
　一般図書

請求記号 タイトル 人名 出版者

081 I 子どもへの性的虐待 森田　ゆり／著 岩波書店

316.1 S 世界人権宣言 シェーヌ出版社／編 創元社

316.1 W わたしの訳・世界人権宣言
アムネスティ・インターナショナル日本支
部／編

明石書店

316.1 W わたしと人権 人権文化を育てる会／編 ぎょうせい

329.9 G 外国人の人権 関東弁護士会連合会／編 明石書店

361.4 K いじめるな! 香山　リカ／[著] 角川書店

361.8 N 差別と日本人 野中　広務／[著] 角川書店

361.8 S 世界史における身分と差別 部落問題研究所／編 部落問題研究所

361.8 S 差別の日本史 塩見　鮮一郎／著 河出書房新社

361.8 T 感染症と差別 徳田　靖之／著 かもがわ出版

361.86 I 愛が引き裂かれたとき 石飛　仁／著 解放出版社

361.86 K 被差別部落の青春 角岡　伸彦／著 講談社

361.86 K とことん!部落問題 角岡　伸彦／著 講談社

361.86 K はじめての部落問題 角岡　伸彦／著 文藝春秋

361.86 N 日本歴史の中の被差別民 網野　善彦／ほか[著] 新人物往来社

361.86 N 入門山口の部落解放志 山口県人権啓発センター／編 解放出版社(発売)

361.86 S 写真記録部落解放運動史 部落解放同盟中央本部／編 解放出版社

361.86 Y 被差別民とその部落の起こりと歴史 山中　順雅／著 国書刊行会

367.1 K 夫が怖くてたまらない 梶山　寿子／[著]
ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

367.1 T それ、恋愛じゃなくてDVです 瀧田　信之／著 WAVE出版

《人権教育課コラボ展示》人権週間12/4～12/10

展示場所：中央図書館　１階エントランスホール



367.3 K Q&Aモラル・ハラスメント 橋本　智子／[ほか]著 明石書店

367.3 K 私は私。母は母。 加藤　伊都子／著 すばる舎

367.6 N 児童虐待 南部　さおり／著 教育出版

367.68 E デートDV(ドメスティック・バイオレンス) 遠藤　智子／著 ベストセラーズ

367.97 E LGBT BOOK NHK「ハートをつなごう」制作班／監修 太田出版

367.97 I はじめて学ぶLGBT 石田　仁／著 ナツメ社

367.97 N 「LGBT」ヒストリー 永易　至文／著 緑風出版

369.4 H はじめまして、子どもの権利条約 川名　はつ子／監修 東海教育研究所

369.4 K 子どもの権利ガイドブック 日本弁護士連合会／編著 明石書店

371.42 H いじめでだれかが死ぬ前に 平尾　潔／著 岩崎書店

371.42 I いじめを考える100冊の本 いじめを考える100冊の本編集委員会／編 駒草出版

371.42 K 不登校ひきこもりこころの道案内 金馬　宗昭／著 学びリンク

371.42 O
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／著 ほんの木

371.42 T 友だちをいじめる子どもの心がわかる本 原田　正文／監修 講談社

371.42 W 大人が知らないネットいじめの真実 渡辺　真由子／著 ミネルヴァ書房

371.42 Y 『いじめ』は2学期からひどくなる! 佳川　奈未／著 ポプラ社

374.1 H 子どもが解決!クラスのもめごと 平墳　雅弘／著 太郎次郎社エディタス

391.61 A 拉致救出運動の2000日 荒木　和博／編著 草思社

391.61 B ブルーリボンの祈り 横田　早紀江／[ほか]共著
いのちのことば社フォレスト
ブックス

391.61 C 地村保絆なお強く 地村　保／共著 主婦の友社

391.61 H 拉致対論 蓮池　透／著 太田出版

391.61 H 奪還 蓮池　透／著 新潮社

391.61 H 薫へ 蓮池　秀量／著 新潮社

391.61 H 拉致と決断 蓮池　薫／著 新潮社

391.61 H 拉致と日本人 蓮池　透／著 岩波書店



391.61 I 祈り 新潟日報社・特別取材班／著 講談社

391.61 K 家族 北朝鮮による拉致被害者家族連絡会／著 光文社

391.61 Y めぐみ、お母さんがきっと助けてあげる 横田　早紀江／著 草思社

391.61 Y めぐみ手帳 横田　滋／著 光文社

391.61 Y めぐみへ 横田早紀江、母の言葉 横田　早紀江／著 草思社

391.61 Y めぐみと私の35年 横田　早紀江／著 新潮社

498.6 H ハンセン病をどう教えるか
『ハンセン病をどう教えるか』編集委員会
／編

解放出版社

498.6 H ハンセン病 日本と世界 ハンセン病フォーラム／編 工作舎

498.6 O ここに人間あり 大谷　英之／著 毎日新聞社

498.6 S 知っていますか?ハンセン病と人権一問一答 神　美知宏／著 解放出版社

F1 ﾐﾔ 椹野川の藍 宮本　誠／著 解放出版社

YA 367.97 E LGBTQを知っていますか? 日高　庸晴／監著 少年写真新聞社

YA 367.97 M 13歳から知っておきたいLGBT+ アシュリー・マーデル／著 ダイヤモンド社

YA 371.42 N 死ぬんじゃねーぞ!! 中川　翔子／著 文藝春秋

　児童図書

請求記号 タイトル 人名 出版者

334 ﾄﾞｳ 同級生は外国人!?　1 吉富　志津代／監修 汐文社

334 ﾄﾞｳ 同級生は外国人!?　2 吉富　志津代／監修 汐文社

334 ﾄﾞｳ 同級生は外国人!?　3 吉富　志津代／監修 汐文社

361 ｼﾞｬ 暴力から身をまもる本 L.ジャフェ／作 晶文社

367 ｱｵ ぎゃくたいってなあに? 青木　智恵子／著 金剛出版

367 ｴｶﾞ おばあちゃん、おじいちゃんを知る本　3 江頭　恵子／文 大月書店

367 ｴｶﾞ おばあちゃん、おじいちゃんを知る本　2 江頭　恵子／文 大月書店

367 ｴｶﾞ おばあちゃん、おじいちゃんを知る本　1 江頭　恵子／文 大月書店



367 ｴｶﾞ おばあちゃん、おじいちゃんを知る本　4 江頭　恵子／文 大月書店

367 ｵﾝ 女と男のちがいって? プランテルグループ／文 あかね書房

367 ｺｾ 個「性」ってなんだろう? 中塚　幹也／監修 あかね書房

367 ｼｵ こどもジェンダー シオリーヌ／著 ワニブックス

367 ﾋﾀﾞ もっと知りたい!話したい!セクシュアルマイノリティ　1 日高　庸晴／著 汐文社

367 ﾋﾀﾞ もっと知りたい!話したい!セクシュアルマイノリティ　2 日高　庸晴／著 汐文社

367 ﾋﾀﾞ もっと知りたい!話したい!セクシュアルマイノリティ　3 日高　庸晴／著 汐文社

367 ﾌﾂ 「ふつう」ってなんだ? ReBit／監修 学研プラス

367 ﾏﾝ マンガレインボーKids 手丸　かのこ／マンガ 子どもの未来社

369 K こどものけんり 名取　弘文／編 雲母書房

369 M みんなの権利条約 喜多　明人／編著 草土文化

369 ﾁｶﾞ 「ちがい」ってなんだ? 井筒　節／監修 学研プラス

371 ｲｼﾞ いじめられている君へ いじめている君へ 朝日新聞社／編 朝日新聞社

371 ｴﾘ いじめをやっつける本 ミッシェル・エリオット／著 小学館

371 ｸﾞｯ きみにもあるいじめをとめる力
フィリス・カウフマン・グッドスタイン／
[著]

大月書店

371 ｽﾄ 自分をまもる本 ローズマリー・ストーンズ／著 晶文社

371 ﾀﾅ これっていじめ? タナカ　ヒロシ／作 ベースボール・マガジン社

371 ﾋﾄ ひとりでがまんしないよ! 嶋崎　政男／監修 あかね書房

498 ｲﾊ ハンセン病を生きて 伊波　敏男／著 岩波書店

498 ｺﾞﾄ エイズの村に生まれて 後藤　健二／著 汐文社

E ｲｼﾞ いじめているきみへ 春名　風花／ぶん 朝日新聞出版

E ｴﾎ えほん障害者権利条約 ふじい　かつのり／作 汐文社

E ｼﾞﾄﾞ 児童憲章のえほん そのとおりそのとおりおじさん 塚本　やすし／絵・こども訳 求龍堂

YA 367 ｴﾙ LGBTなんでも聞いてみよう QWRC／著 子どもの未来社

YA 368 ﾊﾟﾛ デートレイプってなに? アンドレア パロット／著 大月書店



YA 371 ｲｼﾞ
いじめられている君へ いじめている君へ いじめを見てい
る君へ

朝日新聞社／編 朝日新聞出版

YA 391 ﾊｽ 13歳からの拉致問題 蓮池　透／著 かもがわ出版


