汐文社 H28年12月 購入 ○

性的少数者 10 65 ＬＧＢＴＱを知っていますか？”みんなと違う”は”ヘン”じゃない 星野慎二ほか 少年写真新聞社 H28年12月 購入 ○

性的少数者 10 66 同性婚だれもが自由に結婚する権利 同性婚人権救済弁護団 明石書店 H28年12月 購入 ○

性的少数者 10 67 きのう何食べた？１ よしながふみ 講談社 H29年3月 寄贈 ○

性的少数者 10 67-2 きのう何食べた？２ よしながふみ 講談社 H29年3月 寄贈 ○

性的少数者 10 67-3 きのう何食べた？３ よしながふみ 講談社 H29年3月 寄贈 ○

性的少数者 10 67-4 きのう何食べた？４ よしながふみ 講談社 H29年3月 寄贈 ○

性的少数者 10 67-5 きのう何食べた？５ よしながふみ 講談社 H29年3月 寄贈 ○

性的少数者 10 67-6 きのう何食べた？６ よしながふみ 講談社 H29年3月 寄贈 ○

性的少数者 10 68 女どうしで子どもを産むことにしました 東小雪　増原裕子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ H29年3月 購入 ○
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性的少数者 10 69 現地レポート世界ＬＧＢＴ事情 フレデリック・マルテル 岩波書店 H29年3月 購入 ○

性的少数者 10 70 わたしらしく、ＬＧＢＴＱ①多様な性のあり方を知ろう 大月書店 H29年3月 購入 ○

性的少数者 10 71 わたしらしく、ＬＧＢＴＱ②家族や周囲にどう伝える？ 大月書店 H29年3月 購入 ○

性的少数者 10 72 ボクの彼氏はどこにいる？ 石川大我 講談社 H29年3月 購入 ○

性的少数者 10 73 みんなのためのＬＧＢＴＩ人権宣言 国連人権高等弁務官事務所 合同出版 H29年3月 購入 ○

性的少数者 10 74 ＬＧＢＴ問題と教育現場：いま、わたしたちにできること 早稲田大学教育総合研究所 学文社 H29年3月 購入 ○

性的少数者 10 75 新同性愛って何？ 伊藤悟・大江千束ほか 緑風出版 H29年12月 購入 ○

性的少数者 10 76 知ってる？LGBTの友だち　マンガ　レインボーkids 手丸かのこ 子どもの未来社 H29年12月 購入 ○

性的少数者 10 77 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 子どもの未来社 H29年12月 購入 ○

性的少数者 10 78 わたしらしく、ＬＧＢＴＱ③トランスジェンダーってなに？ ロバート・ロディ、ローラ・ロス 大月書店 H29年12月 購入 ○

性的少数者 10 79 わたしらしく、ＬＧＢＴＱ④心とからだを大切にしよう ロバート・ロディ、ローラ・ロス 大月書店 H29年12月 購入 ○

性的少数者 10 80 放浪息子６ 志村貴子 エンターブレイン H29年12月 購入 ○

性的少数者 10 81 放浪息子７ 志村貴子 エンターブレイン H29年12月 購入 ○

性的少数者 10 82 放浪息子８ 志村貴子 エンターブレイン H29年12月 購入 ○

性的少数者 10 83 放浪息子９ 志村貴子 エンターブレイン H29年12月 購入 ○

性的少数者 10 84 放浪息子１０ 志村貴子 エンターブレイン H29年12月 購入 ○

性的少数者 10 85 放浪息子１１ 志村貴子 エンターブレイン H29年12月 購入 ○

性的少数者 10 86 放浪息子１２ 志村貴子 エンターブレイン H29年12月 購入 ○

性的少数者 10 87 放浪息子１３ 志村貴子 エンターブレイン H29年12月 購入 ○

性的少数者 10 88 放浪息子１４ 志村貴子 エンターブレイン H29年12月 購入 ○

性的少数者 10 89 放浪息子１５ 志村貴子 エンターブレイン H29年12月 購入 ○

性的少数者 10 90 LGBTを読みとく　クィア・スタディーズ入門 森山至貴 ちくま書房 H29年12月 購入 ○

性的少数者 10 91 きのう何食べた？７ よしながふみ 講談社 H30年1月 購入 ○

性的少数者 10 92 きのう何食べた？８ よしながふみ 講談社 H30年1月 購入 ○

性的少数者 10 93 きのう何食べた？９ よしながふみ 講談社 H30年1月 購入 ○

性的少数者 10 94 きのう何食べた？１０ よしながふみ 講談社 H30年1月 購入 ○

性的少数者 10 95 きのう何食べた？１１ よしながふみ 講談社 H30年1月 購入 ○

性的少数者 10 96 きのう何食べた？１２ よしながふみ 講談社 H30年1月 購入 ○
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性的少数者 10 97 きのう何食べた？１３ よしながふみ 講談社 H30年1月 購入 ○

性的少数者 10 98 男であれず、女になれない 鈴木信平 小学館 H30年1月 購入 ○

性的少数者 10 99 教育とＬＧＢＴＩをつなぐ 三成美保 青弓社 H30年1月 購入 ○

性的少数者 10 100 学校・病院で必ず役立つLGBTサポートブック はたちさこ・藤井ひろみ・桂木祥子 保育社 H30年1月 購入 ○

性的少数者 10 101 きみのなまえ 永山智行 みやざき子ども文化センター H30年3月 寄贈 ○

性的少数者 10 101-2 きみのなまえ 永山智行 みやざき子ども文化センター H30年3月 寄贈 ○

性的少数者 10 102 あなたが気づかないだけで神様もゲイもいつもあなたのそばにいる 平良愛香 学研プラス H30年3月 購入 ○

性的少数者 10 103 ゲイ・カルチャーの未来へ 田亀源五郎 Ｐヴァイン H30年3月 購入 ○

性的少数者 10 104 弟の夫１ 田亀源五郎 双葉社 H30年3月 購入 ○

性的少数者 10 105 弟の夫２ 田亀源五郎 双葉社 H30年3月 購入 ○

性的少数者 10 106 弟の夫３ 田亀源五郎 双葉社 H30年3月 購入 ○

性的少数者 10 107 弟の夫４ 田亀源五郎 双葉社 H30年3月 購入 ○

刑を終えた人 11 1 それでも愛してくれますか～非行克服の現場から～ 能重真作 新科学出版社 ○

刑を終えた人 11 2 ＮＡＭＩＤＡ（涙）それぞれの軌跡 「非行」と向き合う親たちの会 新科学出版社 ○

刑を終えた人 11 3 ＫＩＺＵＮＡ（絆） 「非行」と向き合う親たちの会 新科学出版社 ○

刑を終えた人 11 4 ＡＲＡＳＨＩ（嵐） 「非行」と向き合う親たちの会 新科学出版社 ○

刑を終えた人 11 5 明日に向かって 福田　博 文芸社 ○

刑を終えた人 11 6 矯正用語事典 鴨下　守孝、松本　良枝 東京法令出版 ○

刑を終えた人 11 7 続　獄窓記 山本譲司 ポプラ社 ○

刑を終えた人 11 8 更生保護制度改革のゆくえ　～犯罪をした人の社会復帰のために～ 刑事立法研究会編 現代人文社 Ｈ２２．５月 購入 ○

刑を終えた人 11 9 犯罪からの社会復帰とソーシャルインクルージョン 日本犯罪社会学会 現代人文社 Ｈ２２．５月 購入 ○

刑を終えた人 11 10 刑務所の中の中学校 角谷敏夫 しなのき書房 Ｈ２３．３月 購入 ○

刑を終えた人 11 11 ルポ　出所者の現実 斎藤充功 平凡社 Ｈ２３．３月 購入 ○

刑を終えた人 11 12 罪を犯した人を排除しないイタリアの挑戦 浜井　浩一 現代人文社 H26年3月 購入 ○

刑を終えた人 11 13 ニッポンの刑務所３０ 外山　ひとみ 光文社 H26年3月 購入 ○

刑を終えた人 11 14 季刊刑事弁護７３号 季刊刑事弁護編集部 現代人文社 H26年3月 購入 ○

刑を終えた人 11 15 反省させると犯罪者になります 岡本　茂樹 新潮社 H26年3月 購入 ○

刑を終えた人 11 16 空が青いから白をえらんだのです―奈良少年刑務所詩集― 寮美千子　編 新潮文庫 H27年3月 購入 ○
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刑を終えた人 11 17 新時代の矯正と更生保護 藤本哲也 現代人文社 H27年3月 購入 ○

刑を終えた人 11 18 若者はなぜヤクザになったのか 廣末登 ハーベスト社 H27年3月 購入 ○

刑を終えた人 11 19 ルポ・罪と更生 西日本新聞社会部 法律文化社 H27年3月 購入 ○

刑を終えた人 11 20 刑務所改革　社会的コストの視点から 沢登　文治 集英社新書 H28年3月 購入 ○

刑を終えた人 11 21 私を代わりに刑務所に入れてください 野田　詠氏 いのちのことば社 H28年3月 購入 ○

刑を終えた人 11 22 「家栽の人」から君への遺言 毛利　甚八 講談社 H28年3月 購入 ○

その他 12 1 アイヌ、いま。 西浦宏巳 新泉社 ○

その他 12 2 アイヌの碑 萱野　茂 朝日新聞社 ○

その他 12 3 アイヌ民族抵抗史 新谷　行 三一書房 ○

その他 12 4 明日に向かって　－アイヌの人は訴える－ 牧書店 ○

その他 12 5 近代史の中のアイヌ差別の構造 明石書店 ○

その他 12 6 コタンに生きる人々 新谷　行 三一書房 ○

その他 12 7 単一民族社会の神話を越えて 大沼保昭 東信堂 ○

その他 12 8 日本の先住民族　アイヌ 野村義一　他 解放出版社 ○

その他 12 9 旭川採集・アイヌ語動詩集 旭川市・旭川市教育委員会 旭川市 ○

その他 12 10 許すな！パワー・ハラスメント 岡田康子 飛鳥新社 ○

その他 12 11 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 ○

その他 12 12 知っていますか？アイヌ民族　一問一答 上村英明 解放出版社 ○

その他 12 13 公正な採用選考のために　企業と人権問題 ○

その他 12 14 福祉と人権 ○

その他 12 15 人権相談テキストブック ○

その他 12 16 キム先生の人権のおはなし　－感性に響く48章－ 金両基（キムヤンキ） 明石書店 ○

その他 12 17 マンガでわかる！家族のための個人情報保護ハンドブック ブレインワークス カナリア書房 ○

その他 12 18 必携　あなたもできる 大阪同和・人権問題企業連絡会　編 解放出版社 ○

その他 12 19 間違いだらけの個人情報保護 牧野二郎 インプレス ○

その他 12 20 表現の自由VS．知的財産権 ｹﾝﾌﾞﾘｭｰ・ﾏｸﾛｰﾄﾞ著　田畑暁生訳 青土社 ○

その他 12 21 ＜アイヌ学＞の誕生　金田一と知里 丸山隆司 彩流社 ○

その他 12 22 アイヌ文化の基礎知識 アイヌ民族博物館 草風館 ○
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その他 12 23 アイヌ語地名を歩く 山田秀三 草風館 ○

その他 12 24 アイヌ民族　近代の記録 小川正人、山田伸一 草風館 ○

その他 12 25 アイヌ民族 本多　勝一 朝日新聞社 ○

その他 12 26 アイヌ神謡集 知里　幸恵 岩波書店 ○

その他 12 27 先住民族アイヌ 多原　香里 にんげん出版 ○

その他 12 28 戦後期アイヌ民族～和人関係史序説 東村　岳史 三元社 ○

その他 12 29 アイヌの碑 萱野　茂 朝日新聞社 ○

その他 12 30 イヨマンテの花矢　続・アイヌの碑 萱野　茂 朝日新聞社 ○

その他 12 31 アイヌ差別問題読本 小笠原信之 緑風出版 ○

その他 12 32 アイヌの歴史と文化② 榎森　進 創童舎 ○

その他 12 33 アイヌ民族の歴史 榎森　進 草風館 ○

その他 12 34 首都圏に生きるアイヌ民族 関口　由彦 草風館 ○

その他 12 35 コミック　アイヌの歴史①　イシカリ神のうねる河 横山　孝雄 汐文社 ○

その他 12 36 人権相談の手引き（新訂版） (財)人権擁護協力会 ○

その他 12 37 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 ○

その他 12 38 権利擁護相談事例集　～財産侵害・借金・虐待への対応 大國　美智子他 中央法規出版 ○

その他 12 39 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 ○

その他 12 40 アイヌの歴史　海と宝のノマド 瀬川拓郎 講談社 Ｈ２２．５月 購入 ○

その他 12 41 アイヌ語地名を旅する北海道 北道邦彦 朝日新書 Ｈ２２．５月 購入 ○

その他 12 42 北海道の歴史がわかる本 桑原真人　川上淳 亜璃西社 Ｈ２２．５月 購入 ○

その他 12 43 アイヌ神謡ユーカラ 篠原昌彦 笠間書院 H25年3月 購入 ○

その他 12 44 市民の外交　先住民族と歩んだ３０年 上村英明　ほか 法政大学出版局 H25年3月 購入 ○

その他 12 45 いのちに共感する生き方　人も自然も動物も 野上ふさ子 渓流社 H25年3月 購入 ○

その他 12 46 ストレス一日決算主義 山本 晴義 ＮＨＫ出版 H25年6月 寄贈 ○

その他 12 47 初任者・職場管理者のためのメンタルヘルスの本 山本 晴義、曽田 紀子 労務行政 H25年6月 寄贈 ○

その他 12 48 赦し　長崎市長　本島等伝 横田 信行 にんげん出版 H26年1月 購入 ○

その他 12 48 赦し　長崎市長　本島等伝 横田 信行 にんげん出版 H31年3月 寄贈 ○

その他 12 49 俺はこわれちゃったんだよ 河田 日出子 市井社 H26年2月 購入 ○
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その他 12 50 民族衣装を着なかったアイヌ 瀧口 夕美 編集グループＳＵＲＥ H26年2月 購入 ○

その他 12 51 新・現代アフリカ入門 勝俣　誠 岩波新書 H26年3月 購入 ○

その他 12 52 綾瀬はるか「戦争」を聞く ＴＢＳテレビ「ＮＥＷＳ２３」取材班 岩波ジュニア新書 H26年3月 購入 ○

その他 12 53 戦場の宗教、軍人の信仰 石川　明人 八千代出版 H26年3月 購入 ○

その他 12 54 うな丼の未来 東アジア鰻資源協議会日本支部 青土社 H26年3月 購入 ○

その他 12 55 パワハラに負けない！ 笹山　尚人 岩波ジュニア新書 H26年3月 購入 ○

その他 12 56 生活保護リアル みわ　よしこ 日本評論社 H26年3月 購入 ○

その他 12 57 福島原発事故　県民健康調査の闇 日野　行介 岩波新書 H26年3月 購入 ○

その他 12 58 沖縄の自立と日本 大田　昌秀、新川　明、稲嶺　惠一、新崎　盛暉 岩波書店 H26年3月 購入 ○

その他 12 59 夕凪（ゆーどぅりぃ）の島 大田　静男 みすず書房 H26年3月 購入 ○

その他 12 60 自衛隊員が泣いている 三宅　勝久 花伝社 H26年3月 購入 ○

その他 12 61 ブラック企業 今野　晴貴 文春新書 H26年3月 購入 ○

その他 12 61-2 ブラック企業２ 今野　晴貴 文春新書 H28年3月 購入 ○

その他 12 62 ブラック企業ビジネス 今野　晴貴 朝日新聞出版 H26年3月 購入 ○

その他 12 63 マンガでわかるブラック企業 松元　千枝、古田　琢也、川村　遼平 合同出版 H26年3月 購入 ○

その他 12 64 ブラック語録大全 ブラック企業大賞企画委員会 合同出版 H26年3月 購入 ○

その他 12 65 部下をうつにしない上司の教科書 奥田　弘美 東京堂出版 H26年3月 購入 ○

その他 12 66 職場を襲う「新型うつ」 NHK取材班 文藝春秋 H26年3月 購入 ○

その他 12 67 ３．１１行方不明　その後を生きる家族たち 石村　博子 角川書店 H26年3月 購入 ○

その他 12 68 漁業と震災 濱田　武士 みすず書房 H26年3月 購入 ○

その他 12 69 新書判　石巻市立湊小学校避難所 藤川　佳三 竹書房 H26年3月 購入 ○

その他 12 70 砷地巡歴 堀田　宣之 熊本出版文化会館 H26年3月 購入 ○

その他 12 71 新訂　子どもたちのチェルノブイリ 河上　雅夫 梓書院 H26年3月 購入 ○

その他 12 72 調査報告　チェルノブイリ被害の全貌 アレクセイ・V・ヤブロコフ　ほか 岩波書店 H26年3月 購入 ○

その他 12 73 復興を取り戻す 萩原　久美子、皆川　満寿美、大沢　真理 岩波書店 H26年3月 購入 ○

その他 12 74 柔道事故 内田　良 河出書房新社 H26年3月 購入 ○

その他 12 75 スポーツにおける真の勝利 菅原　哲朗、望月　浩一郎 エイデル研究所 H26年3月 購入 ○

その他 12 76 困ってるひと 大野　更紗 ポプラ社 H26年3月 購入 ○
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その他 12 77 さらさらさん 大野　更紗 ポプラ社 H26年3月 購入 ○

その他 12 78 アルビノを生きる 川名　紀美 河出書房新社 H26年3月 購入 ○

その他 12 79 新　患者の権利 池永　満 九州大学出版会 H26年3月 購入 ○

その他 12 80 神様のカルテ　２ 夏川　草介 小学館 H26年3月 購入 ○

その他 12 81 神様のカルテ　３ 夏川　草介 小学館 H26年3月 購入 ○

その他 12 82 神様のカルテ　１（ビッグコミックス） 石川　サブロウ（原作：夏川　草介） 小学館コミック H26年3月 購入 ○

その他 12 83 神様のカルテ　２（ビッグコミックス） 石川　サブロウ（原作：夏川　草介） 小学館コミック H26年3月 購入 ○

その他 12 84 ナラク ゴビンダ・ブラサド・マイナリ 希の樹出版 H26年3月 購入 ○

その他 12 85 生きる場所のつくりかた　新得・共働学舎の挑戦 島村　菜津 家の光協会 H26年3月 購入 ○

その他 12 86 心の闇　無差別殺傷事件はなぜ起きたのか 中西　宣雄 批評社 H26年3月 購入 ○

その他 12 87 農業を買い支える仕組み　フェア・トレードと産消提携 辻村　英之 太田出版 H26年3月 購入 ○

その他 12 88 ローカル線で地域を元気にする方法 鳥塚　亮 晶文社 H26年3月 購入 ○

その他 12 89 [愛蔵版]はだしのゲン　１ 中沢　啓治 汐文社 H26年3月 購入 ○

その他 12 90 [愛蔵版]はだしのゲン　２ 中沢　啓治 汐文社 H26年3月 購入 ○

その他 12 91 [愛蔵版]はだしのゲン　３ 中沢　啓治 汐文社 H26年3月 購入 ○

その他 12 92 [愛蔵版]はだしのゲン　４ 中沢　啓治 汐文社 H26年3月 購入 ○

その他 12 93 [愛蔵版]はだしのゲン　５ 中沢　啓治 汐文社 H26年3月 購入 ○

その他 12 94 [愛蔵版]はだしのゲン　６ 中沢　啓治 汐文社 H26年3月 購入 ○

その他 12 95 [愛蔵版]はだしのゲン　７ 中沢　啓治 汐文社 H26年3月 購入 ○

その他 12 96 [愛蔵版]はだしのゲン　８ 中沢　啓治 汐文社 H26年3月 購入 ○

その他 12 97 [愛蔵版]はだしのゲン　９ 中沢　啓治 汐文社 H26年3月 購入 ○

その他 12 98 [愛蔵版]はだしのゲン　１０ 中沢　啓治 汐文社 H26年3月 購入 ○

その他 12 99 黒い雨にうたれて 中沢　啓治 ディノボックス H26年3月 購入 ○

その他 12 100 ２８歳　意識不明１ヵ月からの生還 内田　啓一 コモンズ H26年3月 購入 ○

その他 12 101 ヘイト・スピーチとは何か 師岡　康子 岩波新書 H26年3月 購入 ○

その他 12 102 わたしはマララ マララ・ユスフザイ 学研パブリッシング H26年3月 購入 ○

その他 12 103 長阿彌幹生のなかよし読本 長阿彌幹生 教育文化研究所 H26年6月 寄贈 ○

その他 12 104 長阿彌幹生のデンマーク読本 長阿彌幹生 教育文化研究所 H26年6月 寄贈 ○
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その他 12 105 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 H27年1月 寄贈 ○

その他 12 106 愛は、あきらめない 横田早紀江 いのちのことば社 H27年3月 購入 ○

その他 12 107 ドキュメント口蹄疫 宮崎日日新聞社口蹄疫取材班 農山漁村文化協会 H27年3月 購入 ○

その他 12 108 3.11に生まれた君へ 「君の椅子」プロジェクト　編 北海道新聞社 H27年3月 購入 ○

その他 12 109 アノヒカラ・ジェネレーション　東日本大震災と東北の若者 笠原伊織 京都造形芸術大学・東北芸術工科大学出版局藝術学舎 H27年3月 購入 ○

その他 12 110 復興〈災害〉　―阪神・淡路大震災と東日本大震災― 塩崎賢明 岩波新書 H27年3月 購入 ○

その他 12 111 福島原発事故　 被災者支援政策の欺瞞 日野行介 岩波新書 H27年3月 購入 ○

その他 12 112 ロスジェネ社員のいじめられ日記 山下和馬 文藝春秋 H27年3月 購入 ○

その他 12 113 日本の雇用と中高年 濱口桂一郎 ちくま新書 H27年3月 購入 ○

その他 12 114 ブラック企業を許さない！ 清水直子 かもがわ出版 H27年3月 購入 ○

その他 12 115 AKB48とブラック企業 坂倉昇平 イースト・プレス H27年3月 購入 ○

その他 12 116 ブラック企業ＶＳモンスター消費者 今野晴貴・坂倉昇平 ポプラ新書 H27年3月 購入 ○

その他 12 117 ニッポンの規制と雇用 中野雅至 光文社新書 H27年3月 購入 ○

その他 12 118 検証　 ワタミ過労自殺 中澤誠・皆川剛 岩波書店 H27年3月 購入 ○

その他 12 119 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 合同出版 H27年3月 購入 ○

その他 12 120 「現代型うつ」はサボりなのか 吉野聡 平凡社新書 H27年3月 購入 ○

その他 12 121 生活保護から考える 稲葉剛 岩波新書 H27年3月 購入 ○

その他 12 122 陽のあたる家 さいきまこ 秋田書店 H27年3月 購入 ○

その他 12 123-1 健康で文化的な最低限度の生活　１ 柏木ハルコ 小学館 H27年3月 購入 ○

その他 12 123-2 健康で文化的な最低限度の生活　２ 柏木ハルコ 小学館 H27年3月 購入 ○

その他 12 123-3 健康で文化的な最低限度の生活　３ 柏木ハルコ 小学館 H28年3月 購入 ○

その他 12 123-4 健康で文化的な最低限度の生活　４ 柏木ハルコ 小学館 H29年12月 購入 ○

その他 12 124 神様のカルテ　０ 夏川　草介 小学館 H27年3月 購入 ○

その他 12 125 なぜ貧しい国はなくならないのか 大塚啓二郎 日本経済新聞出版社 H27年3月 購入 ○

その他 12 126 21世紀の資本 トマ・ピケティ みすず書房 H27年3月 購入 ○

その他 12 127 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 H27年3月 購入 ○

その他 12 128 増補新版　ヘイト・クライム 前田朗 三一書房 H27年3月 購入 ○

その他 12 129 なぜ、いまヘイト・スピーチなのか 前田朗　編 三一書房 H27年3月 購入 ○
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その他 12 130 ヘイトスピーチ エリック・ブライシュ 明石書店 H27年3月 購入 ○

その他 12 131 ルポ　 京都朝鮮学校襲撃事件 中村一成 岩波書店 H27年3月 購入 ○

その他 12 132 NOヘイト！出版の製造者責任を考える ヘイトスピーチと排外主義に加担しない出版関係者の会　編 ころから H27年3月 購入 ○

その他 12 133 日本型排外主義 樋口直人 名古屋大学出版会 H27年3月 購入 ○

その他 12 134 日本を再発明する テッサ・モーリス＝スズキ 以文社 H27年3月 購入 ○

その他 12 135 「表現の自由」を求めて 奥平康弘 岩波書店 H27年3月 購入 ○

その他 12 136 安全保障とは何か 古関彰一 岩波書店 H27年3月 購入 ○

その他 12 137 ブラックウォーター　世界最強の傭兵企業 ジェレミー・スケイヒル 作品社 H27年3月 購入 ○

その他 12 138 戦争の現場で考えた空爆、占領、難民 熊岡路矢 彩流社 H27年3月 購入 ○

その他 12 139 いちご戦争 今日マチ子 河出書房新社 H27年3月 購入 ○

その他 12 140 新・戦争のつくりかた りぼん・ぷろじぇくと マガジンハウス H27年3月 購入 ○

その他 12 141 暴露―スノーデンが私に託したファイル― グレン・グリーンウォルド 新潮社 H27年3月 購入 ○

その他 12 142 これでわかった！　 超訳　特定秘密保護法 明日の自由を守る若手弁護士の会 岩波書店 H27年3月 購入 ○

その他 12 143 国家と秘密　隠される公文書 久保亨・瀬畑源 集英社新書 H27年3月 購入 ○

その他 12 144 日本政治とメディア 逢坂巌 中公新書 H27年3月 購入 ○

その他 12 145 教養としての冤罪論 森炎 岩波書店 H27年3月 購入 ○

その他 12 146 とらわれた二人 ジェニファー･トンプソン－カニーノ､ロナルド･コットン､エリン･トーニオ 岩波書店 H27年3月 購入 ○

その他 12 147 消えた警官　ドキュメント　菅生事件 坂上遼 講談社 H27年3月 購入 ○

その他 12 148 死刑のための殺人 読売新聞水戸支局取材班 新潮社 H27年3月 購入 ○

その他 12 149 人体特許 五十嵐享平 ＰＨＰ H27年3月 購入 ○

その他 12 150 いつか、あなたも 久坂部羊 実業之日本社 H27年3月 購入 ○

その他 12 151 あなたを自殺させない 中村智志 新潮社 H27年3月 購入 ○

その他 12 152 ぼくが前を向いて歩く理由 中村成信 中央法規出版 H27年3月 購入 ○

その他 12 153 認知症になった私が伝えたいこと 佐藤雅彦 大月書店 H27年3月 購入 ○

その他 12 154 難病カルテ 蒔田備憲 生活書院 H27年3月 購入 ○

その他 12 155 全然大丈夫じゃない！ 田坂真理 リンダパブリッシャーズ H27年3月 購入 ○

その他 12 156 ワットさんのＡＬＳ物語 ワット隆子 ヴィゴラス・メド H27年3月 購入 ○

その他 12 157 シャバはつらいよ 大野更紗 ポプラ社 H27年3月 購入 ○
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その他 12 158 正しいビジネス―世界が取り組む「多国籍企業と人権」の課題― ジョン・ジェラルド・ラギー 岩波書店 H27年3月 購入 ○

その他 12 159 引き算思考の日本文化 橋本雅之 創元社 H27年3月 購入 ○

その他 12 160 運動部活動の戦後と現在 中澤篤史 青弓社 H27年3月 購入 ○

その他 12 161 「家族」難民　生涯未婚率25％社会の衝撃 山田昌弘 朝日新聞出版 H27年3月 購入 ○

その他 12 162 松下圭一　日本を変える　市民自治と分権の思想 大塚信一 トランスビュー H27年3月 購入 ○

その他 12 163 レイシズム　ヘイト・スピーチと闘う 反差別国際運動日本委員会　編 解放出版社 H28年3月 購入 ○

その他 12 164 それ、パワハラです　何がアウトで、何がセーフか 笹山尚人 光文社新書 H28年12月 購入 ○

その他 12 165 Chio　2016年10月号 ジャパンマシニスト社 H29年3月 購入 ○

その他 12 166 強制収容所のバイオリニスト ヘレナ・ドゥニチ・ニヴィンスカ 新日本出版社 H29年3月 購入 ○

その他 12 167 顔にあざのある女性たち 西倉実季 生活書院 H29年3月 購入 ○

その他 12 168 心が折れる職場 見波利幸 日本経済新聞出版社 H29年3月 購入 ○

その他 12 169 排除と差別の社会学 好井裕明 有斐閣書籍 H29年3月 購入 ○

その他 12 170 ストレスチェック時代のメンタルヘルス　労働精神科外来の診察室から 天笠崇 新日本出版社 H29年12月 購入 ○

その他 12 171 他人をバカにしたがる男たち 河合薫 日経ＢＰ社 H29年12月 購入 ○

その他 12 172 顔ニモマケズ 水野敬也 文響社 H29年12月 購入 ○

その他 12 172-2 顔ニモマケズ 水野敬也 文響社 H30年10月 購入 ○

その他 12 173 わけあり記者　過労でウツ、両親のダブル介護、パーキンソン病に罹った私 三浦耕喜 高文研 H29年12月 購入 ○

その他 12 174 もうひとつのwonder R・J・パラシオ ほるぷ出版 H29年12月 購入 ○

その他 12 175 貧困クライシス 藤田孝典 毎日新聞出版 H29年12月 購入 ○

その他 12 176 クラッシャー上司　平気で部下を追い詰める人たち 松崎一葉 PHP新書 H29年12月 購入 ○

その他 12 177 「死ぬくらいなら会社辞めれば」ができない理由 汐街コナ あさ出版 H29年12月 購入 ○

その他 12 178 拉致と日本人 蓮池透　辛淑玉 岩波書店 H29年12月 購入 ○

その他 12 179 ひと日記 中西和久 海鳥社 H29年12月 購入 ○

その他 12 180 自分とは違った人たちとどう向き合うか　難民問題から考える ジグムント・バウマン 青土社 H30年1月 購入 ○

その他 12 181 先生、貧困ってなんですか？ 認定NPO法人自立生活サポートセンターもやい 合同出版 H30年1月 購入 ○

その他 12 182 ショコラ ジェラール・ノワリエル 集英社インターナショナル H30年1月 購入 ○

その他 12 183 ヒトは「いじめ」をやめられない 中野信子 小学館新書 H30年1月 購入 ○

その他 12 184 水俣を伝えたジャーナリストたち 平野恵嗣 岩波書店 H30年1月 購入 ○
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その他 12 185 であいがつながる人権のまちづくり　大阪・北芝まんだら物語 明石書店 H30年3月 購入 ○

その他 12 186 過労死ゼロの社会を 高橋幸美、川人博 連合出版 H30年3月 購入 ○

その他 12 187 息子が人を殺しました 阿部恭子 幻冬舎 H30年3月 購入 ○

その他 12 188 ママは殺人犯じゃない　冤罪・東住吉事件 青木恵子 インパクト出版会 H30年3月 購入 ○

その他 12 189 虹色のチョーク　働く幸せを実現した町工場の奇跡 小松成美 幻冬舎 H30年3月 購入 ○

その他 12 190 「みんなの学校」が教えてくれたこと 木村泰子 小学館 H30年3月 購入 ○

その他 12 191 学校では教えてくれない差別と排除の話 安田浩一 皓星社 H30年3月 購入 ○

その他 12 192 ハームリダクションとは何か 松本俊彦、古藤吾郎、上岡陽江 中外医学社 H30年3月 購入 ○

その他 12 193 漫画　君たちはどう生きるか 吉野源三郎 マガジンハウス H30年3月 購入 ○

その他 12 194 １８歳から考える人権 宍戸常寿 法律文化社 H30年3月 購入 ○

その他 12 195 二〇五〇年変わる日本　変わる社会 馬場　周一郎 人権教育啓発推進センター H30年9月 購入 ○

教育 13 3 肩を組むＰＴＡと学校 笠間小学校 部落問題研究所 ○

教育 13 4 この思い、この促し 県同教大会講演録 宮崎県同教 ○

教育 13 5 こんな差別が　（ちくま少年図書館） 小林初枝 筑摩書房 ○

教育 13 6 実践　同和教育の手引 川内俊彦 明石書店 ○

教育 13 7 知っていますか？同和教育　一問一答 「一問一答」編集委員会 解放出版社 ○

教育 13 7 知っていますか？同和教育　一問一答 「一問一答」編集委員会 解放出版社 ○

教育 13 8 社会教育概論 湯上二郎 日常出版 ○

教育 13 9 社会教育における同和教育 部落問題研究所 ○

教育 13 10 社会教育の基礎技術 岡本包治 ぎょうせい ○

教育 13 11 社会同和教育実践の手引き 川内俊彦 明石書店 ○

教育 13 12 社会「同和」教育変革期 江嶋修作 明石書店 ○

教育 13 13 社会同和教育の考え方進め方 東上高志 部落問題研究所 ○

教育 13 14 証言　戦後「同和」教育30年 解放出版社 ○

教育 13 15 人権感覚を深めるために 東　栄蔵 銀河書房 ○

教育 13 16 人権教育の基礎理論 内山一雄 明石書店 ○

教育 13 17 人権問題と同和教育 磯村英一 解放出版社 ○

教育 13 18 進路保証 馬原鉄男 部落問題研究所 ○
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教育 13 19 伝承文化と同和教育 乾　武俊 明石書店 ○

教育 13 20 同和教育における歴史学習 門田秀夫 明石書店 ○

教育 13 21 同和教育の基礎理論 東　義和 日本加除出版社 ○

教育 13 22 同和教育の終結と新しい展開 東上高志 部落問題研究所 ○

教育 13 23 同和教育の創造 門田秀夫 明石書店 ○

教育 13 24 同和教育の歴史的研究 東　義和 明石書店 ○

教育 13 25 「同和」教育論ノート 元木、村越 解放出版社 ○

教育 13 26 同和保育　子どもらのあすをめざして 菅野照代 部落問題研究所 ○

教育 13 27 「同和」保育と子供の人権 鈴木祥蔵 明石書店 ○

教育 13 28 入門　同和教育論 東　義和 明石書店 ○

教育 13 29 入門　部落解放教育 解放出版社 ○

教育 13 30 双書『にんげん』実践の研究　　　１　集団主義編　 部落解放研究所 解放出版社 ○

教育 13 31 双書『にんげん』実践の研究　　　２　部落問題編 部落解放研究所 解放出版社 ○

教育 13 32 双書『にんげん』実践の研究　　　３　文学教材編 部落解放研究所 解放出版社 ○

教育 13 33 双書『にんげん』実践の研究　　　４　生活・歴史編 部落解放研究所 解放出版社 ○

教育 13 35 部落解放教育論 小沢有作 社会思想社 ○

教育 13 36 部落解放を教師の手に 部落解放研究所 ○

教育 13 37 「部落差別に学ぶ」教育論 後藤晨次 情報センター ○

教育 13 38 部落問題と解放教育 村越末男 解放出版社 ○

教育 13 39 部落問題と基本的人権の教育 村越末男 明治図書 ○

教育 13 40 部落問題の学習　Ⅰ 部落問題研究所 ○

教育 13 41 部落問題の学習　Ⅱ 部落問題研究所 ○

教育 13 42 部落問題の学習　Ⅲ 部落問題研究所 ○

教育 13 43 故郷の生業に学ぶ同和教育 中村正剛 明石書店 ○

教育 13 44 偏見と差別を問う教育実践 日下正義 明石書店 ○

教育 13 45 「法」以後の同和教育を考える 東上高志 部落問題研究所 ○

教育 13 46 同和教育読本　　物語　みんなの部落史　　１　幕末　　 渡辺　元 部落問題研究所 ○

教育 13 47 同和教育読本　　物語　みんなの部落史　　２　戦前 渡辺　元 部落問題研究所 ○
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教育 13 48 同和教育読本　　物語　みんなの部落史　　３　戦後 渡辺　元 部落問題研究所 ○

教育 13 49 やさしい学校同和教育 東上高志 部落問題研究所 ○

教育 13 50 歴史学習の考え方・すすめ方　「部落問題学習」にかかわるもの 谷口幸男 部落問題研究所 ○

教育 13 51 若き教師たちへ　「同和」教育運動で学んだこと 林　力 解放出版社 ○

教育 13 52 私たちの創造　書く・創る・演じる・唄う 部落解放同盟中央本部 解放出版社 ○

教育 13 53 同和問題解決への展望 熊代昭彦 中央法規出版 ○

教育 13 54 差別と私たちの暮らし 吉田猪三巳 解放出版社 ○

教育 13 54 差別と私たちの暮らし 吉田猪三巳 解放出版社 ○

教育 13 55 人権学習を創る 中川喜代子 明石書店 ○

教育 13 56 青春と非行 山口幸男　他 ミネルブァ書房 ○

教育 13 57 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編 解放出版社 ○

教育 13 57 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編 解放出版社 ○

教育 13 58 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 ○

教育 13 58 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 ○

教育 13 59 新しい同和教育 杉尾敏明 兵庫部落問題研究所 ○

教育 13 60 参画型学習とリーダー養成（人権ブックレット） 武本　勝 解放出版社 ○

教育 13 61 感性に訴える同和教育 田中　蔚 明石書店 ○

教育 13 62 授業創造 松田　昭一 鉱脈社 ○

教育 13 63 参加型学習がひらく未来 森　実 解放出版社 ○

教育 13 64 勇気がでてくる人権学習 白井　俊一 解放出版社 ○

教育 13 65 知っていますか？人権教育　一問一答 森　実 解放出版社 ○

教育 13 65 知っていますか？人権教育　一問一答 森　実 解放出版社 ○

教育 13 66 人権学習ブックレット１　人権とは？ 中川　喜代子 明石書店 ○

教育 13 67 人権学習ブックレット２　偏見と差別のメカニズム 中川　喜代子 明石書店 ○

教育 13 68 人権学習ブックレット３　寛容性 中川　喜代子 明石書店 ○

教育 13 69 人権学習ブックレット４　権利と責任 中川　喜代子 明石書店 ○

教育 13 70 地球市民を育む学習 中川監修・ＧパイクDセルビー共著 明石書店 ○

教育 13 71 人権のまちづくり（参加・交流・パートナーシップ） 部落解放人権研究所編 解放出版社 ○
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教育 13 72 性と生をどう教えるのか 中山監修・尾藤編著 解放出版社 ○

教育 13 73 いっしょにできるよLet's Cooperate ミルドレッド・マシェダー ERIC／国際理解教育センター ○

教育 13 74 未来を学ぼう　わたしと地球を結ぶ価値観とビジョン ERIC／国際理解教育センター ○

教育 13 76 レッツ・コミュニケート！ 角田尚子 ERIC／国際理解教育センター ○

教育 13 77 対立は悪くない～学校・地域の問題解決に活かす～ ERIC／国際理解教育センター ○

教育 13 78 いっしょに学ぼうLearning Together学びかた・教えかたハンドブック スーザン・ファウンテン ERIC／国際理解教育センター ○

教育 13 81 地球のみかた　地球について学ぶカリキュラム パメラ・バッサマン　アンドレア・ドイル共著 ERIC国際理解教育センター ○

教育 13 82 フード・ファースト・カリキュラム ローリー・ルービン ERIC国際理解教育・資料情報センター ○

教育 13 83 いっしょに考えて！人権　発展編 ERIC国際理解教育センター ERIC国際理解教育センター ○

教育 13 84 いっしょにすすめよう！人権　実践編 ERIC国際理解教育センター ERIC国際理解教育センター ○

教育 13 85 テーマワーク　グローバルな視野を活動の中で育てる 開発教育センター著 ERIC国際理解教育・資料情報センター ○

教育 13 87 参加型人権教育論　学校における人権教育の実践的課題 中川喜代子　岡崎　裕 明石書店 ○

教育 13 88 人はなぜ「権利」を学ぶのか　フィリピンの人権教育 阿久澤麻里子 解放出版社 ○

教育 13 89 人権のための教育　授業にすぐ使える活動事例集 ラルフ・ペットマン著　福田弘・中川喜代子訳 明石書店 ○

教育 13 90 静かな力　子どもたちに非暴力を教えるための実践マニュアル ステファニー・ジャドソン編　三国千秋訳 嵯峨野書院 ○

教育 13 92 わたし出会い発見Part４　新しい学びをより豊かに　人権総合学習Q&A 監修　森　実 大阪府人権・同和教育研究協議会編 ○

教育 13 94 中学校用「いきる」　指導の手引き　 宮崎県同和教育研究協議会編 ○

教育 13 95 中学校用「いきる」 宮崎県同和教育研究協議会編 ○

教育 13 96 人権の学びを創る　参加型学習の思想 部落解放・人権研究所編 解放出版社 ○

教育 13 97 いかそう人権教育・啓発推進法 部落解放基本法制定要求国民運動中央実行委員会 部落解放・人権研究所 ○

教育 13 98 まち　ひと　くらし２１　人権総合学習の中で部落問題との出会いを 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 ○

教育 13 99 人権総合学習つくって知ろう！かわ・皮・革　太鼓 三宅都子(文)中川洋典(絵) 解放出版社 ○

教育 13 100 人権の２１世紀創造に向けて「人権教育・啓発推進法」活用の手引き 部落解放基本法制定要求国民運動中央実行委員会 解放出版社 ○

教育 13 101 いじめ判決文で創る新しい人権学習 梅野　正信 明治図書 ○

教育 13 102 国際化時代の人権教育 大阪府立柴島高等学校 明治図書 ○

教育 13 103 いじめない　いじめられない　いじめさせない　 アグネス・チャン ○

教育 13 104 総合学習としての人権教育 長尾　彰夫 明治図書 ○

教育 13 105 人権教育の明日を拓く 北窓　正明 明治図書 ○
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教育 13 106 人権総合学習の授業を創る 北窓　正明 明治図書 ○

教育 13 107 カウンセリングの目を生かす人権教育 源　勁一 明治図書 ○

教育 13 108 続・カウンセリングの目を生かす人権教育 源　勁一 明治図書 ○

教育 13 109 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 ○

教育 13 110 大事なことを思いどおりに伝える会話術 アン・ディクソン　佐々木かをり監訳 角川書店 ○

教育 13 111 ＜私＞はなぜカウンセリングを受けたのか 東ちづる マガジンハウス ○

教育 13 112 ほんとうの豊かさとは 暉峻淑子 岩波ブックレット ○

教育 13 113 わかってほしい 六浦基 広池出版 ○

教育 13 114 カウンセラーのためのアサーション 平木典子　沢崎達夫　土沼雅子編著 金子書房 ○

教育 13 115 国際理解教育　他文化社会の学校づくり 佐藤群衛 明石書店 ○

教育 13 115 国際理解教育　他文化社会の学校づくり 佐藤群衛 明石書店 ○

教育 13 116 幼児のための他文化理解教育 明石書店 ○

教育 13 117 人権教育をひらく同和教育への招待 解放出版社 ○

教育 13 118 同和教育実践がひらく人権教育 森実 解放出版社 ○

教育 13 119 やってみよう！総合学習 解放出版社 ○

教育 13 120 国際人権　知る・調べる・考える 山崎公士 解放出版社 ○

教育 13 121 これからの人権教育 解放出版社 ○

教育 13 122 いじめを越えて 新保真紀子 解放出版社 ○

教育 13 123 子どもの人権ルネッサンス 児玉勇二 明石書店 ○

教育 13 124 子どものための人権ノート 児玉勇二 明石書店 ○

教育 13 125 障害児共生保育論 曽和伸一 明石書店 ○

教育 13 126 人権保育カリキュラム 明石書店 ○

教育 13 127 子どもの心がひらく人権教育 松下一世 解放出版社 ○

教育 13 128 子育ての四季 阪口恵美子 解放出版社 ○

教育 13 129 ひきこもり脱出ガイド 明石書店 ○

教育 13 129 ひきこもり脱出ガイド 明石書店 ○

教育 13 130 ひと味違う人権ワークショップ 山中千枝子 明石書店 ○

教育 13 131 私たちがめざす集団づくり 解放出版社 ○
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教育 13 132 アメリカの他文化教育に学ぶ 平沢安政 明治図書 ○

教育 13 133 人権相談ワークショップ　まわりと私のつながりを求めて 白井　俊一 解放出版社 ○

教育 13 134 人権教育・啓発を問う 梅田修 部落問題研究所 ○

教育 13 135 ファシリテーション革命　参加型の場づくりの技法 中野民夫 岩波アクティブ新書 ○

教育 13 136 人権教育の実践を問う 八木英二・梅田修 大月書店 ○

教育 13 137 いま人権教育を問う 八木英二・梅田修 大月書店 ○

教育 13 139 違うってことはもっと仲良くなれること 山元加津子 青心社 ○

教育 13 140 子どもの人権と教育のゆくえ 河瀬哲也 たかの書房 ○

教育 13 142 早わかり　人権教育小事典 中野陸夫編 明治図書 ○

教育 13 143 第四の生き方 アン・ディクソン つげ書房新社 ○

教育 13 144 人権のまちづくりガイドブック 「人権のまちづくりガイドブック」編集委員会 解放出版社 ○

教育 13 145 知的障害者　奪われた人権 副島洋明 明石書店 ○

教育 13 146 人権用語辞典 H．ﾋﾞｸﾀｰ・ｺﾝﾃﾞ 明石書店 ○

教育 13 147 人権教育の検証 梅田　修 部落問題研究所 ○

教育 13 148 「電池が切れるまで」の仲間たち 宮本雅史 角川書店 ○

教育 13 149 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 ○

教育 13 150 人権相談ハンドブック ﾆｭｰﾒﾃﾞｨｱ人権機構 解放出版社 ○

教育 13 151 人権文化の創造をめざして 全国同和教育研究協議会 全国同和教育研究協議会 ○

教育 13 152 同和教育のたしかさを人権教育に 全国同和教育研究協議会 全国同和教育研究協議会 ○

教育 13 153 人権文化のゆたかな開花を 全国同和教育研究協議会 全国同和教育研究協議会 ○

教育 13 154 人権文化の基底を拓く 全国同和教育研究協議会 ｵﾌｨｽﾌﾟﾛｼｰﾄﾞ ○

教育 13 155 同和教育への提言 全国同和教育研究協議会 全国同和教育研究協議会 ○

教育 13 156 同和教育への提言・Ⅲ 全国同和教育研究協議会 全国同和教育研究協議会 ○

教育 13 157 同和教育への提言・Ⅳ 全国同和教育研究協議会 全国同和教育研究協議会 ○

教育 13 158 同和教育への提言・Ⅴ 全国同和教育研究協議会 全国同和教育研究協議会 ○

教育 13 159 同和教育への提言・Ⅶ 全国同和教育研究協議会 全国同和教育研究協議会 ○

教育 13 160 同和教育への提言・Ⅷ 全国同和教育研究協議会 全国同和教育研究協議会 ○

教育 13 161 同和教育への提言・Ⅸ 全国同和教育研究協議会 全国同和教育研究協議会 ○
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教育 13 162 同和教育への提言・Ⅹ 全国同和教育研究協議会 全国同和教育研究協議会 ○

教育 13 163 子どものエンパワメントと教育 部落解放・人権研究所 解放出版社 ○

教育 13 164 子どものエンパワメントを考える（国際人権ブックレット５） ヒューライツ大阪 解放出版社 ○

教育 13 165 エンパワメントと人権-こころの力のみなもとへ- 森田ゆり 解放出版社 ○

教育 13 166 いじめを跳ね返した子どもたち① 野口良子 明石書店 ○

教育 13 167 いじめを跳ね返した子どもたち② 野口良子 明石書店 ○

教育 13 168 いじめと中学生-ひとりひとりにできること- 斎藤次郎 明石書店 ○

教育 13 169 わたしの人権教室 川内俊彦 解放出版社 ○

教育 13 169 わたしの人権教室 川内俊彦 解放出版社 ○

教育 13 170 人権の扉をたたく-啓発担当者の思いから- 竹内　良 解放出版社 ○

教育 13 171 松原市立布忍小学校・21世紀への学びの発信-地域と結ぶ総合学習（略）- 中野陸夫・長尾彰夫 解放出版社 ○

教育 13 172 私たちがめざす集団づくり-子どもが輝く学校に- 中野陸夫ほか 解放出版社 ○

教育 13 173 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 ○

教育 13 174 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 ○

教育 13 175 教育ｺﾐｭﾆﾃｨ･ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ-地域と学校の「つながり」と「協働」を求めて- 池田　寛 解放出版社 ○

教育 13 175 教育ｺﾐｭﾆﾃｨ･ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ-地域と学校の「つながり」と「協働」を求めて- 池田　寛 解放出版社 ○

教育 13 176 人権教育への提案　－義理・人情から人権へ－ ヒューライツ大阪 解放出版社 ○

教育 13 177 ハンディある子どもの権利 ○

教育 13 178 部落史授業を見直す 福岡部落史研究会 ○

教育 13 180 参加型人権教育・啓発ガイドブック　ワークショップ「気づき」から「行動」へ (財)人権教育啓発推進センター ○

教育 13 182 人権教育ファシリテーター･ハンドブック基本編 ERIC国際理解教育センター ERIC国際理解教育センター ○

教育 13 183 にんげん　解放学校用 全国解放教育研究会 ○

教育 13 184 同和教育の進展と人権擁護立法制定運動 ○

教育 13 185 進路保障の取りくみをすすめるために　就労編① ○

教育 13 186 進路保障の取りくみをすすめるために　進学編① ○

教育 13 187 部落解放学習の創造 ○

教育 13 188 社会教育における同和教育の前進 ○

教育 13 190 効果のある学校　－学力不平等を乗り越える教育－ 鍋島祥郎 解放出版社 ○
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教育 13 191 ハイスクールウォーズⅠ　高校生のこころとジェンダー 鍋島祥郎 解放出版社 ○

教育 13 192 ハイスクールウォーズⅡ　見えざる階層的不平等 鍋島祥郎 解放出版社 ○

教育 13 193 いじめを越えて　－生徒にラブレターを書こう－ 〔人権ブックレット52〕 新保真紀子 解放出版社 ○

教育 13 194 いま人権教育が変わる　－国連人権教育10年の可能性－ 森　実 解放出版社 ○

教育 13 195 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 ○

教育 13 196 多様性教育入門　－参加型人権教育の展開－ 大阪多様性教育ネットワーク・森　実　編 解放出版社 ○

教育 13 197 話してみようよ！エッチ・愛・カラダ　－学ぶ！教える！リプロダクティブ・ヘルス/ライツ－ 劔　陽子 明石書店 ○

教育 13 198 参加型で学ぶ中高生のための世界人権宣言 ユネスコ 明石書店 ○

教育 13 198 参加型で学ぶ中高生のための世界人権宣言 ユネスコ 明石書店 ○

教育 13 199 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 解放出版社 ○

教育 13 200 ひと味違う人権ワークショップⅡ 山中千枝子 明石書店 ○

教育 13 201 学校に行かなかった私たちのハローワーク ＮＰＯ法人　東京シューレ 東京シューレ出版 ○

教育 13 202 不登校という生き方 奥地圭子 ＮＨＫブックス ○

教育 13 203 〈愛国心〉のゆくえ 広田照幸 世織書房 ○

教育 13 204 憲法と教育人権 永井憲一 日本評論社 ○

教育 13 205 ことばと人権(人権学習シリーズ)人権ハンドブック ○

教育 13 206 新版　戸籍と人権 二宮周平 部落解放・人権研究 ○

教育 13 207 発達障害の子どもたち 細川　徹 中央法規出版 ○

教育 13 208 広汎性発達障害の子どもたち　高機能自閉症・アスペルガー症候群を知るために 辻井正次 ブレーン出版社 ○

教育 13 210 わたし出会い発見 Part２ 平沢安政
森実監修 大阪府同教研究協議会 ○

教育 13 211 勇気が出てくる人権学習３ 白井　俊一 解放出版社 ○

教育 13 212 幼児・小学生の人権プロジェクト支援ガイド（人権と保育） 玉置哲淳、戸田有一、橋本祐子 解放出版社 ○

教育 13 213 特別支援教育への扉 鈴木　陽子、井坂　行男、東風　安生、大城　英名 八千代出版 ○

教育 13 214 人権相談ワークショップ～まわりと私のつながりを求めて～ 白井　俊一 解放出版社 ○

教育 13 216 春駒 川元　祥一 明治図書 ○

教育 13 217 寛容性　人権学習ブックレット４ 中川　喜代子 明石書店 ○

教育 13 218 ことばと人権　人権学習ブックレット５ 中川　喜代子 明石書店 ○

教育 13 219 多様性トレーニングガイド 森田ゆり 解放出版社 ○
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教育 13 220 勇気がでてくる人権学習２ 白井　俊一 解放出版社 ○

教育 13 221 わたしナビゲーション 部落解放・人権研究所　高校部会編 解放出版社 ○

教育 13 222 AＤHDのペアレントトレーニング シンシア・ウィッタム 明石書店 ○

教育 13 223 幼児期からの人権教育 ラルフ・ペットマン 明石書店 ○

教育 13 224 国際理解教育と人権 大阪市小学校国際理解教育研究会編 解放出版社 ○

教育 13 225 思春期理解とこころの病 阿形恒秀他４人 解放出版社 ○

教育 13 226 世界と地球の困った現実 日本国際飢餓対策機構 明石書店 ○

教育 13 227 アスペルガー症候群がわかる本 クリストファー・ギルバーグ 明石書店 ○

教育 13 228 きっぱり　N０　で　やさしい子育て シンシア・ウィッタム 明石書店 ○

教育 13 229 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 ○

教育 13 230 人権学習プログラムと博物館 小島伸豊 解放出版社 ○

教育 13 231 わたし出会い発見　ｐａｒｔ５ 監修　森　　実 大阪府人権・同和教育研究協議会編 ○

教育 13 232 わたし出会い発見　ｐａｒｔ６ 監修　森　　実　新保真紀子 大阪府人権・同和教育研究協議会編 ○

教育 13 233 就学前からの学力保障 「金川の教育改革」編集委員会編 解放出版社 ○

教育 13 234 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 ○

教育 13 235 子ども白書（２００７年版） 日本子どもを守る会編 草土文化社 ○

教育 13 236 子どもの権利研究　第１0号 子どもの権利条約総合研究所 日本評論社 ○

教育 13 237 人間性尊重教育の思想と実践 福田　弘 明石書店 ○

教育 13 238 新版　人権のための教育（授業にすぐ使える活動事例集） ペットマン 明石書店 ○

教育 13 239 人権・平和教育のための資料集 福田　弘（編訳） 明石書店 ○

教育 13 240 人権教育のためのコンパス（羅針盤） ヨーロッパ協議会企画 明石書店 ○

教育 13 241 幼児期からの人権教育　参加体験型の学習活動事例集 ラルフ・ペットマン 明石書店 ○

教育 13 242 参加型学習「人権」～ファシリテーターへの道しるべ～ 　300円×10部 ヒューライツ大阪 ○

教育 13 243 差別・偏見と教育　人権教育への疑問 生田周二 部落問題研究所 ○

教育 13 244 人権への教育と啓発　囚われやこだわりの克服 川嶌順次郎 東信堂 ○

教育 13 245 新生涯学習・人権教育基本資料集 金泰泳 阿吽社 ○

教育 13 246 人権の変遷 石埼学 日本評論社 ○

教育 13 247 人権の条件 小林昭三 嵯峨野書院 ○
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教育 13 248 対話からはじまる人権学習　地域・職域・学校　 岡田耕治 部落解放・人権研究所 ○

教育 13 249 アジアの学校の人権教育 ヒューライツ大阪 解放出版社 ○

教育 13 250 性と生をどう教えるか（第２版） 尾藤りつ子 解放出版社 ○

教育 13 251 食肉・皮革・太鼓の授業 三宅　都子 解放出版社 ○

教育 13 252 プライバシーと私たちの暮らし　（人権学習シリーズ） 鳥取県人権文化センター 解放出版社 ○

教育 13 253 大人の学び　～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 ○

教育 13 254 教師力を磨く 仲島　正教 大修館書店 ○

教育 13 255 つくって学ぶ人権総合学習 東京都同和教育研究協議会 明石書店 ○

教育 13 256 全国同和教育運動５０年の原点に学ぶ 門田　秀夫 明石書店 ○

教育 13 257 部落史学習をどうすすめるか 寺木　伸明 大阪府同教 ○

教育 13 258 「いじめ」と「不登校」 大阪市同和教育研究協議会 大阪市同教 ○

教育 13 259 やってまっせ　人権総合学習　その１ 大阪市同和教育研究協議会 大阪市同教 ○

教育 13 260 やってまっせ　人権総合学習　その２ 大阪市同和教育研究協議会 大阪市同教 ○

教育 13 261 部落史発見 福岡市同和教育研究協議会 福岡市同研 ○

教育 13 262 学校が大好き～クラスづくりを愉しむ 全国同和教育研究協議会 オフィスプロシード ○

教育 13 263 対立から対等へ～歴史に学ぶ～ 全国同和教育研究協議会 オフィスプロシード ○

教育 13 264 出会いを紡いで 全国同和教育研究協議会 オフィスプロシード ○

教育 13 265 学校現場のメンタルヘルス理解 人見一彦 朱鷺書房 ○

教育 13 266 教室の中の気がかりな子 中村圭佐他 朱鷺書房 ○

教育 13 267 児童心理５月号「子どものためのアサーション」 金子書房 ○

教育 13 268 ここ　～食卓から始まる生教育 内田美智子 西日本新聞社出版部 ○

教育 13 269 今、光っていたい ～娘の遺してくれたもの 田中　蔚【著】 明石書店 ○

教育 13 270 格差を越える中学校　～「荒れ」の克服と学力向上 小林光彦 解放出版社 ○

教育 13 271 人権教育をひらく～同和教育への招待 中野睦夫他 解放出版社 ○

教育 13 272 同和教育実践がひらく人権教育 森実編著 解放出版社 ○

教育 13 273 生と死の教育　～「いのち」の体験授業 山下文夫 解放出版社 ○

教育 13 274 なぜ今、人権教育が必要なのか？ 福田　弘 (社)千葉県人権啓発センター ○

教育 13 275 アイスブレイク入門 今村　光章 解放出版社 ○
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教育 13 276 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 ○

教育 13 278 学力保障と人権教育の再構築 長尾彰夫 明治図書 ○

教育 13 279 学校づくりと人権総合学習 長尾彰夫 明治図書 ○

教育 13 280 ちがうからこそ豊に学びあえる 堀　智晴 明治図書 ○

教育 13 281 「小１プロブレム」に挑戦する 新保真紀子 明治図書 ○

教育 13 282 私を創ったもの 土田光子 明治図書 ○

教育 13 283 いじめをなくし、心をつなぐ 松下一世 明治図書 ○

教育 13 284 かず先生のメルマガ通信 松下一世 明治図書 ○

教育 13 285 子どもがつながる学級集団づくり入門 新保真紀子 明治図書 ○

教育 13 286 教育と平等 苅谷　剛彦 中公新書 ○

教育 13 287 子どもの人権力を育てる　～尊敬を軸とした保育 玉置哲淳 解放出版社 ○

教育 13 288 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 ○

教育 13 289 コンパスシート（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 （財）人権教育啓発推進センター ○

教育 13 290 親と教師にとって、すごく大切なこと ロン・クラーク 草思社 ○

教育 13 291 あたりまえだけど、とても大切なこと　～子どものためのルールブック ロン・クラーク 草思社 ○

教育 13 292 善悪ってなに？働くって何だろう？ 小浜逸郎 草思社 ○

教育 13 293 マルチメディアと教育 佐伯眸 太郎次郎社 ○

教育 13 294 かけがえのない、この自分 遠山啓 太郎次郎社 ○

教育 13 295 ジェミーと走る夏 エイドリアン・フォゲリン ポプラ社 ○

教育 13 296 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 解放出版社 ○

教育 13 297 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 解放出版社 ○

教育 13 299 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 解放出版社 ○

教育 13 300 身近なことから世界と私を考える授業(寄贈） 開発教育研究会 明石書店 Ｈ２２．５月 購入 ○

教育 13 302 「じぶん」「いのち」「なかま」を見つめる道徳授業 永田繁雄 教育出版 Ｈ２３．３月 購入 ○

教育 13 303 学校で取り組む　情報社会の安全・安心 堀田龍也 三省堂 Ｈ２３．３月 購入 ○

教育 13 304 おしゃべりの道具箱 おとなの学び研究会 解放出版社 Ｈ２３．３月 購入 ○

教育 13 305 学びから始まるわたしたちの人権 部落解放・人権研究所 解放出版社 Ｈ２３．３月 購入 ○

教育 13 306 元気になる会議　ホワイトボード･ミーティングのすすめ方 ちょん・せいこ 解放出版社 Ｈ２３．３月 購入 ○
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教育 13 307 やってみよう！人権・部落問題プログラム 大阪府人権協会 解放出版社 Ｈ２４．３月 購入 ○

教育 13 308 よくわかる学級ファシリテーション① 岩瀬直樹・ちょんせいこ 解放出版社 Ｈ２４．３月 購入 ○

教育 13 309 よくわかる学級ファシリテーション② 岩瀬直樹・ちょんせいこ 解放出版社 Ｈ２４．３月 購入 ○

教育 13 310 感じ・考え・行動する力を育てる人権教育 成山治彦・志水宏吉 解放出版社 Ｈ２４．３月 購入 ○

教育 13 311 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 解放出版社 H25年3月 購入 ○

教育 13 312 これでわかる！人権保育の進め方 人権と仲間関係研究 解放出版社 H25年3月 購入 ○

教育 13 313 “生徒の自己開示”で始まる高校の学校開き　［よのなか］科との協働で拓く２１世紀型人権教育 成山治彦 明治図書 H25年3月 購入 ○

教育 13 314 就学前教育と学校教育の学びをつなぐ　小１プロブレムの予防とスタートカリキュラム 新保真紀子 明治図書 H25年3月 購入 ○

教育 13 315 総合的な学習でめざす国際標準の学力　すぐ使える“新時代の人権教材”７つのテーマ 松下一世 明治図書 H25年3月 購入 ○

教育 13 316 こんなときどうする?!　友だちと仲よくすごすためのスキルアップワーク 西岡有香　ほか 明治図書 H25年3月 購入 ○

教育 13 317 子どもを見る眼　先生たちへの応援歌 土田光子 解放出版社 H25年3月 購入 ○

教育 13 318 人権啓発ワークショップ事例集　ワークショップをはじめよう　参加型の人権教室 人権教育啓発推進センター 人権教育啓発推進センター H27年2月 寄贈 ○

教育 13 319 いじめ・レイシズムを乗り越える「道徳」教育 渡辺雅之 高文研 H27年3月 購入 ○

教育 13 320 アイスブレイク 今村光章 晶文社 H27年3月 購入 ○

教育 13 321 クイズウルトラ人権100問 辛淑女　監修、人材育成技術研究所　編 解放出版社 H28年2月 寄贈 ○

教育 13 322 人権啓発ワークショップ事例集　ワークショップをやってみよう　参加型の人権教室 人権教育啓発推進センター 人権教育啓発推進センター H28年2月 寄贈 ○

教育 13 322-2 人権啓発ワークショップ事例集　ワークショップをやってみよう　参加型の人権教室 人権教育啓発推進センター 人権教育啓発推進センター H28年2月 寄贈 ○

教育 13 323 ヒューマン・ライツ教育 ヒューマン・ライツ教育研究会　編 有信堂高文社 H28年3月 購入 ○

教育 13 324 自己肯定感を育てる道徳の授業 加藤　好一　編 地歴社 H28年3月 購入 ○

教育 13 325 はじめて講師を頼まれたら読む本 大谷　由里子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ(中経出版) H28年3月 購入 ○

教育 13 326 あなたも人気講師になれる本 大谷　由里子 学研プラス H28年3月 購入 ○

教育 13 327 大手企業から引っ張りだこの超人気講師が教える研修講師養成講座 真田　茂人 中央経済社 H28年3月 購入 ○

行政 14 4 これからの地域改善対策 土曜美術社 ○

行政 14 5 自分らしく学ぶ（人権ブックレット） 加藤敏明 解放出版社 ○

行政 14 5 自分らしく学ぶ（人権ブックレット） 加藤敏明 解放出版社 ○

行政 14 12 社会啓発の理論と課題 解放出版社 ○

行政 14 13 人権と教育　社会啓発の基礎理論 元木　健 解放出版社 ○

行政 14 14 地域改善対策事業実務の手引 総理府地対室 ○
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分野 分類 番号 書　　　　　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　社 取得年月 取得区分 在庫確認 禁帯出区分

行政 14 15 地域改善対策特別措置法の解説 中央法規出版 ○

行政 14 16 地域における人権草の根運動 解同中央本部編 解放出版社 ○

行政 14 17 「地対財特法」の解説 地域改善対策室 中央法規出版 ○

行政 14 18 改訂　地対財特法 ○

行政 14 19 地対財特法Ｑ＆Ａ 地域改善対策研究所 土曜美術社 ○

行政 14 20 転換期を迎えた同和問題　５年度実態調査解説 地域改善対策室 中央法規出版 ○

行政 14 24 同和行政四半世紀の歩み 地域改善対策室 中央法規出版 ○

行政 14 33 同和対策事業の手引き 総理府同対室 ○

行政 14 35 同和問題解決のために　－えせ同和行為等対応のための手引書－ 地域改善対策室 中央法規出版 ○

行政 14 38 「同和問題に関する指導者養成研修」講演集　昭和６０年 地域改善対策室 中央法規出版 ○

行政 14 39 「同和問題に関する指導者養成研修」講演集　昭和６１年 地域改善対策室 中央法規出版 ○

行政 14 40 「同和問題に関する指導者養成研修」記録　平成元年 地域改善対策室 中央法規出版 ○

行政 14 41 「同和問題に関する指導者養成研修」記録　平成２年 地域改善対策室 中央法規出版 ○

行政 14 42 「同和問題に関する指導者養成研修」記録　平成３年 地域改善対策室 中央法規出版 ○

行政 14 43 「同和問題に関する指導者養成研修」記録　平成４年 地域改善対策室 中央法規出版 ○

行政 14 44 「同和問題に関する指導者養成研修」記録　平成５年 地域改善対策室 中央法規出版 ○

行政 14 45 「同和問題に関する指導者養成研修」記録　平成６年 地域改善対策室 中央法規出版 ○

行政 14 50 民事介入暴力 日本弁護士連合会 商事法務研究会 ○

行政 14 51 民暴の鷹 日本弁護士連合会 雪書房 ○

行政 14 52 民暴の鷹ＰＡＲＴ２ 日本弁護士連合会 雪書房 ○

行政 14 53 夢も希望もある同和行政 尾崎勇喜 文理閣 ○

行政 14 54 よあけ　－同和問題研修資料87 北九州同和問題啓発推進協議会 ○

行政 14 55 よあけ　－同和問題研修資料84 北九州同和問題啓発推進協議会 ○

行政 14 56 よあけ　－同和問題研修資料　研修資料 ○

行政 14 62 地域改善対策の展望　第１回シンポジウム 地域改善対策研究所 土曜美術社 ○

行政 14 63 ここが大切人権啓発 山中多美男 解放出版社 ○

行政 14 65 Ｑ＆Ａ市民と企業のえせ同和行為対策 民事情報センター ○

行政 14 66 基本法コンメンタール〔第四版〕憲法 小林　孝輔・芹沢　斉編 日本評論社 ○
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分野 分類 番号 書　　　　　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　社 取得年月 取得区分 在庫確認 禁帯出区分

行政 14 67 ジュリスト 有斐閣 ○

行政 14 68 人権の時代をひらく　改革へのヒント 北口　末広 解放出版社 ○

行政 14 69 シンポジウム　共生への志 大江健三郎　ロナウド・ドーア　プラティープ・ウンソンタム・秦 岩波ブックレット ○

行政 14 72 ブックレット菜の花　人権教育のための国連１０年　それぞれの行動計画と新しい｢同和｣教育 福岡部落史研究会 福岡県部落解放・人権研究所準備室 ○

行政 14 74 人権の世紀のために-歴史・教育・啓発・運動、そして自分史- 川向秀武 福岡県部落解放・人権研究所 ○

行政 14 77 地域改善対策事業　－その調査と分析－ 地域改善対策研究所 ぎょうせい ○

行政 14 78 平成７年版　同和問題の現況 総務省長官官房地域改善対策室 中央法規 ○

行政 14 79 平成６年版　同和問題の現況 総務省長官官房地域改善対策室 中央法規 ○

行政 14 80 非暴力タンポポ作戦　－ひきわけようあきらめないつながろう－ 森田ゆり 解放出版社 ○

行政 14 81 人権啓発の道しるべ 藤解和尚 明石書店 ○

行政 14 82 国際人権条約・宣言集 松井芳郎　ほか 東信堂 ○

行政 14 83 変革の時代 北口末広 解放出版社 ○

行政 14 84 グローバル化する世界と法の課題 松井芳郎　ほか 東信堂 ○

行政 14 85 国際人権法 薬師寺公夫　ほか 日本評論社 ○

行政 14 86 基本的人権（総論・精神的自由権・経済的自由権）〔改訂増補版〕 安藤高行 法律文化社 ○

行政 14 87 自治体政策とユニバーサルデザイン 田村太郎 学陽書房 ○

行政 14 88 同和行政がきちんとわかるQ＆A 奥田均他 解放出版社 ○

行政 14 89 「同対審」答申を読む 奥田　均 解放出版社 H28年3月 購入 ○

行政 14 H2007 平成１９年版　人権教育・啓発白書 法務省・文部科学省　編 佐伯印刷 H27年3月 購入 ○

行政 14 H2008 平成２０年版　人権教育・啓発白書 法務省・文部科学省　編 佐伯印刷 ○

行政 14 H2009 平成２１年版　人権教育・啓発白書 法務省・文部科学省　編 日経印刷 ○

行政 14 H2010 平成２２年版　人権教育・啓発白書 法務省・文部科学省　編 日経印刷 Ｈ２３．２月 購入 ○

行政 14 H2012 平成２４年版　人権教育・啓発白書 法務省・文部科学省　編 勝美印刷 H27年3月 購入 ○

行政 14 H2013 平成２５年版　人権教育・啓発白書 法務省・文部科学省　編 勝美出版 H26年3月 購入 ○

行政 14 H2014 平成２６年版　人権教育・啓発白書 法務省・文部科学省　編 勝美印刷 H27年3月 購入 ○

行政 14 H2015 平成２７年版　人権教育・啓発白書 法務省・文部科学省　編 勝美印刷 H28年3月 購入 ○

行政 14 H2016 平成２８年版　人権教育・啓発白書 法務省・文部科学省　編 勝美印刷 H30年3月 購入 ○

行政 14 H2017 平成２９年版　人権教育・啓発白書 法務省・文部科学省　編 勝美印刷 H30年3月 購入 ○
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分野 分類 番号 書　　　　　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　社 取得年月 取得区分 在庫確認 禁帯出区分

歴史 15 1 一揆　１巻 東京大学出版会 ○

歴史 15 2 一揆　２巻 ○

歴史 15 3 一揆　３巻 ○

歴史 15 4 一揆　４巻 ○

歴史 15 5 一揆　５巻 ○

歴史 15 25 ケガレ思想と差別の謎（逆説の日本史４） 井沢元彦 小学館 ○

歴史 15 30 人権のあゆみ 小林　茂 山川出版社 ○

歴史 15 31 人権の歴史 小林　茂 山川出版社 ○

歴史 15 35 日本の社会史　１巻 朝尾直弘　他 岩波書店 ○

歴史 15 36 日本の社会史　２巻 朝尾直弘　他 岩波書店 ○

歴史 15 37 日本の社会史　３巻 朝尾直弘　他 岩波書店 ○

歴史 15 38 日本の社会史　４巻 朝尾直弘　他 岩波書店 ○

歴史 15 39 日本の社会史　５巻 朝尾直弘　他 岩波書店 ○

歴史 15 40 日本の社会史　６巻 朝尾直弘　他 岩波書店 ○

歴史 15 41 日本の社会史　７巻 朝尾直弘　他 岩波書店 ○

歴史 15 42 日本の社会史　８巻 朝尾直弘　他 岩波書店 ○

歴史 15 47 幕藩体制社会の成立と構造 安良城盛昭 有斐閣 ○

歴史 15 85 法律家のみた被差別部落の起こりと歴史 山中順雅 国書刊行会 ○

歴史 15 95 被差別部落の起源 寺木伸明 明石書店 ○

歴史 15 97 部落史の再発見 部落解放研究所編 解放出版社 ○

歴史 15 97 部落史の再発見 部落解放研究所編 解放出版社 ○

歴史 15 113 差別と迷信 住本健次・板倉聖宣 仮説社 ○

歴史 15 114 日本文化の源流を探る 沖浦　和光（編） 解放出版社 ○

歴史 15 117 日本社会の歴史（上） 岩波新書 ○

歴史 15 118 日本社会の歴史（中） 岩波新書 ○

歴史 15 119 日本社会の歴史（下） 岩波新書 ○

歴史 15 120 続・部落史の再発見 部落解放人権研究所 解放出版社 ○

歴史 15 121 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 ○
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分野 分類 番号 書　　　　　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　社 取得年月 取得区分 在庫確認 禁帯出区分

歴史 15 123 親日派のための弁明 金完燮　荒木和博＋荒木信子訳 草思社 ○

歴史 15 124 食肉の部落史 のびしょうじ 明石書店 ○

歴史 15 125 女という文字、女という言葉 川田文子 明石書店 ○

歴史 15 129 霞が関半生記 古川貞二郎 佐賀新聞社 ○

歴史 15 131 「部落史」論争を読み解く　戦後思想の流れの中で 沖浦和光 解放者出版 ○

歴史 15 137 被差別民とその部落の起こりと歴史 山中順雅 国書刊行会 ○

歴史 15 139 譜代藩の研究 明治大学内藤家文書研究会 八木書店 ○

歴史 15 140 写真で見る戦後６０年 部落解放・人権研究所 解放出版社 ○

歴史 15 143 部落史がかわる 上杉　聰 三一書房 ○

歴史 15 144 よみがえる部落史 上杉　聰 社会思想社 ○

歴史 15 145 いま、部落史がおもしろい 渡辺俊雄 解放出版社 ○

歴史 15 146 近世身分と被差別民の諸相　－〈部落史の見直し〉の途上から－ 寺木伸明 解放出版社 ○

歴史 15 147 弾佐衛門風雲録（序の巻） 早瀬二朗 解放出版社 ○

歴史 15 148 弾佐衛門風雲録（破の巻） 早瀬二朗 解放出版社 ○

歴史 15 149 弾佐衛門風雲録（急の巻） 早瀬二朗 解放出版社 ○

歴史 15 150 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 解放出版社 ○

歴史 15 151 日本の歴史と人権問題 大阪人権歴史資料館　編 解放出版社 ○

歴史 15 152 列島の歴史を語る 網野善彦 本の森 ○

歴史 15 153 日本中世の百姓と職能民 網野善彦 平凡社 ○

歴史 15 154 日本の歴史をよみなおす（全） 網野善彦 筑摩書房 ○

歴史 15 157 現代史を見る目～戦争・差別・公害～ 小山仁示 解放出版社 ○

歴史 15 158 部落史に学ぶ　２ 外川　正明 解放出版社 ○

歴史 15 159 部落の歴史（前近代） 寺木　伸明 解放出版社 ○

歴史 15 162 部落史ゆかりの地 宮武　利正 解放出版社 ○

歴史 15 163 映画で学ぶ被差別の歴史 中尾　健次 解放出版社 ○

歴史 15 164 近代日本の社会的差別形成史の研究 安保則夫 明石書店 ○

歴史 15 165 映画で学ぶ被差別の歴史 中尾　健次 解放出版社 ○

歴史 15 166 人権のはじまり 尾川昌法 部落問題研究所 ○
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歴史 15 167 差別からみる日本の歴史 ひろたまさき 解放出版社 ○

歴史 15 168 長州藩維新団　～明治維新の水平軸 布引敏雄 解放出版社 ○

歴史 15 169 絵本もうひとつの日本の歴史(寄贈) 中尾健次 エルくらぶ Ｈ２２．５月 寄贈 ○

歴史 15 174 「昔はよかった」と言うけれど 大倉　幸宏 新評論 H26年3月 購入 ○

歴史 15 175 「日本の朝鮮統治」を検証する ジョージ・アキタ、ブランドン・パーマ－ 草思社 H26年3月 購入 ○

歴史 15 176 植民地朝鮮と日本 趙　景達 岩波新書 H26年3月 購入 ○

歴史 15 177 血盟団事件 中島　岳志 文藝春秋 H26年3月 購入 ○

歴史 15 178 反ユダヤ主義とは何か W・ベンツ 現代書館 H26年3月 購入 ○

歴史 15 179 証言　陸軍中野学校 斎藤　充功 バジリコ H26年3月 購入 ○

歴史 15 180 太平洋戦争下その時ラジオは 竹山 昭子 朝日新聞出版 H26年2月 購入 ○

歴史 15 181 理想だらけの戦時下日本 井上　寿一 ちくま新書 H26年3月 購入 ○

歴史 15 182 改訂版　記録－少女たちの勤労動員 戦時下勤労動員女子の会 西田書店 H26年3月 購入 ○

歴史 15 183 禎子の千羽鶴 佐々木　雅弘 学研パブリッシング H26年3月 購入 ○

歴史 15 184 日本兵を殺した父 デール・マハリッジ 原書房 H26年3月 購入 ○

歴史 15 185 大本営発表のマイク 近藤　富枝 河出書房新社 H26年3月 購入 ○

歴史 15 186 竹林はるか遠く ヨーコ・カワシマ・ワトキンズ ハート出版 H26年3月 購入 ○

歴史 15 187 日本国憲法を生んだ密室の九日間 鈴木　昭典 創元社 H26年3月 購入 ○

歴史 15 188 １９４５年のクリスマス ベアテ・シロタ・ゴードン 柏書房 H26年3月 購入 ○

歴史 15 189 GHQの検閲・諜報・宣伝工作 山本　武利 岩波現代全書 H26年3月 購入 ○

歴史 15 190 戦後史の汚点　レッド・パージ 明神　勲 大月書店 H26年3月 購入 ○

歴史 15 191 戦後『中央公論』と「風流夢譚」事件 根津　朝彦 日本経済評論社 H26年3月 購入 ○

歴史 15 192 民族の創出 岡本雅享 岩波書店 H27年3月 購入 ○

歴史 15 193 隼人の実像 中村明蔵 南方新社 H27年3月 購入 ○

歴史 15 194 江戸しぐさの正体　教育をむしばむ偽りの伝統 原田実 星海社新書 H27年3月 購入 ○

歴史 15 195 欲望の砂糖史 原井一郎 森話社 H27年3月 購入 ○

歴史 15 196 五日市憲法草案をつくった男・千葉卓三郎 伊藤始・杉田秀子・望月武人 くもん出版 H27年3月 購入 ○

歴史 15 197 言論抑圧 将基面貴巳 中公新書 H27年3月 購入 ○

歴史 15 198 引き裂かれた青春 北大生・宮澤弘幸「スパイ冤罪事件」の真相を広める会　編 花伝社 H27年3月 購入 ○
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歴史 15 199 プロパガンダ・ラジオ 渡辺考 筑摩書房 H27年3月 購入 ○

歴史 15 200 陸軍特攻・振武寮　生還者の収容施設 林えいだい 東方出版 H27年3月 購入 ○

歴史 15 201-1 この世界の片隅に　前編 こうの史代 双葉社 H27年3月 購入 ○

歴史 15 201-2 この世界の片隅に　後編 こうの史代 双葉社 H27年3月 購入 ○

歴史 15 202 ＣＯＣＯＯＮ（コクーン） 今日マチ子 秋田書店 H27年3月 購入 ○

歴史 15 203-1 アノネ、　（上巻） 今日マチ子 秋田書店 H27年3月 購入 ○

歴史 15 203-2 アノネ、　（下巻） 今日マチ子 秋田書店 H27年3月 購入 ○

歴史 15 204 折られた花 マルゲリート・ハーマー 新教出版社 H27年3月 購入 ○

歴史 15 205 帝国の慰安婦 朴裕河 朝日新聞出版 H27年3月 購入 ○

歴史 15 206 日韓歴史認識問題とは何か 木村幹 ミネルヴァ書房 H27年3月 購入 ○

歴史 15 207 憎むのでもなく、許すのでもなく ボリス・シリュルニク 吉田書店 H27年3月 購入 ○

歴史 15 208 アウシュヴィッツと〈アウシュヴィッツの嘘〉 ティル・バスティアン 白水社Ｕブックス H27年3月 購入 ○

歴史 15 209 ハンナ・アーレント 矢野久美子 中公新書 H27年3月 購入 ○

歴史 15 210 凍りの掌 おざわゆき 小池書院 H27年3月 購入 ○

歴史 15 211 浮浪児1945-　戦争が生んだ子供たち 石井光太 新潮社 H27年3月 購入 ○

歴史 15 212 夕凪の街 桜の国 こうの史代 双葉社 H27年3月 購入 ○

歴史 15 213 灯をともす言葉 花森安治 河出書房新社 H27年3月 購入 ○

歴史 15 214 増補改訂　日本という国 小熊英二 イースト・プレス H27年3月 購入 ○

歴史 15 215 日本政治史 北岡伸一 有斐閣 H27年3月 購入 ○

歴史 15 216 ジェノサイドと文化大革命 楊海英 勉誠出版 H27年3月 購入 ○

歴史 15 217 ミッキーマウスのストライキ！ トム・シート 合同出版 H27年3月 購入 ○

歴史 15 218-1 絶対の宣伝　ナチス・プロパガンダ１ 草森　紳一 文遊社 H28年3月 購入 ○

歴史 15 218-2 絶対の宣伝　ナチス・プロパガンダ２ 草森　紳一 文遊社 H28年3月 購入 ○

歴史 15 219-1 ブラッドランド　上　ヒトラーとスターリン　大虐殺の真実 ティモシー・スナイダー 筑摩書房 H28年12月 購入 ○

歴史 15 219-2 ブラッドランド　下　ヒトラーとスターリン　大虐殺の真実 ティモシー・スナイダー 筑摩書房 H28年12月 購入 ○

人権全般 16 1 朝日新聞のここが問題だ！ 部落解放同盟 解放出版社 ○

人権全般 16 2 陰陽五行と児童祭祀 吉野裕子 人文書院 ○

人権全般 16 3 ３６５日　縁起・風習読本 重金碩之 啓明書房 ○
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分野 分類 番号 書　　　　　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　社 取得年月 取得区分 在庫確認 禁帯出区分

人権全般 16 4 国際人権規約と人間解放〔改定版〕 輪島岩吉 部落解放新書０４ ○

人権全般 16 4 国際人権規約と人間解放〔改定版〕 輪島岩吉 部落解放新書０４ ○

人権全般 16 5 各国の人権擁護制度 マイノリティ研究会編 解放出版社 ○

人権全般 16 6 企業経営と人権 柏木　宏 解放出版社 ○

人権全般 16 7 企業研修の実際 香野貞人 解放出版社 ○

人権全般 16 8 「企業と人権」ハンドブック 東京人権啓発企業連絡会編 明石書店 ○

人権全般 16 8 「企業と人権」ハンドブック 東京人権啓発企業連絡会編 明石書店 ○

人権全般 16 9 企業の社会貢献と人権（人権ブックレット） 藤原俊昭　他 解放出版社 ○

人権全般 16 10 基本的人権の基本問題 神野　清 晃洋書房 ○

人権全般 16 11 現代・河原乞食考 山城新悟 解放出版社 ○

人権全般 16 11 現代・河原乞食考 山城新悟 解放出版社 ○

人権全般 16 12 現代国際人権の課題 宮崎繁樹　編 三省堂 ○

人権全般 16 13 現代差別イデオロギー批判 八木晃介 批評社 ○

人権全般 16 14 憲法の焦点〈基本的人権〉 有斐閣 ○

人権全般 16 15 憲法の争点〈ジュリスト増刊〉 有斐閣 ○

人権全般 16 16 国際化時代の人権問題 田畑茂二郎 岩波書店 ○

人権全般 16 17 国際機構　平和と協力を考える 家　正治 世界思想社 ○

人権全般 16 18 国際人権法入門 三省堂 ○

人権全般 16 19 国際連合と人権 田畑茂二郎 解放出版社 ○

人権全般 16 20 戸籍 佐藤文明 現代書館 ○

人権全般 16 21 コメディー＋Ｌ０ＶＥ ＴＡＭＡＹＯ 解放出版社 ○

人権全般 16 22 作家と差別語 塩見鮮一郎 明石書店 ○

人権全般 16 23 差別ということば 柴谷篤弘他 明石書店 ○

人権全般 16 24 シンポジウム　差別の精神史序説 井上ひさし他 三省堂 ○

人権全般 16 25 差別への視座 今野敏彦 未来社 ○

人権全般 16 26 社会的人権の思想 沼田稲次郎 日本放送出版協会 ○

人権全般 16 27 人権回復のまちづくり理論 若竹まちづくり研究所編 明石書店 ○

人権全般 16 28 人権考 産経新聞人権問題取材班編 解放出版社 ○
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分野 分類 番号 書　　　　　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　社 取得年月 取得区分 在庫確認 禁帯出区分

人権全般 16 29 人権相談の手引き　事例Ｑ＆Ａ 人権擁護協力会編 日本加除出版社 ○

人権全般 16 30 人権読本　じんけんの詩 今野敏彦 明石書店 ○

人権全般 16 30 人権読本　じんけんの詩 今野敏彦 明石書店 ○

人権全般 16 31 人権のオモテとウラ 内野　正幸 明石書店 ○

人権全般 16 32 人権をくらしのなかに 今野敏彦 開窓社 ○

人権全般 16 33 新聞広告の常識 朝日新聞広告局 朝日新聞社 ○

人権全般 16 34 世界人権宣言 谷川俊太郎 金の星社 ○

人権全般 16 35 世界人権宣言 イーデス・ハンソン 岩波ブックレット ○

人権全般 16 35 世界人権宣言 イーデス・ハンソン 岩波ブックレット ○

人権全般 16 36 世界人権宣言ってなに？ レア・レビン 部落解放研究所 ○

人権全般 16 37 世界はいま　－諸外国の差別撤廃法と日本－ 部落解放研究所編 解放出版社 ○

人権全般 16 38 世界は日本をどう見ているか 辻村　明 日本評論社 ○

人権全般 16 39 共に在ること 小笠原亮一 日本キリスト教団出版局 ○

人権全般 16 40 「名」と「恥」の文化 森三樹三郎 講談社 ○

人権全般 16 41 開運の手引き　日本のしきたり 武光　誠 講談社 ○

人権全般 16 42 日本の俗信　迷信の実態 迷信調査協議会 洞史社 ○

人権全般 16 43 日本の俗信　俗信と迷信 迷信調査協議会 洞史社 ○

人権全般 16 44 日本の俗信　生活慣習と迷信 迷信調査協議会 洞史社 ○

人権全般 16 45 排除と差別のエスノメソドロジー 山田富秋 新曜社 ○

人権全般 16 46 ふだん着の人権論 金　兩基 明石書店 ○

人権全般 16 46 ふだん着の人権論 金　兩基 明石書店 ○

人権全般 16 47 平和・人権・平等への道 友永健三 部落問題研究所 ○

人権全般 16 48 偏見の構造　日本人の人種観 我妻　洋　他 日本放送出版協会 ○

人権全般 16 49 偏見の心理 Ｇ・Ｗ・オルポート 培風館 ○

人権全般 16 50 偏見の文化 今野敏彦 新泉社 ○

人権全般 16 51 マスコミと差別語問題 磯村英一　他編 明石書店 ○

人権全般 16 52 民主主義と差別のダイナズム 安川寿之助 明石書店 ○

人権全般 16 53 みんなの人権　人権学習のためのテキスト ○
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分野 分類 番号 書　　　　　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　社 取得年月 取得区分 在庫確認 禁帯出区分

人権全般 16 54 みんなの人権教室 川内俊彦 解放出版社 ○

人権全般 16 54 みんなの人権教室 川内俊彦 解放出版社 ○

人権全般 16 55 無実は無罪に　－再審事件のすべて－ 朝日新聞社 すずさわ書房 ○

人権全般 16 56 無断コピー・転載を禁ず 森　法正 ダイヤモンド社 ○

人権全般 16 57 やさしい人権教室 川内俊彦 解放出版社 ○

人権全般 16 57 やさしい人権教室 川内俊彦 解放出版社 ○

人権全般 16 58 路地裏の人権 田中正人 明石書店 ○

人権全般 16 59 芸能入門・考　－芸に生きる－ 小沢昭一他 明石書店 ○

人権全般 16 60 からたちの小さな刺 島崎光正 日本キリスト教団出版局 ○

人権全般 16 61 差別と人権（６）底辺社会 磯村英一　他 雄山閣 ○

人権全般 16 62 ともに生きる 若城希伊子 日本キリスト教団出版局 ○

人権全般 16 63 日本の親子二百年 有地　亮 新潮社 ○

人権全般 16 64 差別用語の基礎知識’９６ 高木正幸 土曜美術社 ○

人権全般 16 65 国際化時代の人権入門 ○

人権全般 16 66 改訂版　国際化時代の人権入門 日高六郎監修 神奈川人権センター ○

人権全般 16 67 差別意識の情況と変革 八木晃介 明石書店 ○

人権全般 16 68 差別語を考えるガイドブック 曹洞宗宗務庁編 解放出版社 ○

人権全般 16 70 差別を見抜く眼 今野敏彦 明石書店 ○

人権全般 16 71 人権・人間らしさを求めて 今野敏彦 明石書店 ○

人権全般 16 72 人権読本　じんけんの詩Ⅱ 今野敏彦編　 解放出版社 ○

人権全般 16 73 人権問題キーワード 堀　正嗣 明石書店 ○

人権全般 16 73 人権問題キーワード 堀　正嗣 明石書店 ○

人権全般 16 74 日本人の秩序像 京極純一 日本放送出版協会 ○

人権全般 16 75 国際化時代の企業と人権（人権ブックレット） 小林洋一郎 解放出版社 ○

人権全般 16 76 差別と表現 土方　鉄 解放出版社 ○

人権全般 16 76 差別と表現 土方　鉄 解放出版社 ○

人権全般 16 77 私たちの憲法　－平和と人権と民主主義－ 川口　是 兵庫部落問題研究所 ○

人権全般 16 78 ことばのエコロジー 田中克彦 農山漁村文化協会 ○
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分野 分類 番号 書　　　　　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　社 取得年月 取得区分 在庫確認 禁帯出区分

人権全般 16 79 「言葉狩り」と差別 週刊文春編 文藝春秋 ○

人権全般 16 80 新・差別用語 山中　央 汐文社 ○

人権全般 16 81 はじめてよむ世界人権宣言 アムネスティ日本 小学館 ○

人権全般 16 81 はじめてよむ世界人権宣言 アムネスティ日本 小学館 ○

人権全般 16 81 はじめてよむ世界人権宣言 アムネスティ日本 小学館 H31年3月 寄贈 ○

人権全般 16 82 現代の人権 川人　博 日本評論社 ○

人権全般 16 83 マスコミと差別語の常識 田宮　武 明石書店 ○

人権全般 16 84 地球はひとつ アートによる世界人権宣言 アムネスティ日本支部編 金の星社 ○

人権全般 16 85 汚穢と禁忌 メアリ・ダグラス 思潮社版 ○

人権全般 16 86 人権について ジョン・ロールズ他 みすず書房 ○

人権全般 16 87 ｢少年A」この子を生んで…悔恨の手記 「少年A」の父母 文藝春秋 ○

人権全般 16 88 表現の自由と「差別用語」 部落問題研究所編 ○

人権全般 16 89 差別の心的世界 山下 恒男 現代書館 ○

人権全般 16 90 人権のステージ 奥田　均 解放出版社 ○

人権全般 16 91 ブックレット・人権の海へ人権の未来へ 若一　光司 ブレーンセンター ○

人権全般 16 92 アートは君のハディのなかに 川原　一之 （財）たんぽぽの家 ○

人権全般 16 93 人権文化の創造 堀井　降水 （株）明石書店 ○

人権全般 16 94 おとなになれなかった弟たちに・・・ 米倉　斉加年 （株）偕成社 ○

人権全般 16 95 じぶんの花を 相田　みつを 文化出版局 ○

人権全般 16 96 にんげんだもの 相田　みつを 文化出版局 ○

人権全般 16 97 雨の日には・・・ 相田　みつを 文化出版局 ○

人権全般 16 98 しあわせはいつも 相田　みつを 文化出版局 ○

人権全般 16 99 一生感動一生青春 相田　みつを 文化出版社 ○

人権全般 16 100 新聞で学ぶ人権読本 繁内　友一 解放出版社 ○

人権全般 16 101 おかげさん 相田　みつを ダイアモンド社 ○

人権全般 16 102 プロジェクトX（リーダーたちの言葉）・2冊　 今井　彰 文藝春秋 ○

人権全般 16 103 光は風のなかに（ヒューマンシンフォニー詩集） 桑原　律 丹桂社 ○

人権全般 16 104 指揮官たちの特攻 城山　三郎 新潮社 ○
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人権全般 16 105 シンポジウム　差別と表現を考える 差別と表現を考える編集委員会編 解放出版社 ○

人権全般 16 106 心に残るとっておきの話　第一集 潮文社編集部編 潮文社 ○

人権全般 16 107 心に残るとっておきの話　第二集 潮文社編集部編 潮文社 ○

人権全般 16 108 心に残るとっておきの話　第三集 潮文社編集部編 潮文社 ○

人権全般 16 109 心に残るとっておきの話　第四集 潮文社編集部編 潮文社 ○

人権全般 16 110 心に残るとっておきの話　第五集 潮文社編集部編 潮文社 ○

人権全般 16 111 心に残るとっておきの話　第六集 潮文社編集部編 潮文社 ○

人権全般 16 112 心に残るとっておきの話　第七集 潮文社編集部編 潮文社 ○

人権全般 16 113 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・中田智恵海編著 解放出版社 ○

人権全般 16 114 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・藤井輝明編著 解放出版社 ○

人権全般 16 115 メッセージ・ソング　「イマジン」から「君が代」まで 藤田　正 解放出版社 ○

人権全般 16 116 「日本の差法」 ビートたけし×ホーキング青山 新風舎 ○

人権全般 16 117 ところで、人権です 日本弁護士連合会編 岩波ブックレット ○

人権全般 16 118 はじめてのアムネスティ 明石書店 ○

人権全般 16 119 情報化社会と人権 山下栄一 明石書店 ○

人権全般 16 120 生涯学習と人権 上杉孝実 明石書店 ○

人権全般 16 121 心を病む人を支えるコツ 田原明夫 解放出版社 ○

人権全般 16 121 心を病む人を支えるコツ 田原明夫 解放出版社 ○

人権全般 16 122 コンチャック先生のいのちの言葉 明石書店 ○

人権全般 16 123 マスコミ解剖 溝上瑛 解放出版社 ○

人権全般 16 124 地域社会の国際化とアジアの人権 解放出版社 ○

人権全般 16 126 ヒューマンライツは複数形　「ジャーナリストの直眼斜視」 稲積謙次郎 西日本新聞社 ○

人権全般 16 127 創造する対話力 川村　千鶴子 税務経理協会 ○

人権全般 16 128 みちこ、笑ってごらん　いのち壊れて輝いて かとうみちこ モラロジー研究所 ○

人権全般 16 129 心は羽がはえているから 山元加津子 北水 ○

人権全般 16 130 涙が出るほどいい話　第１集 「小さな親切」運動本部編 河出書房新社 ○

人権全般 16 131 涙が出るほどいい話　第２集 「小さな親切」運動本部編 河出書房新社 ○

人権全般 16 132 涙が出るほどいい話　第３集 「小さな親切」運動本部編 河出書房新社 ○
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分野 分類 番号 書　　　　　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　社 取得年月 取得区分 在庫確認 禁帯出区分

人権全般 16 133 涙が出るほどいい話　第４集 「小さな親切」運動本部編 河出書房新社 ○

人権全般 16 134 涙が出るほどいい話　第５集 「小さな親切」運動本部編 河出書房新社 ○

人権全般 16 135 涙が出るほどいい話　第６集 「小さな親切」運動本部編 河出書房新社 ○

人権全般 16 136 涙が出るほどいい話　第七集 河出書房新社 ○

人権全般 16 137 涙が出るほどいい話　第八集 河出書房新社 ○

人権全般 16 138 想っている－しっぽみたいにⅡ－ 山元加津子 青心社 ○

人権全般 16 139 企業の社会的責任 財団法人日本規格協会 ○

人権全般 16 140 実例・差別表現 堀田貢得 大村書店 ○

人権全般 16 141 公民館で学ぶ　Ⅱ 長澤成次 国土社 ○

人権全般 16 142 多文化・多民族共生のまちづくり 長澤成次 エイデル研究所 ○

人権全般 16 143 多文化社会への道 駒井　洋 明石書店 ○

人権全般 16 144 だまされることの責任　佐高信×魚住昭 魚住昭・佐高信 高文研 ○

人権全般 16 145 半島 松浦寿輝 文藝春秋 ○

人権全般 16 146 １リットルの涙 ○

人権全般 16 147 天国で君に逢えたら 飯島夏樹 新潮社 ○

人権全般 16 148 知っていますか？どもりと向き合う　一問一答 伊藤伸二　 解放出版社 ○

人権全般 16 149 人権と私たちの暮らし 松本峰雄 明石書店 ○

人権全般 16 151 ホルモン奉行 角岡伸彦 解放出版社 ○

人権全般 16 152 日本人の起源 中橋孝博 講談社 ○

人権全般 16 153 見えないものと見えるもの 石川　准 医学書院 ○

人権全般 16 154 湾岸戦争に学ぶ経営戦略　山・動く W・G・パゴニス 同文書院 ○

人権全般 16 155 別れのルール 家田荘子 大和出版 ○

人権全般 16 156 恋に自信のないあなたへ 家田荘子 海竜社 ○

人権全般 16 157 存在の深き眠り ジェームス三木 NHKライブラリー ○

人権全般 16 158 世界人権宣言　-三十五周年にあたって- 法務局人権擁護員 ○

人権全般 16 158 世界人権宣言　-三十五周年にあたって- 法務局人権擁護員 ○

人権全般 16 159 イソップものがたり 金の星社 ○

人権全般 16 160 地の底にいななく 富永敏治 解放出版社 ○
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分野 分類 番号 書　　　　　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　社 取得年月 取得区分 在庫確認 禁帯出区分

人権全般 16 161 一行詩の絵手紙　しあわせ探し 滝下むつ子　滝下白峰 日貿出版社 ○

人権全般 16 161 一行詩の絵手紙　しあわせ探し 滝下むつ子　滝下白峰 日貿出版社 ○

人権全般 16 162 一行詩の絵手紙　こころの風景 滝下むつ子　滝下白峰 日貿出版社 ○

人権全般 16 163 運命の足音 五木寛之 幻冬舎 ○

人権全般 16 164 差別用語の基礎知識’９９ 高木正幸 土曜美術社出版販売 ○

人権全般 16 165 峠の群像[上] 堺屋太一 日本放送出版協会 ○

人権全般 16 166 巨人の帽子　ジェームス三木戯曲集 未来社 ○

人権全般 16 167 民衆を彫る 金城実 解放出版社 ○

人権全般 16 168 映画をマクラに 上野瞭 解放出版社 ○

人権全般 16 169 保存版　現代用語２０世紀辞典 自由国民社 ○

人権全般 16 170 だからあなたも生きぬいて 大平光代 講談社 ○

人権全般 16 171 演劇ストーリー入選作品集⑤　舞台(ステージ) 人権啓発文庫 ○

人権全般 16 172 演劇ストーリー入選作品集②　一緒に過ごした三週間 人権啓発文庫 ○

人権全般 16 173 河童のくしゃみ ○

人権全般 16 174 明日の記憶 ○

人権全般 16 175 僕が日本を選んだ理由 ○

人権全般 16 176 世界青春放浪記 ○

人権全般 16 177 幸福な食卓 ○

人権全般 16 178 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 ○

人権全般 16 178 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 ○

人権全般 16 179 人ある限り人権を。　－いま人権は・・・世界の差別、日本の差別－ (社)部落刑法研究所　編集 解放出版社 ○

人権全般 16 180 地球市民入門　－人間の尊厳のために－ 部落解放研究所　編 解放出版社 ○

人権全般 16 180 地球市民入門　－人間の尊厳のために－ 部落解放研究所　編 解放出版社 ○

人権全般 16 181 モハメド・アリー　－ブラック・アメリカン・ファイター－ ジャック・ルメル 解放出版社 ○

人権全般 16 182 使ったら危険「つくる会」歴史・公民教科書　－子どもを戦争にみちびく教科書は要らない－ 上杉　聰・大森明子・高嶋伸欣・西野瑠美子 明石書店 ○

人権全般 16 183 放送禁止歌 森　達也 解放出版社 ○

人権全般 16 184 イスラーム ジャマール・Ｊ・エリアス 春秋社 ○

人権全般 16 185 なんくるないさぁ。 吉野やよい 主婦と生活社 ○
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分野 分類 番号 書　　　　　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　社 取得年月 取得区分 在庫確認 禁帯出区分

人権全般 16 187 四日間の奇跡 浅倉卓弥 宝島社文庫 ○

人権全般 16 188 ハダシのカッちゃん 室積　光 小学館 ○

人権全般 16 189 731 青木冨貴子 新潮社 ○

人権全般 16 190 いのちのハードル 木藤潮香 エフエー出版 ○

人権全般 16 192 差別用語の基礎知識　９２ ○

人権全般 16 193 新編　差別用語の基礎知識 ○

人権全般 16 194 人権の世紀のために ○

人権全般 16 195 変わりゆく社会と人権 武蔵大学社会学部編 御茶の水書房 ○

人権全般 16 196 自立を支援する社会生活力　プログラム・マニュアル 奥野英子　ほか 中央法規出版 ○

人権全般 16 197 ほんのすこしの勇気から　難民のオレアちゃんがおしえてくれたこと 日本国連HCR協会ボランティア・絵本プロジェクトチーム 求龍堂 ○

人権全般 16 198 ヒューマンライツ　－たのしい活動事例集－ 中川喜代子監修 明石書店 ○

人権全般 16 198 ヒューマンライツ　－たのしい活動事例集－ 中川喜代子監修 明石書店 ○

人権全般 16 199 グローバル人権論 中川喜代子 明石書店 ○

人権全般 16 200 人権ってなに？Ｑ＆Ａ 阿久澤　麻理子、金子　匪良 解放出版社 ○

人権全般 16 201 ユニバーサルデザインの教科書 日経デザイン編 日経ＢＰ社 ○

人権全般 16 202 Ｑ＆Ａこんな時どうする？個人情報保護 岡村　久道、鈴木　正朝 日本経済新聞社 ○

人権全般 16 203 パワーハラスメントなんでも相談 金子　雅臣 日本評論社 ○

人権全般 16 203-1 パワー・ハラスメントなんでも相談 金子　雅臣 日本評論社 ○

人権全般 16 204 上司殿！それは、パワハラです 岡田　康子 日本経済新聞社 ○

人権全般 16 205 涙そうそう 吉田　紀子 幻冬社コミックス ○

人権全般 16 206 モラル・ハラスメント―人を傷つけずにはいられない マリー＝フランス・イルゴイエンヌ 紀伊國屋書店 ○

人権全般 16 207 それでも話し始めようーアサーティブネスに学ぶ対等なコミュニケーション アン・ディクソン クレイン ○

人権全般 16 208 もっとことばに出そう！自分の気持ち　「率直に話す」55のヒント 森田　汐生 すばる舎 ○

人権全般 16 209 ステレオタイプの社会心理学　偏見の解消に向けて 上瀬　由美子 サイエンス社 ○

人権全般 16 210 水俣病の５０年　今それぞれに思うこと 水俣病公式確認五十年誌編集委員会 海鳥社 ○

人権全般 16 211 ソーシャルインクルージョンと社会起業の役割―地域福祉計画推進のために 炭谷　茂、細内　信孝、大山　博 ぎょうせい ○

人権全般 16 212 自己カウンセリングとアサーションのすすめ 平木　典子 金子書房 ○

人権全般 16 213 「人権」報道　書かれる立場、書く立場 読売新聞社 中央公論新社 ○
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分野 分類 番号 書　　　　　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　社 取得年月 取得区分 在庫確認 禁帯出区分

人権全般 16 214 マンガホーキング入門　天才物理学者の人生とその宇宙論 Ｊ．Ｐ．マッケボイ 講談社 ○

人権全般 16 215 死んではいけない　経営者の自殺防止最前線 佐藤　久男 ゆいぽおと ○

人権全般 16 216 マンガ『心の授業』ファースト 自分ってなんだろう 三森創 北大路書房 ○

人権全般 16 217 マンガ『心の授業』　セカンド ホントの自分をとりもどせ 三森創 北大路書房 ○

人権全般 16 218 マンガ『心の授業』　サード 自分づくりをはじめよう 三森創 北大路書房 ○

人権全般 16 219 あなたに逢えてよかった　いのちの詩 福田素子 あおば出版 ○

人権全般 16 220 心の宝箱にしまう１５のファンタジー ジョージ・エイキン 竹書房 ○

人権全般 16 221 みんなのためのルールブック　あたりまえだけど、とても大切なこと ロン・クラーク 草思社 ○

人権全般 16 222 ボランティア　参加する福祉 大阪ボランティア協会 ミネルヴァ書房 ○

人権全般 16 223 現代社会とボランティア 野尻武敏　ほか ミネルヴァ書房 ○

人権全般 16 224 よくわかるＮＰＯ・ボランティア 川口清史、田尾雅夫、新川達郎 ミネルヴァ書房 ○

人権全般 16 225 新しいボランティアひろがるネットワーク シニアプラン開発機構 ミネルヴァ書房 ○

人権全般 16 226 ボランティアまるごとガイド 安藤雄太 ミネルヴァ書房 ○

人権全般 16 227 あんな空がかきたいなあ～三浦史朗詩画集２ 三浦史朗・三浦みを かもがわ出版 ○

人権全般 16 228 放送禁止歌 森達也 解放出版社 ○

人権全般 16 229 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 解放出版社 ○

人権全般 16 230 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 ○

人権全般 16 231 知っていますか？沖縄　一問一答　第２版 金城実 解放出版社 ○

人権全般 16 232 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 解放出版社 ○

人権全般 16 233 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 ○

人権全般 16 234 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、中田知恵海 解放出版社 ○

人権全般 16 235 地域に根ざす人権条例　人をつなげるまちづくり 部落解放・人権研究所 解放出版社 ○

人権全般 16 236 まちづくりとコミュニティワーク 内田　雄造 解放出版社 ○

人権全般 16 237 ぼくの村は戦場だった。 山本　美香 マガジンハウス ○

人権全般 16 238 こころのちから―自分のちからに目覚めようとしているあなたへ 岩井 美代子 ワニブックス ○

人権全般 16 239 “ユニバーサル”を創る!―ソーシャル・インクルージョンへ 井上　滋樹 岩波書店 ○

人権全般 16 240 日本の企業と同和問題 古山知己 明石書店 ○

人権全般 16 241 天皇陛下万歳とお笑い漫才 華房良輔 解放出版社 ○
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人権全般 16 242 人権読本　　じんけんの詩　Ⅲ 今野敏彦 明石書店 ○

人権全般 16 243 人権でめぐる博物館ガイド 解放出版社 解放出版社 ○

人権全般 16 244 不良少年の夢 義家　弘介 光文社 ○

人権全般 16 245 ヤンキー母校に生きる 義家　弘介 文藝春秋 ○

人権全般 16 246 上司と部下の深いみぞ　パワーハラスメント完全理解 岡田　康子 紀伊國屋書店 ○

人権全般 16 247 いろいろな人の人権を考える 石井　小夜子 ポプラ社 ○

人権全般 16 248 恵子は必ず生きています 有本嘉代子 神戸新聞総合出版センター ○

人権全般 16 249 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 ○

人権全般 16 250 知っていますか？　パワー・ハラスメント　職場のいじめ 金子雅臣 解放出版社 ○

人権全般 16 251 フリーターの法律相談室 井上幸夫　笹山尚人 平凡社新書 ○

人権全般 16 252 家庭内で起こる暴力とファミリーサポート 山内裕美 中央法規 ○

人権全般 16 253 被差別の食卓 上原義広 新潮新書 ○

人権全般 16 254 暴力家族で育ったあなたへ　　自助グループできづく回復力 日本トラウマ・サバイバーズ・ユニオン 解放出版社 ○

人権全般 16 255 たった一度の人生だから 日野原重明　星野富弘 フォレストブックス ○

人権全般 16 256 心がぽかぽかするニュース 日本新聞協会編 文藝春秋 ○

人権全般 16 257 求められる人権救済法制の論点 内田博文 解放出版社 ○

人権全般 16 258 「ちびくろサンボ」絶版を考える 径書房 径書房 ○

人権全般 16 259 ニッポン企業人権宣言 ダイヤモンド社 ○

人権全般 16 260 企業脅威集団 高木　正幸 土曜美術社出版販売 ○

人権全般 16 261 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 ○

人権全般 16 262 人ある限り人権を 解放出版社 ○

人権全般 16 263 花より団子 田村　正男 解放出版社 ○

人権全般 16 264 人権条例とまちづくり 部落解放研究所 解放出版社 ○

人権全般 16 265 当事者からみた日本の人権白書 解放出版社 ○

人権全般 16 266 人の値うち　　江口いと人権の詩 江口いと 明石書店 ○

人権全般 16 267 わたしと人権 人権文化を育てる会 ぎょうせい ○

人権全般 16 268 「世界人権宣言」のめざすもの 萩原重夫 明石書店 ○

人権全般 16 269 人権侵犯事件例集 法務省人権擁護局内人権実務研究会 人権擁護協力会 ○
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人権全般 16 270 めぐみ、お母さんがきっと助けてあげる 横田早紀江 草思社 ○

人権全般 16 271 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 解放出版社 ○

人権全般 16 272 新版　戸籍と人権 二宮周平 解放出版社 ○

人権全般 16 273 必携　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 部落解放・人権研究所 ○

人権全般 16 274 ゴミに暮らす人々　～開発・環境・人権を考えるヒント集～ アジア・太平洋人権情報センター 解放出版社 ○

人権全般 16 275 子どもにやさしいまちづくり 喜多　明人 日本評論社 ○

人権全般 16 276 偏見と差別の解剖 エリザベス・ヤング 明石書店 ○

人権全般 16 277 ホームレス中学生 田村　裕 ワニブックス ○

人権全般 16 278 ワーキングプア　日本を蝕む病 NHKスペシャル取材班 ポプラ社 ○

人権全般 16 279 スポーツニュースは恐い 森田浩之 NHK生活人新書 ○

人権全般 16 280 環境福祉学の理論と実践 炭谷　茂 環境新聞社 ○

人権全般 16 281 社会福祉の原理と課題 炭谷　茂 社会保険研究所 ○

人権全般 16 282 ちびくろサンボよすこやかによみがえれ 灘本　昌久 径書房 ○

人権全般 16 283 「偏見・差別・人権」を問い直す　京都大学講義  竹本修三 京都大学学術出版会 ○

人権全般 16 284 新版　こころ病む人を支えるコツ 田原　明夫 解放出版社 ○

人権全般 16 285 人権保障の新たな展望 アジア・太平洋人権情報センター 解放出版社 ○

人権全般 16 286 人権っ何？Q＆A 阿久澤　麻里子 解放出版社 ○

人権全般 16 287 オトナのメディア・リテラシー 渡辺　真由子 リベルタ出版 ○

人権全般 16 288 凄絶な生還、うつ病になってよかった 竹脇　無我 マキノ出版 ○

人権全般 16 289 国際社会のルール４　地球環境はみんなで守る 北山　雅昭 旬報社 ○

人権全般 16 290 職場のいじめとパワハラ防止のヒント 涌井　美和子 産労総合研究所経営書院 ○

人権全般 16 291 なげださない 鎌田　實 集英社 ○

人権全般 16 292 がんばらない 鎌田　實 集英社 ○

人権全般 16 293 温暖化の世界地図 カーチンダウトーマス・ダウニング 丸善 ○

人権全般 16 294 世界の人権2007　アムネスティ・レポート　 アムネスティ・レポート編集部 現代人文社 ○

人権全般 16 295 医者、用水路を拓く　 中村　哲 石風社 ○

人権全般 16 296 もうガマンできない！広がる貧困 宇都宮　健児他 明石書店 ○

人権全般 16 297 レイシズムの変貌 ミシェル・ヴィヴィオルカ 明石書店 ○
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分野 分類 番号 書　　　　　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　社 取得年月 取得区分 在庫確認 禁帯出区分

人権全般 16 298 差別と向きあうマンガたち 吉村　和真他 臨川書店 ○

人権全般 16 299 人権 樋口　陽一 三省堂 ○

人権全般 16 300 情報化社会と人権 山下　栄一、井上　洋一 明石書店 ○

人権全般 16 301 ビッグイシュー突破する人びと 稗田　和博 大月書店 ○

人権全般 16 302 ゆりちかへ テレニン　晃子 書肆侃侃房 ○

人権全般 16 303 ついこの間あった昔 林　望 弘文堂 ○

人権全般 16 304 １歳から１００歳の夢 日本ドリームプロジェクト いろは出版 ○

人権全般 16 305 中学生の夢 日本ドリームプロジェクト いろは出版 ○

人権全般 16 306 高校生の夢 日本ドリームプロジェクト いろは出版 ○

人権全般 16 307 先生の夢 日本ドリームプロジェクト いろは出版 ○

人権全般 16 308 めぐみ手帳　娘を取り戻すための記録 横田　滋 光文社 ○

人権全般 16 309 （新訂増補）青少年のための自殺防止マニュアル 新井肇、菊池まり他 金剛出版 ○

人権全般 16 310 アルコール依存社会 中本新一 朱鷺書房 ○

人権全般 16 311 １０歳からの生きる力をさがす旅～いのちって何だろう 波平　恵美子 出窓社 ○

人権全般 16 312 １０歳からの生きる力をさがす旅２　君は一人ぼっちじゃないよ 波平　恵美子 出窓社 ○

人権全般 16 313 こころの病気を知る事典 大塚　俊男 弘文堂 ○

人権全般 16 314 おはなしのくすり箱 コルネリア・ニッチェ PHP研究所 ○

人権全般 16 315 子どもがじっと耳を傾ける魔法のおはなし 向山　洋一 PHP研究所 ○

人権全般 16 316 読み聞かせワクワクブック 代田　知子 一声社 ○

人権全般 16 318 男はつらいらしい 奥田　祥子 新潮社 ○

人権全般 16 319 児童書と子育てのおいしい関係 林田　鈴枝 解放出版社 ○

人権全般 16 320 こんな上司が部下を追いつめる－産業医のファイルから 荒井　千暁 文藝春秋 ○

人権全般 16 321 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・中田智恵海編著 解放出版社 ○

人権全般 16 322 心の危機管理ハンドブック　（改訂版） マインメンタルヘルス研究所 ぎょうせい ○

人権全般 16 323 職場のメンタルヘルス・セルフチェック 山本　晴義 ぎょうせい ○

人権全般 16 324 生活保護自立支援プログラムの構築 岡部　卓　他 ぎょうせい ○

人権全般 16 325 家族'08 北朝鮮による拉致被害者家族連絡会 光文社文庫 ○

人権全般 16 326 生き方は星空が教えてくれる 木内　鶴彦 サンマーク出版 ○
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分野 分類 番号 書　　　　　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　社 取得年月 取得区分 在庫確認 禁帯出区分

人権全般 16 327 刑務所通いはやめられねぇ 桂　才賀 亜紀書房 ○

人権全般 16 328 「冤罪」を追え（志布志事件との１０００日） 朝日新聞鹿児島総局 朝日新聞出版 ○

人権全般 16 329 死をおそれないで生きる 細井順 いのちのことば社 ○

人権全般 16 330 アキハバラ発 大澤真幸 岩波書店 ○

人権全般 16 331 死に方上手　（岩波ブックレット） 鎌田實他 岩波書店 ○

人権全般 16 332 鉄の時代 Ｊ．Ｍ．クッツェー 河出書房新社 ○

人権全般 16 333 涙が出るほどいい話　第１集　　（河出文庫） 小さな親切本部 河出書房新社 ○

人権全般 16 334 涙が出るほどいい話　第２集　　（河出文庫） 小さな親切本部 河出書房新社 ○

人権全般 16 335 涙が出るほどいい話　第３集　　（河出文庫） 小さな親切本部 河出書房新社 ○

人権全般 16 336 涙が出るほどいい話　第４集　　（河出文庫） 小さな親切本部 河出書房新社 ○

人権全般 16 337 戦争はおんなの顔をしていない スヴェトラーナ・アレクシェーヴィチ 群像社 ○

人権全般 16 338 不機嫌な職場　　　　（講談社新書） 講談社 ○

人権全般 16 339 自殺で家族を亡くして 全国自死遺族支援センター 三省堂 ○

人権全般 16 340 家族のなかの強者と弱者 海原純子 集英社 ○

人権全般 16 341 よく生き　よく笑い　よき死と出会う アルフォンス・デーケン 新潮社 ○

人権全般 16 342 世界を変える人たち　（社会起業家たちの勇気とアイデア） デビッド・ボーンステイン ダイヤモンド社 ○

人権全般 16 343 良い死 立岩真也 筑摩書房 ○

人権全般 16 344 ホロコースト 芝　健介 中公新書 ○

人権全般 16 345 アウシュビッツの沈黙 花元潔他 東海大学出版会 ○

人権全般 16 346 そこが知りたい！パワハラ対策の極意 福岡ジェンダー研究所 西日本新聞社出版部 ○

人権全般 16 347 あなたの人生を愛するノート アルフォンス・デーケン フィルム・アート社 ○

人権全般 16 348 家に帰らない男たち 松井計 扶桑社新書 ○

人権全般 16 349 清々しく、やさしく、丁寧に、力強く生きる 長瀬泰信 文芸社 ○

人権全般 16 350 貧困の現場 東海林智 毎日新聞社 ○

人権全般 16 351 不祥事が起こってしまった！ 宇於崎裕美 経営書院 ○

人権全般 16 355 世界がもし１００人の村だったら　総集編 池田香代子 マガジンハウス文庫 ○

人権全般 16 356 犬と私の１０の約束 角川メディアハウス ○

人権全般 16 357 きつねと私の１２カ月 エクスナレッジ ○
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人権全般 16 358 小径の向こうの家　母ターシャ・テューダーの生き方 ベサニー・テューダー メディアファクトリー ○

人権全般 16 359 静かな時間 高橋　真澄 ピエ・ブックス ○

人権全般 16 360 人権ポケットエッセイ 財団法人大阪府人権協会編 解放出版社 ○

人権全般 16 361 CSR（企業の社会的責任）と人権 竹村毅 解放出版社 ○

人権全般 16 362 世界の人権宣言の実現にむけて　～日本の人権課題から 部落解放・人権研究所 解放出版社 ○

人権全般 16 363 暮らしのなかの人権 鳥取県人権文化センター 解放出版社 ○

人権全般 16 364 人権反射鏡　～裏から見える風景 田村正男 解放出版社 ○

人権全般 16 365 非暴力を学ぼう 中川喜代子 解放出版社 ○

人権全般 16 366 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 解放出版社 ○

人権全般 16 367 入門・医療倫理（１） 稲葉　一人 勁草書房 ○

人権全般 16 368 入門・医療倫理（２） 稲葉　一人 勁草書房 ○

人権全般 16 369 介護・看護職のための虐待防止チェックリスト 有馬　良建 医歯薬出版 ○

人権全般 16 370 介護・看護職のための言葉づかいチェックリスト 有馬　良建 医歯薬出版 ○

人権全般 16 371 看護と人権　～職業倫理の再考 ジャン　マクヘイル エルゼビア・ジャパン株式会社 ○

人権全般 16 372 あなたが患者を傷つけるとき　～ヘルスケアにおける権力、抑圧、暴力 堀内　成子他 エルゼビア・ジャパン株式会社 ○

人権全般 16 373 境界を超える看護　～倫理学へのアプローチ ヴェレナ　チューディン エルゼビア・ジャパン株式会社 ○

人権全般 16 374 看護と法　～人権・看護実践・現代医療 大森　武子他 医歯薬出版 ○

人権全般 16 375 医療倫理学の方法　～原則・手順・ナラティヴ 宮坂　道夫 医学書院 ○

人権全般 16 376 医療の倫理ジレンマ解決への手引き　～患者の心を理解するために バーナード・ロウ 西村書店 ○

人権全般 16 377 具体的なジレンマからみた看護倫理の基本 坪倉　繁美 医学芸術社 ○

人権全般 16 378 医療倫理（１冊でわかる） トニー・ホープ 岩波書店 ○

人権全般 16 379 看護実践の倫理　～倫理的意思決定のためのガイド サラ・T・フライ 日本看護協会出版会 ○

人権全般 16 380 ケアの質を高める看護倫理　～ジレンマを解決するために 岡崎　寿美子 医歯薬出版 ○

人権全般 16 381 ケアの向こう側　～看護職が直面する道徳的・倫理的矛盾 ダニエル　F・チャンブリス 日本看護協会出版会 ○

人権全般 16 382 感情と看護　～人とのかかわりを職業とする意味 武井　麻子 医学書院 ○

人権全般 16 383 ひと相手の仕事はなぜ疲れるのか　～感情労働の時代 武井　麻子 大和書房 ○

人権全般 16 384 臨床で直面する倫理的諸問題　～キーワードと事例から学ぶ対処法 INR日本版編集委員会 日本看護協会出版会 ○

人権全般 16 385 泣ける２ちゃんねる（１） 泣ける２ちゃんねる管理人 コアマガジン ○
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人権全般 16 386 泣ける２ちゃんねる（２） 佐々木　大柊 コアマガジン ○

人権全般 16 387 泣ける２ちゃんねる（３） 佐々木　大柊 コアマガジン ○

人権全般 16 388 活き活きとした職場をつくるメンタルヘルス・マネジメント 高橋　修 産業能率大学出版部 ○

人権全般 16 389 働く女性のメンタルヘルスがとことんわかる本 鈴木　安名 あけび書房 ○

人権全般 16 390 仕事で燃え尽きないために　～対人援助職のメンタルヘルス 水澤　都加佐 大月書店 ○

人権全般 16 391 支援者が成長するための５０の法則　～あなたの心と力を築く物語 川村　隆彦 中央法規出版 ○

人権全般 16 392 ビジネスマンの心の病気がわかる本 山本　晴義 講談社 ○

人権全般 16 393 あなたは変われる　～言葉や態度に傷つけられた心を救う本 グレゴリー・L・ジャンツ 毎日新聞社 ○

人権全般 16 394 改訂版　実例・差別表現 堀田　貢得 ソフトバンククリエイティブ ○

人権全般 16 395 僧医として生きる 対本　宗訓 春秋社 ○

人権全般 16 396 君を幸せにする会社 天野　敦之 日本実業出版社 ○

人権全般 16 397 愛が企業を繁栄させる 福島　敦子 リックテレコム社 ○

人権全般 16 398 社会的排除 岩田　正美 有斐閣 ○

人権全般 16 399 ヤンキー文化論序説 五十嵐　太郎 河出書房新社 ○

人権全般 16 400 自分をすりへらさないための人間関係メンテナンス術 深澤　真紀 光文社 ○

人権全般 16 401 お母さんという女 益田　ミリ 光文社 ○

人権全般 16 402 いのちをいただく 内田美智子 西日本新聞社 ○

人権全般 16 403 強いられる死　～自殺者３万人超の実相 斉藤貴男 角川学芸出版 ○

人権全般 16 404 てんしさん 徳永　進 関西看護出版 ○

人権全般 16 405 患者応対マナーBOOK　　　　　　　　　　　　　　　　　　～言葉と態度は“処方”である 深堀幸次 医学通信社 ○

人権全般 16 406 ベッドサイドの看護倫理事例３０ 杉谷藤子 日本看護協会 ○

人権全般 16 407 ストップ！病医院の暴言暴力ハンドブック　～医療機関における安全で安心な医療体制づくり 相澤好治ほか （株）メジカルビュー ○

人権全般 16 408 日本でいちばん大切にしたい会社 坂本光司 あさ出版 ○

人権全般 16 408-2 日本でいちばん大切にしたい会社２ 坂本光司 あさ出版 Ｈ２３．３月 購入 ○

人権全般 16 408-3 日本でいちばん大切にしたい会社３ 坂本　光司 あさ出版 H26年3月 購入 ○

人権全般 16 408-4 日本でいちばん大切にしたい会社４ 坂本　光司 あさ出版 H26年3月 購入 ○

人権全般 16 408-5 日本でいちばん大切にしたい会社５ 坂本　光司 あさ出版 H28年2月 購入 ○

人権全般 16 409 無差別殺人の精神分析　　（新潮選書） 片田珠美 新潮社 ○

ライブラリー図書　104 / 124 ページ



ライブラリー図書　105 / 124 ページ

分野 分類 番号 書　　　　　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　社 取得年月 取得区分 在庫確認 禁帯出区分

人権全般 16 410 車椅子のパティシエ ニッポン放送 扶桑社 ○

人権全般 16 411 ８０点コロッケ ニッポン放送 扶桑社 ○

人権全般 16 412 母ちゃんダンプ ニッポン放送 扶桑社 ○

人権全般 16 413 アサーショントレーニング～さわやかな自己実現のために 平木典子 日本精神技術研究所 ○

人権全般 16 414 図解「自分の気持ちをきちんと伝える」技術 平木典子 PHP研究所 ○

人権全般 16 415 アサーショントレーニング～自分も相手も大切にする自己表現 平木典子 至文堂 ○

人権全般 16 416 差別感情の哲学 中島　義道 講談社 ○

人権全般 16 417 ダーウィンが信じた道 エイドリアン・デズモンド ＮＨＫ出版 ○

人権全般 16 418 普遍性と多様性～「生命倫理と人権に関する世界宣言」をめぐる対話 奥田純一郎編著 販売：ぎょうせい　出版：上智大学出版 ○

人権全般 16 419 ひだまり　　 宮崎日日新聞社 ○

人権全般 16 420 知っていますか？地球を救う暮らし方　一問一答 辛　淑玉ほか 解放出版社 ○

人権全般 16 421 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 ○

人権全般 16 422 半島へ、ふたたび 蓮池　薫 新潮社 ○

人権全般 16 424 日本の男性の人権 山本弘之 星雲社 ○

人権全般 16 425 わたしと人権　Part２ 人権文化を育てる会 ぎょうせい ○

人権全般 16 426 テキストブック　現代の人権　（第４版） 川人　博 日本評論社 ○

人権全般 16 427 絞首刑 青木　理 講談社 ○

人権全般 16 428 いのちの格差社会 患者の権利オンブズマン編 明石書店 ○

人権全般 16 429 冤罪 菅家利和 朝日新聞出版 ○

人権全般 16 430 神様のカルテ 夏川草介 小学館 ○

人権全般 16 431 野の花ホスピスだより 徳永進 新潮社 ○

人権全般 16 432 今日を生きる 大平光代 中央公論新社 ○

人権全般 16 433 死刑のある国ニッポン 森達也・藤井誠二 金曜日 ○

人権全般 16 434 私の幸福論～「しあわせ」を感じる生き方 日野原重明 大和書房 ○

人権全般 16 435 死刑 讀賣新聞社会部 中央公論新社 ○

人権全般 16 436 病み本　１０代編 アフターダーク委員会 ポプラ社 ○

人権全般 16 437 非定型うつ病のことがよくわかる本 貝谷久宣 講談社 ○

人権全般 16 438 介護うつ　お姉ちゃんなんで死んじゃったの？ 清水良子 ブックマン社 ○
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分野 分類 番号 書　　　　　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　社 取得年月 取得区分 在庫確認 禁帯出区分

人権全般 16 439 人を助けるとはどういうことか エドガー・シャイン 英治出版 ○

人権全般 16 440 現代日本の転機 高原基彰 NHK出版 ○

人権全般 16 441 自分をいかして生きる 西村佳哲 バジリコ株式会社 ○

人権全般 16 442 入門・人種差別撤廃条約 村上正直 解放出版社 ○

人権全般 16 443 こじれない人間関係のレッスン　～７daysアサーティブネス 八巻香織 太郎次郎社 ○

人権全般 16 444 生きなおす、ことば　～書くことのちから、横浜寿町から 大沢敏郎 太郎次郎社 ○

人権全般 16 445 ツレはパパ１年生 細川貂々 朝日新聞出版 ○

人権全般 16 446 くらべない生き方　～人生で本当に大切にすべきこと 大平光代・鎌田實 中央公論新社 ○

人権全般 16 447 やりたいことがないヤツは社会起業家になれ 山本繁 メディアファクトリー Ｈ２２．５月 購入 ○

人権全般 16 448 ”想い”と”頭脳”で稼ぐ社会起業・実践ガイド　「２０円」で世界をつなぐ仕事 小暮真久 日本能率協会マネジメントセンター Ｈ２２．５月 購入 ○

人権全般 16 449 記者ハンドブック　第１１版 共同通信社 Ｈ２２．５月 購入 ○

人権全般 16 450 改訂新版　朝日新聞の用語の手引 朝日新聞社 Ｈ２２．５月 購入 ○

人権全般 16 451 ＮＨＫことばのハンドブック　第２版 ＮＨＫ放送文化研究所 Ｈ２２．５月 購入 ○

人権全般 16 452 生きる　～がんと向きあう７人のストーリー 井上玲奈他 幻冬舎 Ｈ２２．５月 購入 ○

人権全般 16 453 余命ゼロを生きる　～現役美容師、奇跡の物語 佐藤由美 ＷＡＶＥ出版 Ｈ２２．５月 購入 ○

人権全般 16 454 死ぬときに後悔すること２５　～1000人の死を見届けた終末期医療の専門家が書いた～ 大津秀一 致知出版社 Ｈ２２．５月 購入 ○

人権全般 16 455 対人援助とコミュニケーション　第２版 諏訪茂樹 中央法規出版 Ｈ２２．５月 購入 ○

人権全般 16 456 ぼくのなかの黒い犬 マシュージョンソン メディア総合研究所 Ｈ２２．５月 購入 ○

人権全般 16 457 わたしとあなたと、黒い犬 マシュージョンソン メディア総合研究所 Ｈ２２．５月 購入 ○

人権全般 16 458 わたしの病院、犬がくるの　（いのちのえほん） 大塚敦子 岩崎書店 Ｈ２２．５月 購入 ○

人権全般 16 459 さよなら、エルマおばさん 大塚敦子 小学館 Ｈ２２．５月 購入 ○

人権全般 16 460 最初で最後のラブレター 信濃毎日新聞社文化部 あさ出版 Ｈ２２．５月 購入 ○

人権全般 16 461 定年後のリアル 勢古浩爾 草思社 Ｈ２２．５月 購入 ○

人権全般 16 462 言葉で治療する 鎌田實 朝日新聞出版社 Ｈ２２．５月 購入 ○

人権全般 16 463 ホームレスと社会 『ホームレスと社会』編集委員会編 明石書店 Ｈ２２．５月 購入 ○

人権全般 16 464 差別の心的世界　【増補新装版】 山下恒男 現代書館 Ｈ２２．５月 購入 ○

人権全般 16 465 しあわせの温度　～続・人権考～ 産経新聞大阪本社 解放出版社 Ｈ２２．５月 購入 ○

人権全般 16 466 心に響く小さな５つの物語 藤尾秀昭 致知出版社 Ｈ２２．５月 購入 ○
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人権全般 16 467 幸せになるキーワード 鈴木秀子 致知出版社 Ｈ２２．５月 購入 ○

人権全般 16 468 地理空間情報の活用とプライバシー保護　～インターネット地図情報サービス等の実態、法制等 堀部政男　宇賀克己 地域科学研究会 Ｈ２２．５月 購入 ○

人権全般 16 469 ルポ　日本の縮図に住んでみる 日本経済新聞社 日本経済新聞社 Ｈ２３．３月 購入 ○

人権全般 16 470 日本一心揺るがす新聞の社説 水谷もりひと ごま書房 Ｈ２３．３月 購入 ○

人権全般 16 471 怒りのセルフコントロール マーシュ・マッケイ 明石書店 Ｈ２３．３月 購入 ○

人権全般 16 472 天使の声　～生きながら生まれ変わる 米良美一 大和書房 Ｈ２３．３月 購入 ○

人権全般 16 473 奇跡の医療・福祉の町　ベーテル　心の豊かさを求めて 橋本孝 西村書店 Ｈ２３．３月 購入 ○

人権全般 16 474 イヤな空気を一瞬で変える方法 笹氣健治 ＷＡＶＥ出版 Ｈ２３．３月 購入 ○

人権全般 16 475 ポテチを異常に食べる人たち 幕内秀夫 ＷＡＶＥ出版 Ｈ２３．３月 購入 ○

人権全般 16 476 生きようよ 細谷亮太 岩崎書店 Ｈ２３．３月 購入 ○

人権全般 16 477 明日を生きる　　人権ポケットエッセイ（２） 大阪府人権協会 解放出版社 Ｈ２３．３月 購入 ○

人権全般 16 478 内なる他者のフォークロア 赤坂憲雄 岩波書店 Ｈ２３．３月 購入 ○

人権全般 16 479 異形の日本人 上原善広 新潮社 Ｈ２３．３月 購入 ○

人権全般 16 480 トラウマの現実に向き合う 水島広子 岩崎学術出版社 Ｈ２３．３月 購入 ○

人権全般 16 481 がんと向き合って 上野創 朝日新聞出版 Ｈ２３．３月 購入 ○

人権全般 16 482 笑いと治癒力 ノーマン・カズンズ 岩波書店 Ｈ２３．３月 購入 ○

人権全般 16 484 ケガレの民俗誌　─差別の文化的要因 宮田登 筑摩書房 Ｈ２３．３月 購入 ○

人権全般 16 485 野うさぎの道草 森本雍子 鉱脈社 Ｈ２３．３月 寄贈 ○

人権全般 16 486 日本一　心を揺るがす新聞の社説　２ 水谷もりひと ごま書房 Ｈ２３．８月 購入 ○

人権全般 16 487 私家版　差別語辞典 上原義広 新潮選書 Ｈ２３．８月 購入 ○

人権全般 16 488 行為の意味 宮澤章二 Ｈ２３．８月 購入 ○

人権全般 16 489 挑発ある文学史　誤読され続ける部落／ハンセン病文学 秦重雄 かもがわ出版 Ｈ２４．３月 購入 ○

人権全般 16 490 めぐみ 横田滋 双葉社 Ｈ２４．３月 購入 ○

人権全般 16 491 めぐみ　－前編－ 横田滋 双葉社 Ｈ２４．３月 購入 ○

人権全般 16 492 めぐみ　－後編－ 横田滋 双葉社 Ｈ２４．３月 購入 ○

人権全般 16 493 奪還 蓮池薫 双葉社 Ｈ２４．３月 購入 ○

人権全般 16 494 母が拉致されたとき　僕はまだ１歳だった 飯塚耕一郎 双葉社 Ｈ２４．３月 購入 ○

人権全般 16 495 差別語　不快語 小林健治 にんげん出版 Ｈ２４．３月 購入 ○
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人権全般 16 496 人権を創造する 松浦義弘 岩波書店 Ｈ２４．３月 購入 ○

人権全般 16 497 心がぽかぽかするニュース 2010 日本新聞協会 文藝春秋 Ｈ２４．３月 購入 ○

人権全般 16 498 利他のすすめ 大山泰弘 ＷＡＶＥ出版 Ｈ２４．３月 購入 ○

人権全般 16 499 私たちの人権ノート 矢野洋 解放出版社 Ｈ２４．３月 購入 ○

人権全般 16 500 ＩＳＯ２６０００実践ガイド　社会的責任に関する手引 中央経済社 Ｈ２４．３月 購入 ○

人権全般 16 501 増補新版　金子みすゞ 河出書房新社 Ｈ２４．３月 購入 ○

人権全般 16 502 ギスギスした職場はなぜ変わらないのか 手塚利男 nanaブックス H24年5月 寄贈 ○

人権全般 16 503 ディズニーの教え方 福島文二郎 中経出版 H24年5月 寄贈 ○

人権全般 16 504 天国の本屋 松久淳･田中渉 かまくら春秋社 H24年5月 寄贈 ○

人権全般 16 505 うつしいろのゆめ　天国の本屋２ 松久淳･田中渉 木楽舎 H24年5月 寄贈 ○

人権全般 16 507 職場で他人を傷つける人たち 香山リカ ＫＫベストセラーズ H25年2月 購入 ○

人権全般 16 508 みんなで跳んだ 滝田よしひろ 角川つばさ文庫 H25年2月 購入 ○

人権全般 16 509 笑顔で生きる　「容貌障害」と闘った五十年 藤井輝明 講談社 H25年2月 購入 ○

人権全般 16 510 企業と人権　人権学習ことはじめ 鏡清澄 星雲社 H25年2月 購入 ○

人権全般 16 511 きみたちにおくるうた　むすめたちへの手紙 バラク・オバマ 大月書店 H25年2月 購入 ○

人権全般 16 512 地球のごはん　世界３０か国８０人の“いただきます！” ピーター・メンツエル、ほか ＴＯＴＯ出版 H25年2月 購入 ○

人権全般 16 513 ヘルプ　心がつなぐストーリー　上 キャスリン・ストケット 集英社 H25年2月 購入 ○

人権全般 16 514 ヘルプ　心がつなぐストーリー　下 キャスリン・ストケット 集英社 H25年2月 購入 ○

人権全般 16 515 ありがとう 本田美奈子 ポプラ社 H25年2月 購入 ○

人権全般 16 516 新・幸福論　青い鳥の去ったあと 五木寛之 ポプラ社 H25年2月 購入 ○

人権全般 16 517 困ってるひと 大野更紗 ポプラ文庫 H25年2月 購入 ○

人権全般 16 518 すとーりぁvol.2　ＳＴＩ（性感染症） 松永昌子 解放出版社 H25年2月 購入 ○

人権全般 16 519 すとーりぁvol.3　ＳＥＸ 松永昌子 解放出版社 H25年2月 購入 ○

人権全般 16 520 夢うばわれても　拉致と人生 蓮池薫 PHP研究所 H25年2月 購入 ○

人権全般 16 521 妹よ　－北朝鮮に拉致された八重子救出をめざして 飯塚繁雄 日本テレビ放送網 H25年2月 購入 ○

人権全般 16 522 拉致　左右の垣根を超えた闘いへ 蓮池透 かもがわ出版 H25年2月 購入 ○

人権全般 16 523 拉致２　左右の垣根を超える対話集 蓮池透 かもがわ出版 H25年2月 購入 ○

人権全般 16 524 拉致問題を考えなおす 蓮池透、ほか 青灯社 H25年2月 購入 ○
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人権全般 16 525 この空の下で生きていく　－世界でたった一人のあなたへ－ 広島県 H25年2月 寄贈 ○

人権全般 16 526 ここから 鎌田實 ベストセラーズ H25年2月 購入 ○

人権全般 16 527 よくばらない 鎌田實 ＰＨＰ研究所 H25年2月 購入 ○

人権全般 16 528 この道より道まわり道 鎌田實 潮出版社 H25年2月 購入 ○

人権全般 16 529 空気は読まない 鎌田實 集英社 H25年2月 購入 ○

人権全般 16 530 生きる力を磨く　６６の処方箋 鎌田實・吉川敏一 ＰＨＰ研究所 H25年2月 購入 ○

人権全般 16 531 「がんばらない」を生きる 鎌田實 中央公論新社 H25年2月 購入 ○

人権全般 16 532 人は一瞬で変われる 鎌田實 集英社 H25年2月 購入 ○

人権全般 16 533 へこたれない 鎌田實 ＰＨＰ研究所 H25年2月 購入 ○

人権全般 16 534 ニッポンを幸せにする会社　あってよかった！応援したい 鎌田實 集英社 H25年2月 購入 ○

人権全般 16 535 本当の自分に出会う旅 鎌田實 集英社 H25年2月 購入 ○

人権全般 16 536 たった１つ変わればうまくいく　生き方のヒント幸せのコツ 鎌田實 集英社 H25年2月 購入 ○

人権全般 16 537 それでもやっぱりがんばらない 鎌田實 集英社 H25年2月 購入 ○

人権全般 16 538 あきらめない 鎌田實 集英社 H25年2月 購入 ○

人権全般 16 539 いいかげんがいい 鎌田實 集英社 H25年2月 購入 ○

人権全般 16 540 トッとちゃんとカマタ先生のずっとやくそく 黒柳徹子・鎌田實 新潮社 H25年2月 購入 ○

人権全般 16 541 信さん 辻内智貴 小学館 H25年2月 購入 ○

人権全般 16 542 実践！コンプライアンス　上級編 田中宏司 ＰＨＰ研究所 H25年2月 寄贈 ○

人権全般 16 543 月の光に照らされて　演劇ストーリー入選作品集15 大阪市 H25年2月 寄贈 ○

人権全般 16 544 真理の正体 尾田博 近代文芸社 H25年2月 寄贈 ○

人権全般 16 545 増補版　わかりやすいパワーハラスメント裁判例集 － 21世紀職業財団 H25年3月 購入 ○

人権全般 16 546 異貌の人びと　日常に隠された被差別を巡る 上原善広 河出書房出新社 H25年3月 購入 ○

人権全般 16 547 傾聴ボランティア体験記 ホールファミリーケア協会 三省堂 H25年3月 購入 ○

人権全般 16 548 会いたい　自死で逝った愛しいあなたへ 全国自死遺族連絡会 明石書店 H25年3月 購入 ○

人権全般 16 549 近江絹糸「人権争議」はなぜ起きたか　五年間の彦根工場潜行活動を経て 朝倉克己 サンライズ出版 H25年3月 購入 ○

人権全般 16 550 人権の精神と差別・貧困　憲法にてらして考える 内野正幸 明石書店 H25年3月 購入 ○

人権全般 16 551 差別と排除の〔いま〕⑤　教育における包摂と排除　もうひとつの若者論 稲垣恭子 明石書店 H25年3月 購入 ○

人権全般 16 552 来るべき民主主義 國分　功一郎 幻冬舎新書 H26年3月 購入 ○
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人権全般 16 553 わかりあえないことから 平田　オリザ 講談社現代新書 H26年3月 購入 ○

人権全般 16 556 ジェラシーが支配する国 小谷　敏 高文妍 H26年3月 購入 ○

人権全般 16 557 わたしが正義について語るなら やなせ　たかし ポプラ社 H26年3月 購入 ○

人権全般 16 558 「正義」を考える 大澤　真幸 NHK出版 H26年3月 購入 ○

人権全般 16 559 ○に近い△を生きる 鎌田　實 ポプラ社 H26年3月 購入 ○

人権全般 16 560 あなたが生まれた日 佐藤　剛史、内田　美智子 五月書房 H26年3月 購入 ○

人権全般 16 561 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 H26年3月 購入 ○

人権全般 16 562 差別語とはなにか 塩見　鮮一郎 河出文庫 H26年3月 購入 ○

人権全般 16 563 ゴーマニズム宣言　差別論スペシャル 小林　よしのり 幻冬舎文庫 H26年3月 購入 ○

人権全般 16 563-2 ゴーマニズム宣言　差別論スペシャル 小林　よしのり 解放出版社 H27年4月 寄贈 ○

人権全般 16 564 ハーバード白熱教室講義録＋東大特別授業　上 マイケル・サンデル 早川書房 H26年3月 購入 ○

人権全般 16 565 ハーバード白熱教室講義録＋東大特別授業　下 マイケル・サンデル 早川書房 H26年3月 購入 ○

人権全般 16 566 ハーバード白熱教室　世界の人たちと正義の話をしよう＋東北大特別授業 マイケル・サンデル 早川書房 H26年3月 購入 ○

人権全般 16 567 運命の子 松永正訓 小学館 H26年11月 寄贈 ○

人権全般 16 568 いのちを選ぶ社会　出生前診断のいま 坂井律子 ＮＨＫ出版 H26年11月 寄贈 ○

人権全般 16 569 日本の人権／世界の人権 横田洋三 不磨書房 H27年2月 寄贈 ○

人権全般 16 570 人権をめぐる十五講 辻村みよ子 岩波書店 H27年3月 購入 ○

人権全般 16 571 フォト・ドキュメンタリー　 人間の尊厳 林典子 岩波新書 H27年3月 購入 ○

人権全般 16 572 ぼくのお母さんを殺した大統領をつかまえて。　人権を守る新しいしくみ・国際刑事裁判所 アムネスティ・インターナショナル日本 国際人権法チーム 合同出版 H27年3月 購入 ○

人権全般 16 573 生まれてこないほうがいい命なんてない 岩元稜 かもがわ出版 H27年3月 購入 ○

人権全般 16 574 なぜ人を殺してはいけないのか 小浜逸郎 PHP文庫 H27年3月 購入 ○

人権全般 16 575 14歳からわかる生命倫理 雨宮処凛 河出書房新社 H27年3月 購入 ○

人権全般 16 576 人権宣言集 高木八尺・末延三次・宮沢俊義　編
岩波文庫 H27年3月 購入 ○

人権全般 16 577 差別の現在 好井　裕明 平凡社新書 H28年3月 購入 ○

人権全般 16 578 紋切型社会　―言葉で固まる現代を解きほぐす 武田　砂鉄 朝日出版社 H28年3月 購入 ○

人権全般 16 579 「ことば・表現・差別」再考 おとなの学び研究会　編 解放出版社 H28年3月 購入 ○

人権全般 16 580 解放の文学　１００冊のこだま 音谷　健郎 解放出版社 H28年3月 購入 ○

人権全般 16 581 人権をさがして　企業活動の中で 竹内良・西谷隆行 解放出版社 H28年12月 購入 ○
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分野 分類 番号 書　　　　　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　社 取得年月 取得区分 在庫確認 禁帯出区分

人権全般 16 582 人権百話 林力 解放出版社 H31年3月 寄贈 ○

人権全般 16 N1996 部落解放年鑑　1996年度版 部落解放研究所　編 解放出版社 H27年3月 購入 ○

人権全般 16 N1997 部落解放年鑑　1997年度版 部落解放研究所　編 解放出版社 H27年3月 購入 ○

人権全般 16 N1998 部落解放・人権年鑑　1998年度版 部落解放・人権研究所　編 解放出版社 H27年3月 購入 ○

人権全般 16 N2001 部落解放・人権年鑑　2001年度版 (社)部落解放・人権研究所編 解放出版社 ○

人権全般 16 N2002 人権年鑑2002 (社)部落解放・人権研究所編 解放出版社 ○

人権全般 16 N2003 人権年鑑2003 部落解放・人権研究所　編 解放出版社 H27年3月 購入 ○

人権全般 16 N2004 人権年鑑2004 (社)部落解放・人権研究所編 解放出版社 ○

人権全般 16 N2006 人権年鑑2005－2006 (社)部落解放・人権研究所編 解放出版社 ○

人権全般 16 N2007 人権年鑑2007 (社)部落解放・人権研究所編 解放出版社 ○

人権全般 16 N2008 人権年鑑2008 部落解放・人権研究所　編 解放出版社 H27年3月 購入 ○

人権全般 16 N2009 人権年鑑2009 部落解放・人権研究所　編 解放出版社 H27年3月 購入 ○

人権全般 16 N2010 人権年鑑2010 (社)部落解放・人権研究所編 解放出版社 Ｈ２３．３月 寄贈 ○

人権全般 16 N2011 人権年鑑2011 (社)部落解放・人権研究所編 解放出版社 Ｈ２３．４月 寄贈 ○

人権全般 16 N2012 人権年鑑2012 (社)部落解放・人権研究所編 解放出版社 H24年5月 寄贈 ○

人権全般 16 N2013 人権年鑑2013 (社)部落解放・人権研究所編 解放出版社 H26年3月 購入 ○

人権全般 16 A2002 アムネスティレポート　世界の人権2002 アムネスティ・インターナショナル日本　編 現代人文社 H27年3月 購入 ○

人権全般 16 A2005 アムネスティレポート　世界の人権2005 アムネスティ・インターナショナル　編 現代人文社 H27年3月 購入 ○

人権全般 16 A2006 アムネスティレポート　世界の人権2006 『アムネスティ・レポート　世界の人権』編集部　編 現代人文社 H27年3月 購入 ○

人権全般 16 A2007 アムネスティレポート　世界の人権2007 『アムネスティ・レポート　世界の人権』編集部　編 現代人文社 H28年3月 購入 ○

人権全般 16 A2008 アムネスティレポート　世界の人権2008 『アムネスティ・レポート　世界の人権』編集部　編 現代人文社 H27年3月 購入 ○

人権全般 16 A2009 アムネスティレポート　世界の人権2009 『アムネスティ・レポート　世界の人権』編集部 現代人文社 ○

人権全般 16 A2010 アムネスティレポート　世界の人権2010 『アムネスティ・レポート　世界の人権』編集部　編 現代人文社 H27年3月 購入 ○

人権全般 16 A2011 アムネスティレポート　世界の人権201１ 『アムネスティ・レポート　世界の人権』編集部　編 現代人文社 H28年3月 購入 ○

人権全般 16 A2012 アムネスティレポート　世界の人権2012 「アムネスティ・レポート世界の人権」編集部 現代人文社 H25年2月 購入 ○

児童書 30 1 人権の絵本　１ じぶんを大切に 岩川直樹 大月書店 ○

児童書 30 2 人権の絵本　２ ちがいを豊かさに 岩川直樹 大月書店 ○

児童書 30 3 人権の絵本　３ それって人権？ 喜多明人 大月書店 ○
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分野 分類 番号 書　　　　　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　社 取得年月 取得区分 在庫確認 禁帯出区分

児童書 30 4 人権の絵本　４ わたしたちの人権宣言 喜多明人 大月書店 ○

児童書 30 5 人権の絵本　５ タイムトラベル人権号 満川尚美 大月書店 ○

児童書 30 6 人権の絵本　６ 学びの手引き 岩辺泰吏 大月書店 ○

児童書 30 7 人権を考える本　人が人らしく生きるために　１ 医療・消費者と人権 鈴木利広 岩崎書店 ○

児童書 30 8 人権を考える本　人が人らしく生きるために　２ 子ども・障害者と人権　 坪井節子 岩崎書店 ○

児童書 30 9 人権を考える本　人が人らしく生きるために　３ 公害・環境と人権　 馬奈木昭雄 岩崎書店 ○

児童書 30 10 人権を考える本　人が人らしく生きるために　４ 女性・戦争と人権　 角田由紀子 岩崎書店 ○

児童書 30 11 人権を考える本　人が人らしく生きるために　５ 労働者とその生命と人権　 徳住堅治 岩崎書店 ○

児童書 30 12 人権を考える本　人が人らしく生きるために　６ 情報・報道と人権　 小野寺信一 岩崎書店 ○

児童書 30 13 人権を考える本　人が人らしく生きるために　７ 外国人・警察と人権 石田武臣 岩崎書店 ○

児童書 30 14 わたしの人権みんなの人権１　自分をたいせつにからはじめよう 荒牧重人監修 ポプラ社 ○

児童書 30 15 わたしの人権みんなの人権２　いじめ、暴力、虐待から自分を守る 荒牧重人監修 ポプラ社 ○

児童書 30 16 わたしの人権みんなの人権３　意見をいって自分もまわりも変わる 荒牧重人監修 ポプラ社 ○

児童書 30 17 わたしの人権みんなの人権５　立ちあがる世界の子どもたち 荒牧重人監修 ポプラ社 ○

児童書 30 18 わたしの人権みんなの人権６　情報を得ること伝えること 荒牧重人監修 ポプラ社 ○

児童書 30 19 考えよう！みんなのクラスみんなの学級１　クラス 松村茂治監修 ポプラ社 ○

児童書 30 20 考えよう！みんなのクラスみんなの学級２　学校 岩立京子監修 ポプラ社 ○

児童書 30 21 考えよう！みんなのクラスみんなの学級３　いじめ 岩立京子監修 ポプラ社 ○

児童書 30 22 考えよう！みんなのクラスみんなの学級４　勉強 馬居政幸監修 ポプラ社 ○

児童書 30 23 考えよう！みんなのクラスみんなの学級５　家族 鈴木基司監修 ポプラ社 ○

児童書 30 24 考えよう！みんなのクラスみんなの学級６　地域社会 馬居政幸監修 ポプラ社 ○

児童書 30 25 調べてみよう　にんげんの権利　移動の自由 ブラッドリィ・キャサリン ほるぷ出版 ○

児童書 30 26 調べてみよう　にんげんの権利　家庭の中の権利 ホートン・エマ ほるぷ出版 ○

児童書 30 26 調べてみよう　にんげんの権利　家庭の中の権利 ホートン・エマ ほるぷ出版 ○

児童書 30 27 調べてみよう　にんげんの権利　言論の自由 スティール・フィリップ ほるぷ出版 ○

児童書 30 28 調べてみよう　にんげんの権利　思想の自由 ハースト・マイク ほるぷ出版 ○

児童書 30 29 調べてみよう　にんげんの権利　労働者の権利 プライアー・キャサリン ほるぷ出版 ○

児童書 30 30 調べてみよう　にんげんの権利　平等の権利 オコナー・モーリン ほるぷ出版 ○

ライブラリー図書　112 / 124 ページ



ライブラリー図書　113 / 124 ページ

分野 分類 番号 書　　　　　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　社 取得年月 取得区分 在庫確認 禁帯出区分

児童書 30 30 調べてみよう　にんげんの権利　平等の権利 オコナー・モーリン ほるぷ出版 ○

児童書 30 31 わたしたち手で話します フランツ＝ヨーゼフ・ファイニク あかね書房 ○

児童書 30 32 こんにちは（手話えほん） なかむらなおこ アイ企画 ○

児童書 30 33 クイール　写真絵本映画「クイール」 ぴあ ○

児童書 30 34 ベルナもほいくえんにいくよ！ ぐんじ　ななえ ハート出版 ○

児童書 30 35 とってもランチ ひぐちともこ 解放出版社 ○

児童書 30 36 きみの家にも牛がいる 小森　香折 解放出版社 ○

児童書 30 37 くらべてみよう！日本と世界の食べ物と文化 朝倉　敏夫、阿良田　麻里子 講談社 ○

児童書 30 38 ゆびきりげんまん～うめばあちゃんのはなし～ 富田ききとり絵本作実行委員会、岡島礼子 解放出版社 ○

児童書 30 39 あっ 涌嶋克己 解放出版社 ○

児童書 30 40 あの子 ひぐちともこ 解放出版社 ○

児童書 30 41 バーニーとトトとクンクンの１２月はまいにちがすてき！ 二宮由紀子、松永雅之 解放出版社 ○

児童書 30 42 行こさくら 西田英二、荒川のり子 解放出版社 ○

児童書 30 43 いただきまーす 二宮由紀子、荒井良二 解放出版社 ○

児童書 30 44 きらい 二宮由紀子、永島正人 解放出版社 ○

児童書 30 45 もーぉーうしです！ うしのえほんをつくる会、とくはるあき 解放出版社 ○

児童書 30 46 ぼくたちのしごと たなかよしひこ、長谷川義史 解放出版社 ○

児童書 30 47 ユニバーサルデザイン １ ユニバーサルデザインってなに？ 東京大学先端科学技術研究センター あかね書房 ○

児童書 30 48 あなたが守るあなたの心・あなたのからだ 森田ゆり 童話館出版 ○

児童書 30 49 パパどこにいるの？　離婚のお話 ベス・ゴフ 明石書店 ○

児童書 30 50 おうちがふたつ クレール・マジュレル 明石書店 ○

児童書 30 51 ココ、きみのせいじゃない　はなれてくらすことになるママとパパと子どものための絵本 ヴィッキー・ランスキー 太郎次郎社エディタス ○

児童書 30 52 パパはジョニーっていうんだ ボー・Ｒ．ホルムベルイ ＢＬ出版 ○

児童書 30 53 せかいのひとびと ピーター・スピアー 評論社 ○

児童書 30 54 愛がいっぱい　いっぱい 福井達雨 偕成社 ○

児童書 30 55 およげなかったかも 福井達雨、止揚学園の子どもたち 偕成社 ○

児童書 30 56 さっちゃんのまほうのて たばたせいいち、先天性四肢障害児父母の会　のべあきこ、しざわさよこ 偕成社 ○

児童書 30 57 わたしから、ありがとう。 中島啓江 岩崎書店 ○
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児童書 30 58 こども哲学　いっしょにいきるって、なに？ オスカー・ブルニフィエ 朝日出版社 ○

児童書 30 59 こども哲学　きもちって、なに？ オスカー・ブルニフィエ 朝日出版社 ○

児童書 30 60 こども哲学　人生って、なに？ オスカー・ブルニフィエ 朝日出版社 ○

児童書 30 61 こども哲学　よいこととわるいことって、なに？ オスカー・ブルニフィエ 朝日出版社 ○

児童書 30 62 きつねのぼんおどり 山下明生 エルくらぶ ○

児童書 30 63 つれたつれた 内田麟太郎 エルくらぶ ○

児童書 30 64 いのちの花 そのだひさこ 解放出版社 ○

児童書 30 65 おたまさんのおかいさん 長谷川義史 エルくらぶ ○

児童書 30 66 かっちゃんワニになる あかさかひろこ エルくらぶ ○

児童書 30 67 マサヒロ 田中文子 解放出版社 ○

児童書 30 68 まんじゅうざむらい 今江祥智 解放出版社 ○

児童書 30 69 希望の草原 川元祥一 解放出版社 ○

児童書 30 70 ひたひたどんどん 内田麟太郎 解放出版社 ○

児童書 30 71 むくげの花は咲いていますか 坂井ひろ子 解放出版社 ○

児童書 30 72 りっちゃん　びりっけつ あかさかひろこ エルくらぶ ○

児童書 30 73 ブラック・ウイングス、集合せよ 橋本香折 解放出版社 ○

児童書 30 74 ほうすけのひよこ 谷川俊太郎 解放出版社 ○

児童書 30 75 点字　どうぶつえん 菊池　　清 同友館 ○

児童書 30 76 ぞうくんのさんぽ なかのひろたか 福音館書店 ○

児童書 30 77 ぞうくんのあめふりさんぽ なかのひろたか 福音館書店 ○

児童書 30 78 ふしぎなナイフ 中村　牧江 福音館書店 ○

児童書 30 79 ウクライナ民話　てぶくろ うちだ　りさこ訳 福音館書店 ○

児童書 30 80 らくご絵本　ちゃっくりがきぃふ 桂　文我 福音館書店 ○

児童書 30 81 おばけの人生相談（４巻１セット） 沼野　正子 草土文化社 ○

児童書 30 82 学校へ行くのは、なぜ？ ポプラ社 ○

児童書 30 83 まめうし　あいうえお あきやま　ただし PHP研究所 ○

児童書 30 84 十二支のお節料理 川端　誠 BL出版 ○

児童書 30 85 ルリユールおじさん いせ　ひでこ 理論社 ○
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児童書 30 86 落語児童書　じゅげむ 川端　誠 クレヨンハウス ○

児童書 30 87 ５０点先生と２７人の子どもたち エリザベス・シュティーメルト さ・え・ら書房 ○

児童書 30 88 にわとりのおっぱい 山本　省三 講談社 ○

児童書 30 89 落語児童書　はつてんじん 川端　誠 クレヨンハウス ○

児童書 30 90 ことりはことりは木でねんね チョン・スニ 童心社 ○

児童書 30 91 ろくべえ　まってろよ 長新太、灰谷　健次郎 文研出版 ○

児童書 30 92 ぼくにもそのあいをください 宮西　達也 ポプラ社 ○

児童書 30 93 おまえうまそうだな 宮西　達也 ポプラ社 ○

児童書 30 94 あなたをずっとずっとあいしてる 宮西　達也 ポプラ社 ○

児童書 30 95 おれはティラノサウルスだ 宮西　達也 ポプラ社 ○

児童書 30 96 おとうさんはウルトラマン 宮西　達也 学研 ○

児童書 30 97 おとうさんはウルトラマン／おとうさんの育児書 宮西　達也 学研 ○

児童書 30 98 おっぱい 宮西　達也 鈴木出版 ○

児童書 30 99 ぼくのいのち 細谷亮太 岩波書店 ○

児童書 30 100 だれでも知っているあの有名なももたろう 五味太郎 絵本館 ○

児童書 30 101 月夜のみみずく 訳：工藤直子 偕成社 ○

児童書 30 102 なぜ戦争はよくないか アリス・ウォーカー 偕成社 ○

児童書 30 103 くまとやまねこ 湯本香樹美（文） 河出書房新社 ○

児童書 30 104 おじさんのかさ 佐野洋子 講談社 ○

児童書 30 105 にじいろのさかな M・フィスター 講談社 ○

児童書 30 106 いのちのまつり　第1巻「ヌチヌグスージ」　 草場　一壽 サンマーク出版 ○

児童書 30 107 いのちのまつり　第２巻「つながってる！」　 草場　一壽 サンマーク出版 ○

児童書 30 108 ボクの穴、彼の穴 D カリ作 千倉書房 ○

児童書 30 109 いやいやえん 中川季枝子 福音館書店 ○

児童書 30 110 旅の絵本 安野光雅 福音館書店 ○

児童書 30 111 旅の絵本Ⅱ　（改訂版）　 安野光雅 福音館書店 ○

児童書 30 112 かえるのピータン どいかや ブロンズ新社 ○

児童書 30 113 こわがりやのクリス　だっしゅつだいさくせん メラニー・ワット ブロンズ新社 ○
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児童書 30 114 くもをおいかけてごらん　ピープー 訳：柳田邦男 文渓社 ○

児童書 30 115 ええやん　そのままで トッド・パール 解放出版社 ○

児童書 30 116 ひらがなにっき 若一の絵本制作実行委員会 解放出版社 ○

児童書 30 117 パパとあなたの影ぼうし こんの　ひとみ 金の星社 ○

児童書 30 118 フリッチスふしぎな色の旅 ジラルド 桜風舎 ○

児童書 30 119 絵で読む広島の原爆 那須　正幹 福音館書店 ○

児童書 30 120 木を植えた男 J・ジオノ あすなろ書房 ○

児童書 30 121 １００万回生きたねこ 佐野　洋子 講談社 ○

児童書 30 122 どろんここぶた アーノルド・ローベル 文化出版局 ○

児童書 30 123 わすれられないおくりもの スーザン・バーレイ 評論社 ○

児童書 30 124 ゆうちゃんのゆうは？ かんざき　れいこ 童心社 ○

児童書 30 125 ねむりひめ ホフマン絵 福音館書店 ○

児童書 30 126 パンダがナンダ 阿部　肇 くもん出版 ○

児童書 30 127 おこだでませんように くすのきしげのり 小学館 ○

児童書 30 128 おこる 中川ひろたか 金の星社 ○

児童書 30 129 きもち 谷川俊太郎 福音館書店 ○

児童書 30 130 ないた 中川ひろたか 金の星社 ○

児童書 30 131 けんかのきもち 柴田愛子 ポプラ社 ○

児童書 30 132 ともだちや 内田麟太郎 偕成社 ○

児童書 30 133 ともだち 谷川俊太郎 玉川大学出版部 ○

児童書 30 134 いっちゃん 二宮由紀子 解放出版社 ○

児童書 30 135 ええきもち　ええかんじ トッド・パール エルくらぶ ○

児童書 30 136 ぼくがラーメンをたべてるとき 長谷川義史 教育画劇 ○

児童書 30 137 音が見える絵本　サルくんとブタさん たどころみなみ 汐文社 ○

児童書 30 138 どんぐりのき 亀岡亜希子 PHP研究所 ○

児童書 30 139 せんねん　まんねん まどみちお 理論社 ○

児童書 30 140 しゅくだい いもとようこ文・絵 岩崎書店 ○

児童書 30 141 だいすき　ひゃっかい 村上しいこ文・大島妙子絵 岩崎書店 ○
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児童書 30 142 こころ　考える絵本１ 香山リカ 大月書店 Ｈ２３．３月 購入 ○

児童書 30 143 悪　考える絵本５ 石坂啓 大月書店 Ｈ２３．３月 購入 ○

児童書 30 144 どきどきする話　はじめて読む童話集２ 野上暁 大月書店 Ｈ２３．３月 購入 ○

児童書 30 145 さよならをいえるまで マーガレット･ワイルド 岩崎書店 Ｈ２３．３月 購入 ○

児童書 30 146 ダンディーライオン リズィ・フィンレイ 幻冬舎エデュケーション Ｈ２３．３月 購入 ○

児童書 30 147 じぶんだけのいろ 谷川俊太郎 好学社 Ｈ２４．３月 購入 ○

児童書 30 148 カワウソ村の火の玉ばなし 山下明生 解放出版社 Ｈ２４．３月 購入 ○

児童書 30 149 そのこ 谷川俊太郎 晶文社 Ｈ２４．３月 購入 ○

児童書 30 150 おじいちゃんの手 もりうちすみこ 光村教育図書 Ｈ２４．３月 購入 ○

児童書 30 151 てるちゃんのかお 藤井輝明 金の星社 Ｈ２４．３月 購入 ○

児童書 30 152 名犬チロリ 大木トオル 岩崎書店 Ｈ２４．３月 購入 ○

児童書 30 153 ママ！ ひさかたチャイルド Ｈ２４．３月 購入 ○

児童書 30 154 パパと怒り鬼　－話してごらん、だれかに－ ひさかたチャイルド Ｈ２４．３月 購入 ○

児童書 30 155 かみさまからのおくりもの ひぐちみちこ こぐま社 Ｈ２４．３月 購入 ○

児童書 30 156 いいこってどんなこ？ 富山房 Ｈ２４．３月 購入 ○

児童書 30 157 かしこいビル ペンギン社 Ｈ２４．３月 購入 ○

児童書 30 158 おかあさんもようちえん 「絵本で子育て」センター Ｈ２４．３月 購入 ○

児童書 30 159 アハメドくんの　いのちのリレー 鎌田實 集英社 Ｈ２４．３月 購入 ○

児童書 30 160 ぼくのおとうさん　みて、さわって、たのしいえほん 板垣理穂 三重県人権センター H25年2月 寄贈 ○

児童書 30 161 おいべっさん 竹内紘子 解放出版社 H25年3月 購入 ○

児童書 30 162 紙しばい　いのちをいただく 内田美智子 西日本新聞社 H25年3月 購入 ○

児童書 30 162-2 ありがとう　おばあちゃん 柴田久美子 文芸社 H25年11月 寄贈 ○

児童書 30 163 優しいあかりにつつまれて たかい ちづ、たけざわ さおり オフィス　優しいあかり H26年2月 購入 ○

児童書 30 164 モーちゃんとピーちゃんの涙（宮崎弁版、ＣＤ付き） いのちがたりの会宮崎県支部 いのちがたりの会宮崎県支部 H26年2月 購入 ○

児童書 30 165 風のようによりそって 柴田 久美子 佼成出版社 H26年2月 購入 ○

児童書 30 166 春ちゃんは元気です 松田　のぶお 文芸社 H26年3月 購入 ○

児童書 30 167 パパママバイバイ 早乙女　勝元 日本図書センター H26年3月 購入 ○

児童書 30 168 アウシュビッツからの手紙 早乙女　勝元 日本図書センター H26年3月 購入 ○
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児童書 30 169 おかあちゃんごめんね 早乙女　勝元 日本図書センター H26年3月 購入 ○

児童書 30 170 死んでもブレストを 早乙女　勝元 日本図書センター H26年3月 購入 ○

児童書 30 171 ターニャの日記 早乙女　勝元 日本図書センター H26年3月 購入 ○

児童書 30 172 わすれないあの日 三代沢　史子 日本図書センター H26年3月 購入 ○

児童書 30 173 新装版　クロがいた夏 中沢　啓治 ディノボックス H26年3月 購入 ○

児童書 30 174 絵本　はだしのゲン 中沢　啓治 汐文社 H26年3月 購入 ○

児童書 30 175 ママ、なんで？　びょうきのママにききたいの 阿部　円香 書肆侃侃房 H26年3月 購入 ○

児童書 30 176 いじめはいやだ 銭谷　宥司 文芸社 H26年3月 購入 ○

児童書 30 177 日ざかり村に戦争がくる フアン・ファリアス 福音館書店 H26年3月 購入 ○

児童書 30 178 母さんがこわれた夏 M・レムケ 徳間書店 H26年3月 購入 ○

児童書 30 179 黒ずきんちゃん 稗島　千江 国土社 H26年3月 購入 ○

児童書 30 180 声をきかせて 樫崎　茜 講談社 H26年3月 購入 ○

児童書 30 181 えほん　日本国憲法 野村　まり子 明石書店 H26年3月 購入 ○

児童書 30 182 「けんぽう」のおはなし 井上　ひさし 講談社 H26年3月 購入 ○

児童書 30 183 絵本　いのちをいただく 内田　美智子 講談社 H26年3月 購入 ○

児童書 30 184-1 世界の女性問題　①貧困、教育、保健 関橋眞理 汐文社 H27年3月 購入 ○

児童書 30 184-2 世界の女性問題　②暴力、差別、戦争 関橋眞理 汐文社 H27年3月 購入 ○

児童書 30 184-3 世界の女性問題　③政治、仕事、ジェンダー 関橋眞理 汐文社 H27年3月 購入 ○

児童書 30 185 学習漫画　世界の伝記NEXT　エリザベス・ブラックウェル 堀ノ内雅一(作)、東園子(漫画) 集英社 H27年3月 購入 ○

児童書 30 186 学習漫画　世界の伝記NEXT　アメリア・イヤハート 堀ノ内雅一(作)、佐野未央子(漫画) 集英社 H27年3月 購入 ○

児童書 30 187 たまごちゃん、たびにでる フランチェスカ・パルディ、フランチェスコ・トゥーリオ・アルタン イタリア会館出版部 H27年3月 購入 ○

児童書 30 188 あたしたちのサバイバル教室 高橋桐矢 ポプラポケット文庫 H27年3月 購入 ○

児童書 30 189 だいすきなおばあちゃん 日野原重明(文)、岡田千晶(絵) 朝日新聞出版 H27年3月 購入 ○

児童書 30 190-1 いのちつぐ「みとりびと」　１　恋ちゃんはじめての看取り 國森康弘 農山漁村文化協会 H27年3月 購入 ○

児童書 30 190-2 いのちつぐ「みとりびと」　２　月になったナミばあちゃん 國森康弘 農山漁村文化協会 H27年3月 購入 ○

児童書 30 190-3 いのちつぐ「みとりびと」　３　白衣をぬいだドクター花戸 國森康弘 農山漁村文化協会 H27年3月 購入 ○

児童書 30 190-4 いのちつぐ「みとりびと」　４　いのちのバトンを受けとって 國森康弘 農山漁村文化協会 H27年3月 購入 ○

児童書 30 190-5 いのちつぐ「みとりびと」　５　歩未とばあやんのシャボン玉 國森康弘 農山漁村文化協会 H27年3月 購入 ○
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児童書 30 190-6 いのちつぐ「みとりびと」　６　華蓮ちゃんさいごの家族旅行 國森康弘 農山漁村文化協会 H27年3月 購入 ○

児童書 30 190-7 いのちつぐ「みとりびと」　７　ぼくはクマムシになりたかった 國森康弘 農山漁村文化協会 H27年3月 購入 ○

児童書 30 190-8 いのちつぐ「みとりびと」　８　まちに飛び出したドクターたち 國森康弘 農山漁村文化協会 H27年3月 購入 ○

児童書 30 191 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)、フェレーナ・バルハウス(絵) あかね書房 H27年3月 購入 ○

児童書 30 192 ふしぎなともだち たじまゆきひこ くもん出版 H27年3月 購入 ○

児童書 30 193 学習漫画　世界の伝記NEXT　サリバン先生 堀ノ内雅一(作)、奥良モト(漫画) 集英社 H27年3月 購入 ○

児童書 30 194 多毛留〈たける〉 米倉斉加年 偕成社 H27年3月 購入 ○

児童書 30 195 学習漫画　世界の伝記NEXT　キング牧師 蛭海隆志(作)、堀田あきお(漫画) 集英社 H27年3月 購入 ○

児童書 30 196 ネルソン・マンデラ カディール・ネルソン 鈴木出版 H27年3月 購入 ○

児童書 30 197 ダイヤモンドより平和がほしい 後藤健二 汐文社 H27年3月 購入 ○

児童書 30 198 エイズの村に生まれて 後藤健二 汐文社 H27年3月 購入 ○

児童書 30 199 ルワンダの祈り 後藤健二 汐文社 H27年3月 購入 ○

児童書 30 200 もしも学校に行けたら 後藤健二 汐文社 H27年3月 購入 ○

児童書 30 201-1 気をつけよう！ＳＮＳ　①ＳＮＳってなんだろう？ 小寺信良 汐文社 H27年3月 購入 ○

児童書 30 201-2 気をつけよう！ＳＮＳ　②ソーシャルゲームってどんなもの？ 小寺信良 汐文社 H27年3月 購入 ○

児童書 30 201-3 気をつけよう！ＳＮＳ　③依存しないために 小寺信良 汐文社 H27年3月 購入 ○

児童書 30 202 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(文)､ ピーター･パーネル(文)､ ヘンリー・コール(絵) ポット出版 H27年3月 購入 ○

児童書 30 203 声の出ないぼくとマリさんの一週間 松本聰美(作)、渡邊智子(絵) 汐文社 H27年3月 購入 ○

児童書 30 204 アニメ版　釜石の“奇跡” ＮＨＫスペシャル取材班 新日本出版社 H27年3月 購入 ○

児童書 30 205 希望の牧場 森絵都(作)、吉田尚令(絵) 岩崎書店 H27年3月 購入 ○

児童書 30 206 戦争がなかったら 高橋邦典 ポプラ社 H27年3月 購入 ○

児童書 30 207 へいわってすてきだね 安里有生(詩)、長谷川義史(画) ブロンズ新社 H27年3月 購入 ○

児童書 30 208 マララ　教育のために立ち上がり、世界を変えた少女 マララ・ユスフザイ、パトリシア・マコーミック 岩崎書店 H27年3月 購入 ○

児童書 30 209 武器より一冊の本をください　少女マララ・ユスフザイの祈り ヴィヴィアナ・マッツァ 金の星社 H27年3月 購入 ○

児童書 30 210 よかたい先生　水俣から世界を見続けた医師　原田正純 三枝三七子 学研 H27年3月 購入 ○

児童書 30 211 患者さんが教えてくれた　水俣病と原田正純先生 外尾誠 フレーベル館 H27年3月 購入 ○

児童書 30 212 わすれないよ　いつまでも　－日系アメリカ人少女の物語 ヨシコ・ウチダ(文)、ジョアナ・ヤードリー(絵) 晶文社 H27年3月 購入 ○

児童書 30 213 ぼくは満員電車で原爆を浴びた 米澤鐡志(語り)、由井りょう子(文) 小学館 H27年3月 購入 ○
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分野 分類 番号 書　　　　　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　社 取得年月 取得区分 在庫確認 禁帯出区分

児童書 30 214 くれよんのくろくん なかやみわ 童心社 H27年3月 購入 ○

児童書 30 215-1 わたしと小鳥とすずと - 金子みすゞ童謡集 金子みすゞ ＪＵＬＡ出版局 H27年3月 購入 ○

児童書 30 215-2 明るいほうへ―金子みすゞ童謡集 金子みすゞ ＪＵＬＡ出版局 H27年3月 購入 ○

児童書 30 215-3 このみちをゆこうよ―金子みすゞ童謡集 金子みすゞ ＪＵＬＡ出版局 H27年3月 購入 ○

児童書 30 216 ほしとたんぽぽ - 金子みすゞ童謡絵本 金子みすゞ、上野紀子(絵) ＪＵＬＡ出版局 H27年3月 購入 ○

児童書 30 217 人権は国境を越えて 伊藤和子 岩波ジュニア新書 H27年3月 購入 ○

児童書 30 218 １２にんのいちにち 杉田比呂美 あすなろ書房 H27年3月 購入 ○

児童書 30 219 ６さいのおよめさん 鈴木中人(文)、城井文(絵) 文屋 H27年3月 購入 ○

児童書 30 220 学習漫画　世界の伝記NEXT　エレノア・ルーズベルト 和田奈津子(作)、よしまさこ(漫画) 集英社 H27年3月 購入 ○

児童書 30 221 井上ひさしの　子どもにつたえる日本国憲法 井上ひさし(文)、いわさきちひろ(絵) 講談社 H27年3月 購入 ○

児童書 30 222 えほん　障害者権利条約 ふじい　かつのり 汐文社 H28年3月 購入 ○

児童書 30 223 ワンダー Ｒ・Ｊ・パラシオ ほるぷ出版 H28年3月 購入 ○

児童書 30 224 ぼくにもできるよ！ (公財)日本てんかん協会 少年写真新聞社 H28年3月 購入 ○

児童書 30 225 うちは精肉店 本橋　成一 農山漁村文化協会 H28年3月 購入 ○

児童書 30 226 わたし 谷川俊太郎(文)、長新太(絵) 福音館書店 H28年3月 購入 ○

児童書 30 227 はじめてのおともだち 宮崎学園短期大学文芸漫画研究会 H29年3月 ○

児童書 30 228 ばあばは、だいじょうぶ 楠章子 童心社 H29年12月 購入 ○

児童書 30 229 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 ポット出版 H29年12月 購入 ○

児童書 30 230 いろいろな性、いろいろな生き方① 渡辺大輔 ポプラ社 H29年12月 購入 ○

児童書 30 231 いろいろな性、いろいろな生き方② 渡辺大輔 ポプラ社 H29年12月 購入 ○

児童書 30 232 いろいろな性、いろいろな生き方③ 渡辺大輔 ポプラ社 H29年12月 購入 ○

児童書 30 233 レッド　あかくてあおいクレヨンのはなし マイケル・ホール 子どもの未来社 H29年12月 購入 ○

児童書 30 234 てるちゃんのかお 藤井輝明 金の星社 H29年12月 購入 ○

児童書 30 235 ハリネズミの願い トーン・テヘレン 新潮社 H30年3月 購入 ○

児童書 30 236 笑顔のまほう 小林典子 文芸社 H30年3月 購入 ○

児童書 30 237 王さまと王さま ポット出版 H30年3月 購入 ○

児童書 30 238 わたしはあかねこ サトシン 文溪堂 H30年3月 購入 ○

児童書 30 239 ひっくりカエル！ あんべひろし 小学館 H30年3月 購入 ○
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分野 分類 番号 書　　　　　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　社 取得年月 取得区分 在庫確認 禁帯出区分

児童書 30 240 マララのまほうのえんぴつ マララ・ユスフザイ ポプラ社 H30年3月 購入 ○

児童書 30 241 ともだちほしいなおおかみくん さくらともこ 岩崎書店 H30年3月 購入 ○

ノンセクション NS 3 憲法Ⅱ〈法律学全集〉 宮沢俊義 有斐閣 ○ NS禁帯出

ノンセクション NS 26 宮崎平野の歴史　上 南　邦和 鉱脈社 ○ NS禁帯出

ノンセクション NS 27 宮崎平野の歴史　下 南　邦和 鉱脈社 ○ NS禁帯出

ノンセクション NS 33 市販本　新しい公民教科書 扶桑社 ○ NS禁帯出

ノンセクション NS 34 市販本　新しい歴史教科書 扶桑社 ○ NS禁帯出

ノンセクション NS 60 切抜き速報　人権と福祉編　８４年４月～９０年３月 ニホンミック ○ NS禁帯出

ノンセクション NS 61 切抜き速報　人権と福祉編　８４年４月～９０年３月 ○ NS禁帯出

ノンセクション NS 62 切抜き速報　人権と福祉編　８４年４月～９０年３月 ○ NS禁帯出

ノンセクション NS 63 切抜き速報　人権と福祉編　８４年４月～９０年３月 ○ NS禁帯出

ノンセクション NS 75 図説　水平社運動 水平社歴史館建設推進委員会 解放出版社 ○ NS禁帯出

ノンセクション NS 76 新修　部落問題事典 秋定　嘉和 解放出版社 ○ NS禁帯出

ノンセクション NS 77 新修　部落問題事典 秋定　嘉和 解放出版社 ○ NS禁帯出

ノンセクション NS 78 写真記録　全国水平社 部落解放・人権研究所 解放出版社 ○ NS禁帯出

ノンセクション NS 79 新・手話辞典　第２版 手話コミュニケーション研究会 中央法規出版 ○ NS禁帯出

ノンセクション NS 80 人権百科事典 エドワード・ローソン、宮崎繁樹 明石書店 ○ NS禁帯出

ノンセクション NS 82 カウンセリング心理学事典 国分康孝 誠信書房 ○ NS禁帯出

ノンセクション NS 83 世界のマイノリティ事典 マイノリティ・ライツ・グループ 明石書店 ○ NS禁帯出

ノンセクション NS 84 国際人権百科事典 ロバート・L・マデックス 明石書店 Ｈ２２．５月 寄贈 ○ NS禁帯出

ノンセクション NS 85 人権事典　【第２版】 D.ロバートソン 明石書店 Ｈ２２．５月 寄贈 ○ NS禁帯出

ノンセクション NS 120 分冊 六法全書（平成26年版）　※全６巻＋ＣＤ－ＲＯＭ１枚 分冊六法編集委員会 新日本法規出版 H26年3月 購入 ○ NS禁帯出

ノンセクション NS 121 日本国憲法 小学館 H26年3月 購入 ○

ノンセクション NS 122 Constitution　Girls　日本国憲法 森田　優子 PHP研究所 H26年3月 購入 ○

ノンセクション NS 123 新版　日本国憲法をよむ 常岡（乗本）　せつ子　ほか 柏書房 H26年3月 購入 ○

ノンセクション NS 124 日本国憲法 童話屋編集部 童話屋 H26年3月 購入 ○ NS禁帯出

ノンセクション NS 125 復刊　あたらしい憲法のはなし 童話屋編集部 童話屋 H26年3月 購入 ○ NS禁帯出

ノンセクション NS 126 憲法がしゃべった。 木山　泰嗣 すばる舎リンケージ H26年3月 購入 ○
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分野 分類 番号 書　　　　　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　社 取得年月 取得区分 在庫確認 禁帯出区分

ノンセクション NS 127 憲法なんて知らないよ 池澤　夏樹 集英社 H26年3月 購入 ○

ノンセクション NS 128 憲法の創造力 木村　草太 NHK出版 H26年3月 購入 ○

ノンセクション NS 129 憲法学　Ⅰ憲法総論 芦部　信喜 有斐閣 H26年3月 購入 ○ NS禁帯出

ノンセクション NS 130 憲法学　Ⅱ人権総論 芦部　信喜 有斐閣 H26年3月 購入 ○ NS禁帯出

ノンセクション NS 131 憲法学　Ⅲ人権各論(1)　増補版 芦部　信喜 有斐閣 H26年3月 購入 ○ NS禁帯出

ノンセクション NS 132 憲法１　人権　第５版 渋谷　秀樹 有斐閣 H26年3月 購入 ○ NS禁帯出

ノンセクション NS 133 ＴＵＧＢＯＡＴ　10　Ｙｅａｒｓ ＴＵＧＢＯＡＴ 美術出版社 H26年3月 購入 ○ NS禁帯出

ノンセクション NS 134 JIS　Z　26000　社会的責任に関する手引 日本工業標準調査会 日本規格協会 H27年3月 購入 ○ NS禁帯出

ノンセクション NS 135 憲法／II　基本的人権　新版 宮沢俊義 有斐閣 H27年3月 購入 ○ NS禁帯出

ノンセクション NS 136 新書わたくしたちの憲法 宮沢俊義・国分太一郎 有斐閣 H27年3月 購入 ○ NS禁帯出

ノンセクション NS 137 日本国憲法を口語訳してみたら 塚田薫 幻冬舎 H27年3月 購入 ○

ノンセクション NS 138 日本国憲法　大阪おばちゃん語訳 谷口真由美 文藝春秋 H27年3月 購入 ○

ノンセクション NS 139 憲法への招待 　新版 渋谷秀樹 岩波新書 H27年3月 購入 ○

ノンセクション NS 140 うさぎのヤスヒコ、憲法と出会う 西原博史 太郎次郎社 H27年3月 購入 ○

ノンセクション NS 141 憲法読本 　第4版 杉原泰雄 岩波ジュニア新書 H27年3月 購入 ○

ノンセクション NS 142 十代のきみたちへ　－ぜひ読んでほしい憲法の本 日野原重明 冨山房インターナショナル H27年3月 購入 ○

ノンセクション NS 143 憲法主義 内山奈月・南野森 ＰＨＰ研究所 H27年3月 購入 ○

ノンセクション NS 144 憲法　第六版 芦部信喜、高橋和之補訂 岩波書店 H28年3月 購入 ○

ノンセクション NS 145 １０代の憲法な毎日 伊藤　真 岩波ジュニア新書 H28年3月 購入 ○

ノンセクション NS 146 現代語訳でよむ　日本の憲法 柴田元幸、木村草太 アルク H28年3月 購入 ○

ノンセクション NS 147 尾崎行雄　民主政治読本 尾崎　行雄 世論時報社 H28年3月 購入 ○

歴史 15 1 週刊朝日百科　日本の歴史　１巻 朝日新聞社 ○ 15禁帯出

歴史 15 2 週刊朝日百科　日本の歴史　２巻 朝日新聞社 ○ 15禁帯出

歴史 15 3 週刊朝日百科　日本の歴史　３巻 朝日新聞社 ○ 15禁帯出

歴史 15 4 週刊朝日百科　日本の歴史　４巻 朝日新聞社 ○ 15禁帯出

歴史 15 5 週刊朝日百科　日本の歴史　５巻 朝日新聞社 ○ 15禁帯出

歴史 15 6 週刊朝日百科　日本の歴史　６巻 朝日新聞社 ○ 15禁帯出

歴史 15 7 週刊朝日百科　日本の歴史　７巻 朝日新聞社 ○ 15禁帯出
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歴史 15 8 週刊朝日百科　日本の歴史　８巻 朝日新聞社 ○ 15禁帯出

歴史 15 9 週刊朝日百科　日本の歴史　９巻 朝日新聞社 ○ 15禁帯出

歴史 15 10 週刊朝日百科　日本の歴史　１０巻 朝日新聞社 ○ 15禁帯出

歴史 15 11 週刊朝日百科　日本の歴史　１１巻 朝日新聞社 ○ 15禁帯出

歴史 15 12 週刊朝日百科　日本の歴史　１２巻 朝日新聞社 ○ 15禁帯出

歴史 15 31 少年少女　日本の歴史　１巻 小学館 ○ 15禁帯出

歴史 15 32 少年少女　日本の歴史　２巻 小学館 ○ 15禁帯出

歴史 15 33 少年少女　日本の歴史　３巻 小学館 ○ 15禁帯出

歴史 15 34 少年少女　日本の歴史　４巻 小学館 ○ 15禁帯出

歴史 15 35 少年少女　日本の歴史　５巻 小学館 ○ 15禁帯出

歴史 15 36 少年少女　日本の歴史　６巻 小学館 ○ 15禁帯出

歴史 15 37 少年少女　日本の歴史　７巻 小学館 ○ 15禁帯出

歴史 15 38 少年少女　日本の歴史　８巻 小学館 ○ 15禁帯出

歴史 15 39 少年少女　日本の歴史　９巻 小学館 ○ 15禁帯出

歴史 15 40 少年少女　日本の歴史　１０巻 小学館 ○ 15禁帯出

歴史 15 41 少年少女　日本の歴史　１１巻 小学館 ○ 15禁帯出

歴史 15 42 少年少女　日本の歴史　１２巻 小学館 ○ 15禁帯出

歴史 15 43 少年少女　日本の歴史　１３巻 小学館 ○ 15禁帯出

歴史 15 44 少年少女　日本の歴史　１４巻 小学館 ○ 15禁帯出

歴史 15 45 少年少女　日本の歴史　１５巻 小学館 ○ 15禁帯出

歴史 15 46 少年少女　日本の歴史　１６巻 小学館 ○ 15禁帯出

歴史 15 47 少年少女　日本の歴史　１７巻 小学館 ○ 15禁帯出

歴史 15 48 少年少女　日本の歴史　１８巻 小学館 ○ 15禁帯出

歴史 15 49 少年少女　日本の歴史　１９巻 小学館 ○ 15禁帯出

歴史 15 50 少年少女　日本の歴史　２０巻 小学館 ○ 15禁帯出

歴史 15 51 少年少女　日本の歴史　別巻１ 小学館 ○ 15禁帯出

歴史 15 52 少年少女　日本の歴史　別巻２ 小学館 ○ 15禁帯出

歴史 15 53 週刊朝日百科　世界の歴史　１巻 朝日新聞社 ○ 15禁帯出
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歴史 15 54 週刊朝日百科　世界の歴史　１巻 ○ 15禁帯出

歴史 15 55 週刊朝日百科　世界の歴史　２巻 朝日新聞社 ○ 15禁帯出

歴史 15 56 週刊朝日百科　世界の歴史　２巻 ○ 15禁帯出

歴史 15 57 週刊朝日百科　世界の歴史　３巻 朝日新聞社 ○ 15禁帯出

歴史 15 58 週刊朝日百科　世界の歴史　３巻 ○ 15禁帯出

歴史 15 59 週刊朝日百科　世界の歴史　４巻 朝日新聞社 ○ 15禁帯出

歴史 15 60 週刊朝日百科　世界の歴史　４巻 ○ 15禁帯出

歴史 15 61 週刊朝日百科　世界の歴史　５巻 朝日新聞社 ○ 15禁帯出

歴史 15 62 週刊朝日百科　世界の歴史　５巻 ○ 15禁帯出
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