
　一般図書

請求記号 タイトル 人名 出版者

289.1 ｳ 2004 野中広務差別と権力 魚住　昭／著 講談社

289.1 ｳ 2017 路地の子 上原　善広／著 新潮社

289.1 ｵ 2022 難民に希望の光を 真の国際人緒方貞子の生き方 中村　恵／著 平凡社

304 ｶ 2017 声なき人々の戦後史　上 鎌田　慧／著 藤原書店

304 ｶ 2017 声なき人々の戦後史　下 鎌田　慧／著 藤原書店

316 ｻ 2021 重要証人 サイラグル・サウトバイ／著 草思社

316 ｼ 2021 私の身に起きたこと 清水　ともみ／著 京都：季節社

316 ﾁ 2021 地図とデータで見る人権の世界ハンドブック
カトリーヌ・ヴィトール・ド・ヴァ
ンダン／編

原書房

319 ｳ 2022 ウクライナ侵略戦争 『世界』編集部／編 岩波書店

323 ｼﾞ 2020 18歳から考える人権 宍戸　常寿／編 法律文化社

329 ﾏ 2021 ウィシュマさんを知っていますか? 眞野　明美／著 風媒社

336 ﾜ 2020 最新パワハラ対策完全ガイド 和田　隆／著 方丈社

361 ｶ 2000 被差別部落の青春 角岡　伸彦／著 講談社

361 ﾅ 1998 被差別部落の暮らしから 中山　英一／著 朝日新聞社

361 ﾋ 1998 人権と同和問題 菱山　謙二／著 明石書店

361 ﾌﾞ 2022 部落の私たちがリモートで好き勝手にしゃべってみた。 部落解放・人権研究所／編 [大阪]：部落解放・人権研究所

361 ﾍ 2022 ほんとうの多様性についての話をしよう サンドラ・ヘフェリン／著 旬報社

361 ﾎ 2021 ヘイトをとめるレッスン ホン　ソンス／著 ころから

361 ﾏ 2021 マイノリティ問題から考える社会学・入門 西原　和久／編 有斐閣

366 ｵ 2019 未和 尾崎　孝史／著 岩波書店

人権週間

展示場所：新南陽図書館　カウンター前特設コーナー



366 ｸ 2018 本書を読まずに障害者を雇用してはいけません! 久保　修一／著 労働新聞社

366 ﾏ 2019 過労死 牧内　昇平／著 ポプラ社

366 ﾑ 2018 ここからセクハラ! 牟田　和恵／著 集英社

366 ﾜ 2008 わたし8歳、カカオ畑で働きつづけて。 岩附　由香／著 合同出版

367 ﾄﾞ 2016 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／編 明石書店

367 ﾊ 2019 はじめよう!SOGIハラのない学校・職場づくり
「なくそう!SOGIハラ」実行委員会／
編

大月書店

368 ｵ 2015 すぐそばにある「貧困」 大西　連／著 ポプラ社

368 ｽ 2011 加害者家族 鈴木　伸元／著 幻冬舎

369 ｾ 2019 世界中の子どもの権利をまもる30の方法 国際子ども権利センター／編 合同出版

371 ﾍﾞ 2021 弁護士によるネットいじめ対応マニュアル 細川　潔／著 エイデル研究所

382 ﾂ 2012 新・忘れられた日本人 筒井　功／著 河出書房新社

382 ﾂ 2018 図解アイヌ 角田　陽一／著 新紀元社

494 ｲ 2001 見つめられる顔 石井　政之／編著 高文研

498 ﾐ 2014 ハンセン病 三宅　一志／著 札幌：寿郎社

779 ﾑ 2009 ボロを着た王子様 村崎　太郎／著 ポプラ社

779 ﾑ 2010 橋はかかる 村崎　太郎／著 ポプラ社

F ｲｼ 2013 蛍の森 石井　光太／著 新潮社

F ｸﾘ 2008 太郎が恋をする頃までには… 栗原　美和子／著 幻冬舎

F ｼﾗ 2020 サード・キッチン 白尾　悠／著 河出書房新社

F ﾅｶ 2021 やさしい猫 中島　京子／著 中央公論新社

Y 361 ｾﾞ 1993 同和運動の歩み 柳井　政雄／著 同和会山口県連合会

YA 316 ﾗ 2021 14歳から考えたいレイシズム アリ・ラッタンシ／著 すばる舎

YA 361 ｲ 2021 格差と分断の社会地図 石井　光太／著 日本実業出版社

YA 367 ｽﾞ 2021 図解でわかる14歳からのLGBTQ+ 社会応援ネットワーク／著 太田出版

YA 367 ﾜ 2014 わたしは13歳、学校に行けずに花嫁になる。 プラン・ジャパン／著 合同出版



YA 371 ﾅ 2020 死ぬんじゃねーぞ!! 中川　翔子／著 文藝春秋

YA 914.6 ｶ 2019神谷美恵子 神谷　美恵子／著 平凡社

　児童図書

請求記号 タイトル 人名 出版者

07 ﾜ 2014 新聞記者 若宮　啓文／著 筑摩書房

28 ﾕ 2015 マララ マララ・ユスフザイ／著 岩崎書店

36 ｱ 2022 障害者ってだれのこと? 荒井　裕樹／著 平凡社

36 ｲ 2012 おっちゃん、なんで外で寝なあかんの? 生田　武志／著 あかね書房

36 ｵ 2019 となりの難民 織田　朝日／著 旬報社

36 ﾊ 2022 10代で知っておきたい「同意」の話 ジャスティン・ハンコック／文 河出書房新社

36 ﾌﾞ 2018 北欧に学ぶ小さなフェミニストの本 サッサ・ブーレグレーン／作 岩崎書店

92 ﾍﾞ 2017 ファニー13歳の指揮官 ファニー・ベン=アミ／[著] 岩波書店

E ｼ 2010 かべ ピーター・シス／作 神戸：BL出版

YA 36 ｼ 2021 「ハーフ」ってなんだろう? 下地　ローレンス吉孝／著 平凡社

YA 93 ｱ 2017 サイモンvs人類平等化計画 ベッキー・アルバータリ／作 岩波書店

YA 93 ｴ 2017 九時の月 デボラ・エリス／作 さ・え・ら書房

　AV資料

請求記号 タイトル 人名 出版者

DV D 2010 じんけんの森の大冒険 法務省人権擁護局

DV D 2015 デザート・フラワー シェリー・ホーマン／監督 新日本映画社

DV D 2019 ヘイト・ユー・ギブ ジョージ・ティルマンJr.／監督
20世紀フォックスホームエンター
テイメントジャパン


