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部落 総記 目録 58 13 「部落史」に関する史料・文献目録－前近代－ 津田　潔 立教出版印刷 1981
部落 総記 目録 58 史8 豊中郷土史料目録（Ⅳ）　内田村中川家文書目録　１９８１ 豊中市立岡町図書館 豊中市立岡町図書館 1981
部落 総記 目録 58 史9 豊中郷土史料目録（Ⅱ）　南刀根山村浅井家文書目録　１９７６ 豊中市立岡町図書館 豊中市立岡町図書館 1976
部落 総記 目録 58 史10 豊中郷土史料目録（Ⅲ）　原田村野口家文書目録　１９７７ 豊中市立岡町図書館 豊中市立岡町図書館 1977
部落 総記 目録 58 史11 長興寺村文書目録　１９７３ 豊中市立図書館 豊中市立図書館 1973
部落 総記 目録 60 44 近代「部落史」研究文献目録 津田潔　編 三一書房 1985
部落 総記 辞典 60 36 部落史用語辞典 小林茂、芳賀登、三浦圭一、他 柏書房 1985
部落 総記 事典 8 34 部落問題学習年表＜市民学習シリーズ８＞ 兵庫部落問題研究所編 兵庫部落問題研究所 1980
部落 総記 資料集 62 92 部落解放人権法令資料集 （社）部落解放研究所編 解放出版社 1988
部落 総記 年鑑 13 6 部落解放・人権年鑑　２００１年版 部落解放・人権研究所編 解放出版社 2002
部落 総記 機関紙 55 6 そくしん　縮刷版　1953.9～1970.11 大阪市同和事業促進協議会編 大阪市同和事業促進協議会 1973
部落 総記 機関紙 55 7 みんながつくる　'79 解放新聞大阪支局編 解放新聞大阪支局 1979
部落 総記 機関紙 55 8 みんながつくる　'80 解放新聞大阪支局編 解放新聞大阪支局 1980
部落 総記 機関紙 62 108 解放新聞　縮刷版　第19巻　１９８６ 解放新聞社編 解放新聞社 1986

部落 現状 学習・入門 56 25 部落問題要説 部落解放研究所編 解放出版社 1978
部落 現状 学習・入門 56 26 部落問題概説 部落解放研究所編 解放出版社 1976
部落 現状 学習・入門 58 11 The Invisible Visible Minority　‐Japan's　Brakumin‐ 部落解放研究所 解放出版社 1977
部落 現状 学習・入門 58 50 開け心が窓ならば 読売新聞大阪社会部編 解放出版社 1983
部落 現状 学習・入門 58 64 部落問題入門 村越末男 明治図書 1977
部落 現状 学習・入門 58 86 盛田嘉徳　部落問題選集 盛田嘉徳 解放出版社 1982
部落 現状 学習・入門 60 1 講座　差別と人権　１　部落Ⅰ 磯村英一、一番ヶ瀬康子、原田伴彦 雄山閣 1984
部落 現状 学習・入門 60 2 講座　差別と人権　２　部落Ⅱ 磯村英一、一番ヶ瀬康子、原田伴彦 雄山閣 1985
部落 現状 学習・入門 62 20 新版　みんなの部落問題 東上高志 部落問題研究所 1985
部落 現状 学習・入門 62 22 新版　やさしい部落問題 東上高志 部落問題研究所 1985
部落 現状 学習・入門 62 74 AGAINST BURAKU, TODAY 部落解放研究所編 部落解放研究所 1986
部落 現状 学習・入門 6 30 Ｑ&Ａ　同和問題の基礎知識　第２版 小森哲郎 明石書店 1992
部落 現状 学習・入門 7 24 Ｄｏｗａ　Ｅducation 部落解放研究所編 解放出版社 1995
部落 現状 学習・入門 8 52 あした元気になれ　部落（ムラ）に生まれてよかった 松村智広 解放出版社 1996
部落 現状 学習・入門 9 51 ヤッホー人生、道なかば　解放への歩みをともに 北窓正明 解放出版社 1993
部落 現状 学習・入門 10 32 部落民とは何か 藤田敬一 阿吽社 1998
部落 現状 学習・入門 14 38 知っていますか？部落問題一問一答　第２版 「知っていますか？部落問題一問一答」編集委員会編 解放出版社 2002
部落 現状 学習・入門 16 22 続　あした天気になあれ 松村智広 解放出版社 2004
部落 現状 学習・入門 16 40 写真でみる戦後６０年　部落解放運動の歩み 部落解放・人権研究所編 解放出版社 2004
部落 現状 学習・入門 18 29 ハートで挑戦！　自己解放への道 川口泰司 解放出版社 2006
部落 現状 学習・入門 19 22 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 2007
部落 現状 学習・入門 20 16 太郎が恋をする頃までには・・・ 栗原美和子 幻冬舎 2008
部落 現状 学習・入門 21 34 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 2009
部落 現状 学習・入門 22 11 部落に生きる　部落と出合う　東京の部落問題入門 部落解放同盟東京都連合会 部落解放同盟東京都連合会 2010
部落 現状 学習・入門 25 16 知っていますか？部落問題一問一答　第３版 奥田　均 解放出版社 2013
部落 現状 学習・入門 27 6 はじめての部落問題 角岡伸彦 文藝春秋 2005
部落 現状 学習・入門 28 整51 人権と同和問題 菱山謙二 明石書店 1990
部落 現状 学習・入門 28 整105 やさしい同和問題の知識　新版 磯村英一 明石書店 1986
部落 現状 実態 55 22 部落差別は本当になくなったのか 部落解放同盟中央本部編 解放出版社 1979
部落 現状 実態 56 45 部落解放新書７　部落差別　大阪の現場から サンケイ新聞社大阪本社社会部編 解放出版社 1975
部落 現状 実態 56 70 こんな差別が 小林初枝 筑摩書房 1980
部落 現状 実態 56 135 部落産業の現状と課題 鶴嶋雪嶺 解放出版社 1981
部落 現状 実態 56 137 差別は生きている 「同特法」強化改正要求国民運動大阪実行委員会編 「同特法」強化改正要求国民運動大阪実行委員会 1980
部落 現状 実態 58 85 農山村部落の仕事と生活　南但馬における部落実態分析 石元清英 兵庫部落解放研究所 1983
部落 現状 実態 59 45 部落差別の社会学的研究 山本　登 明石書店 1984
部落 現状 実態 60 9 解放社会学双書３　現代社会の差別意識 福岡安則 明石書店 1985
部落 現状 実態 60 67 自動車解体共和国 部落解放同盟京都府連合会六区支部編 三一書房 1985
部落 現状 実態 61 23 図説　今日の部落差別　各地の実態調査結果より　 村越末男、三輪嘉男監修 解放出版社 1986
部落 現状 実態 61 38 同和問題と同和団体 高木正幸 土曜美術社 1986
部落 現状 実態 61 57 憲法と部落問題 部落解放研究所編 部落解放研究所 1986
部落 現状 実態 62 87 「いのち・愛・人権展」　報告書 「いのち・愛・人権展」中央実行委員会編 「いのち・愛・人権展」中央実行委員会 1986
部落 現状 実態 62 88 見つめよう差別のこの現実 部落解放同盟中央本部編 部落解放同盟中央本部 1986
部落 現状 実態 62 113 知りたがらない日本人　フランス人のみた部落問題 マリージョゼ・バルボ 柏書房 1983
部落 現状 実態 62 115 市民学習シリーズ２１　図説　部落問題をめぐる意識の実態 杉之原寿一 兵庫部落問題研究所 1987
部落 現状 実態 63 35 きょうだい３　しゃべくり　めくり 大川恵美子 解放出版社 1988
部落 現状 実態 2 65 いのち　愛　人権　部落差別は、いま２ 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 1990
部落 現状 実態 3 21 図説　今日の部落差別　第2版　各地の実態調査結果より 部落解放研究所編 解放出版社 1992
部落 現状 実態 3 32 部落差別と人権Ⅱ　ＦＯＲ　ＢＥＧＩＮＮＥＲＳ 川内俊彦 現代書館 1998
部落 現状 実態 4 84 部落解放と人権啓発　部落解放・人権啓発基本方向作成委員会報告書 部落解放・人権啓発基本方向作成委員会編 解放出版社 1988
部落 現状 実態 6 61 花より団子　人権侵害への提言 田村正男 解放出版社 1994
部落 現状 実態 6 62 ルポルタージュ　部落　四国・九州編 解放新聞社編 解放出版社 1994
部落 現状 実態 9 1 図説　今日の部落差別　各地の実態調査結果より　第３版 部落解放研究所編 解放出版社 1997
部落 現状 実態 10 14 部落差別ここにも　出発は「現実」の直視から 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 1998
部落 現状 実態 11 1 変容する部落　多様化のなかの差別 部落解放・人権研究所編 解放出版社 1999
部落 現状 実態 11 41 人権ブックレット５５　人権社会のシステムを　身元調査の実態から 北口末広 解放出版社 1999
部落 現状 実態 14 16 森の棘　花の記憶 にしばねよしこ、南一平作画 解放出版社 2001
部落 現状 実態 14 27 １８人の若者たちが語る　部落のアイデンティティ 松下一世 解放出版社 2002
部落 現状 実態 14 32 「人権の宝島」冒険　2000年部落問題調査・１０の発見 奥田　均 解放出版社 2002
部落 現状 実態 03 10 土地差別問題の研究 奥田　均 解放出版社 2003
部落 現状 実態 19 1 結婚差別　データで読む現実と課題 奥田　均 解放出版社 2007
部落 現状 実態 22 13 部落差別をこえて 臼井敏男 朝日新聞出版 2010
部落 現状 実態 26 9 部落問題と向きあう若者たち 内田龍史 解放出版社 2014
部落 現状 実態 28 整111 人権ブックレット１５　放置された１０００部落　事業未実施地域をみて 北　孔介 解放出版社 1989
部落 現状 実態 28 整117 ドキュメント屠場 鎌田　慧 岩波書店 1998
部落 現状 生活 55 23 私の歩んできた道　差別の中を生きぬいて 部落解放同盟中央本部編 解放出版社 1978
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部落 現状 生活 56 37 被差別部落　そこに生きる人々　東日本編 土方鉄、高杉晋吾 三一書房 1980
部落 現状 生活 56 38 被差別部落　そこに生きる人々　Ⅰ農山漁村 土方鉄、八木晃介、他 三一書房 1978
部落 現状 生活 56 68 死んで花実が咲くものか　武州部落の唄と生活 小林初枝 解放出版社 1980
部落 現状 生活 56 69 被差別部落の世間ばなし　武州児玉の聞き書 小林初枝 筑摩書房 1979
部落 現状 生活 56 91 被差別部落の伝承と生活　信州の部落・古老聞き書き 柴田道子 三一書房 1972
部落 現状 生活 59 3 生きていくということは　大川恵美子講演集 大川恵美子 住吉同和教育推進協議会 1983
部落 現状 生活 59 8 反差別に生きる人びと 土方　鉄 明石書店 1984
部落 現状 生活 60 7 こうして生きてきた　運動Ⅰ 奈良県部落解放研究所編 奈良県部落解放研究所 1985
部落 現状 生活 62 11 暮らしのなかの部落問題 上田一雄 明石書店 1984
部落 現状 生活 63 74 住吉のくらしと仕事 住吉部落歴史研究会編 部落解放同盟大阪府連合会住吉支部 1988
部落 現状 生活 8 51 記録・阪神・淡路大震災と被差別部落 兵庫部落解放研究所編 解放出版社 1996
部落 現状 生活 9 27 太鼓職人 三宅都子 解放出版社 1997
部落 現状 生活 11 26 被差別部落の暮らしから 中山英一 朝日新聞社 1998
部落 現状 生活 13 16 部落の２１家族　ライフヒストリーからみる生活の変化と課題 部落解放・人権研究所編 解放出版社 2001
部落 現状 生活 28 整32 被差別部落の風景　現代日本の人権問題と向き合う 西田英二 明石書店 2004
部落 現状 生活 28 整87 日本の路地を旅する 上原善広 文藝春秋 2009

部落 運動 理論 55 9 「特別措置法」強化延長をめぐる国会論議 「同特法」強化延長要求国民運動中央実行委員会編 「同特法」強化延長要求国民運動中央実行委員会 1978
部落 運動 理論 56 27 現代融和教育批判 部落解放研究所編 解放出版社 1981
部落 運動 理論 56 35 部落解放理論の創造に向けて 師岡佑行、大賀正行、沖浦和光 解放出版社 1981
部落 運動 理論 56 46 部落解放新書８　部落解放のめざすもの 小森龍邦 解放出版社 1978
部落 運動 理論 56 74 部落解放と労働者 上杉佐一郎 解放出版社 1980
部落 運動 理論 56 75 部落解放の原点 上杉佐一郎 解放出版社 1981
部落 運動 理論 56 94 教育差別からの解放 高杉晋吾 三一書房 1976
部落 運動 理論 56 96 差別への転落　日本共産党批判 佐和慶太郎 解放出版社 1977
部落 運動 理論 56 98 部落解放と今日の労働運動 平垣美代司 解放出版社 1977
部落 運動 理論 56 105 現代における身分と階級　日本資本主義の部落問題 小森龍邦 亜紀書房 1981
部落 運動 理論 56 120 「特別措置法」強化改正、「基本法」制定をめざして 「同和対策事業特別措置法」強化改正要求国民運動中央実行委員会編 解放出版社 1982
部落 運動 理論 58 9 「同和対策新法」と今後の課題 部落解放研究所編 解放出版社 1982
部落 運動 理論 58 60 双書　部落解放２　解放の思想　その原点から教育を 全国解放教育研究会編 明治図書 1974
部落 運動 理論 58 61 双書　部落解放３　解放運動の理論と歴史 渡部　徹 明治図書 1974
部落 運動 理論 58 62 双書　部落解放４　部落の解放と人間の復権 上田卓三 明治図書 1974
部落 運動 理論 58 65 部落解放運動－その批判と反批判－ 小森龍邦 部落解放同盟広島県連合会 1975
部落 運動 理論 59 23 入門現代部落解放理論－水平社の宣言・綱領の精神を復権する－ 小森龍邦 解放出版社 1984
部落 運動 理論 61 10 自治労学校教材　自治労と部落解放運動 全日本自治団体労働組合 全日本自治団体労働組合教育宣伝局 1985
部落 運動 理論 61 12 今なぜ部落解放基本法か 高野真澄、他 解放出版社 1986
部落 運動 理論 61 44 「地対協」意見具申に抗議する 部落解放同盟中央本部編 解放出版社 1987
部落 運動 理論 61 53 部落差別と労働問題 吉村　励 明石書店 1986
部落 運動 理論 62 18 部落問題の解決 真田　是 部落問題研究所 1985
部落 運動 理論 62 54 現代部落解放論　いま部落解放に問われているもの 師岡佑行 明石書店 1987
部落 運動 理論 62 62 第１回部落解放尼崎青年集会報告集　さらに高く荊冠旗を掲げよ 部落解放尼崎青年実行委員会編 部落解放尼崎青年実行委員会 1986
部落 運動 理論 62 71 差別意識を拡大し、部落解放運動の弾圧を狙う地対室「啓発推進指針」を断固糾弾する！ 部落解放同盟中央本部編 部落解放同盟中央本部 1987
部落 運動 理論 62 83 部落解放をめざして　「地対協」部会報告を批判する 部落解放基本法制定要求国民運動中央実行委員会編 部落解放基本法制定要求国民運動中央実行委員会 1986
部落 運動 理論 62 94 部落解放と反差別国際連帯 友永健三 解放出版社 1987
部落 運動 理論 62 117 同和教育はいま 東上高志 部落問題研究所 1988
部落 運動 理論 62 118 部落差別はいま 杉之原寿一 部落問題研究所 1987
部落 運動 理論 62 119 「糾弾権」はいま 泉　幸夫 部落問題研究所 1987
部落 運動 理論 63 5 差別表現と糾弾 部落解放同盟中央本部編 解放出版社 1988
部落 運動 理論 63 55 部落解放への軌跡　部落解放基本法制定を求めて 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 1987
部落 運動 理論 1 9 部落問題要論 小森哲郎 解放出版社 1989
部落 運動 理論 1 23 人間解放の視座 平野一郎 解放出版社 1989
部落 運動 理論 1 32 人権ブックレット１７　部落解放・人権啓発基本方針 部落解放・人権啓発基本方向作成委員会編 解放出版社 1989
部落 運動 理論 3 9 人権ブックレット28　部落解放基本法とは 部落解放基本法制定要求中央実行委員会編 解放出版社 1991
部落 運動 理論 3 11 人権ブックレット30　第3期の部落解放運動　その理論と創造 大賀正行 解放出版社 1991
部落 運動 理論 4 14 「争点」すりかえる全解連　滅びへの愚行　第２集 部落解放同盟中央本部編 解放出版社 1992
部落 運動 理論 5 6 人権ブックレット３９　足元からの部落解放基本法実現へ　条例・宣言をつくろう 基本法制定要求国民運動中央実行委員会編 解放出版社 1993
部落 運動 理論 6 2 部落解放への視点　歴史・現状・展望　部落解放大学講座Ⅱ 部落解放研究所編 解放出版社 1994
部落 運動 理論 6 27 全国で「条例・宣言」を！　部落解放基本法制定に向けて 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 1994
部落 運動 理論 6 40 部落解放への挑戦　「補償」から「建設」へ 奥田　均 解放出版社 1994
部落 運動 理論 7 11 部落解放基本法の制定を 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 1995
部落 運動 理論 10 12 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 1998
部落 運動 理論 10 21 人権のステージ　夢とロマンの部落解放 奥田　均 解放出版社 1998
部落 運動 理論 13 11 人権の２１世紀創造にむけて　「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編 解放出版社 2000
部落 運動 理論 14 25 人権擁護法案/抜本修正への提案　どこを、どう、変える？ 部落解放・人権研究所 解放出版社 2002
部落 運動 理論 16 45 ＜癒し＞としての差別　ヒト社会の身体と関係の社会学 八木晃介 批評社 2004
部落 運動 理論 17 17 変革の時代　人権システム創造のために 北口末広 解放出版社 2005
部落 運動 理論 18 3 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編著 解放出版社 2006
部落 運動 理論 19 4 見なされる差別　なぜ、部落を避けるのか 奥田　均 解放出版社 2007
部落 運動 理論 21 5 格差拡大の時代　部落差別をなくすために 北口末広 解放出版社 2008
部落 運動 理論 22 32 差別のカラクリ 奥田　均 解放出版社 2009
部落 運動 理論 28 整52 現代部落解放運動の理論　排外主義路線と国民融合路線 杉之原寿一 兵庫部落問題研究所 1989
部落 運動 理論 28 整63 「部落解放同盟」はいま 成沢栄寿 部落問題研究所 1989
部落 運動 差別事件 55 24 世界宗教者平和会議における差別発言についての見解 部落解放同盟中央本部編 解放出版社 1979
部落 運動 差別事件 56 131 有賀弘・東京大学教授「差別」発言事件の調査・中間報告 （社）部落解放研究所編 （社）部落解放研究所 1981
部落 運動 差別事件 56 138 全国のあいつぐ差別事件（１９８１年） 「同特法」強化改正要求国民運動中央実行委員会編 「同特法」強化改正要求国民運動中央実行委員会 1981
部落 運動 差別事件 59 10 全国のあいつぐ差別事件　1981・1982年版 「同和対策事業特別措置法」強化改正要求国民運動中央実行委員会編 「同和対策事業特別措置法」強化改正要求国民運動実行委員会 1984
部落 運動 差別事件 61 59 全国のあいつぐ差別事件　1985・86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 1986
部落 運動 差別事件 62 109 全国のあいつぐ差別事件　1987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 1987
部落 運動 差別事件 1 30 全国のあいつぐ差別事件　1989年版 基本法制定要求中央実行委員会編 解放出版社 1989
部落 運動 差別事件 4 2 全国のあいつぐ差別事件　1992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 1992
部落 運動 差別事件 5 39 全国のあいつぐ差別事件　1993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 1993
部落 運動 差別事件 6 44 全国のあいつぐ差別事件　1994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 1995
部落 運動 差別事件 7 26 全国のあいつぐ差別事件　1995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 1995
部落 運動 差別事件 9 38 全国のあいつぐ差別事件　1997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 1997
部落 運動 差別事件 10 17 全国のあいつぐ差別事件　1998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 1998
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部落 運動 差別事件 28 整132 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 1999
部落 運動 差別事件 12 30 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 2000
部落 運動 差別事件 22 9 全国のあいつぐ差別事件　2010年度版 部落解放・人権政策確立要求中央実行委員会編 解放出版社 2010
部落 運動 差別事件 23 18 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 2011
部落 運動 差別事件 24 16 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 2012
部落 運動 差別事件 25 22 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 2013
部落 運動 差別事件 26 3 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 2014
部落 運動 差別事件 59 22 あいつぐ差別事件　1982 部落解放同盟大阪府連合会編 解放出版社 1982
部落 運動 差別事件 60 70 あいつぐ差別事件　1985 部落解放同盟大阪府連合会編 解放出版社 1986
部落 運動 差別事件 62 99 あいつぐ差別事件　1987 部落解放同盟大阪府連合会編 解放出版社 1988
部落 運動 差別事件 1 2 あいつぐ差別事件　1988 部落解放同盟大阪府連合会 解放出版社 1989
部落 運動 差別事件 4 39 あいつぐ差別事件　1992 部落解放同盟大阪府連合会編 解放出版社 1992
部落 運動 差別事件 5 44 あいつぐ差別事件　1993 部落解放同盟大阪府連合会編 解放出版社 1993
部落 運動 差別事件 8 46 あいつぐ差別事件　1996 部落解放同盟大阪府連合会編 解放出版社 1996
部落 運動 差別事件 9 43 あいつぐ差別事件　1997 部落解放同盟大阪府連合会編 解放出版社 1997
部落 運動 差別事件 10 28 あいつぐ差別事件　1998 部落解放同盟大阪府連合会編 解放出版社 1998
部落 運動 差別事件 11 44 あいつぐ差別事件　1999 部落解放同盟大阪府連合会編 解放出版社 1999
部落 運動 差別事件 28 整106 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 2000
部落 運動 差別事件 28 整107 あいつぐ差別事件　2001 部落解放同盟大阪府連合会編 解放出版社 2001
部落 運動 差別事件 59 2 １０年をふりかえって　「あいつぐ差別事件」冊子発行10周年記念誌 大阪府同和事業促進協議会編 解放出版社 1983
部落 運動 差別事件 62 67 糾弾　長野県丸子町糾弾集会と差別への闘い 小林大二 丸子町「糾弾」を考える会 1987
部落 運動 差別事件 63 33 人権ブックレット１２　オール・ロマンス事件　差別行政の糾弾闘争 平野一郎 部落解放研究所 1988
部落 運動 差別事件 7 17 はじけた家族　手記・結婚差別 和田武広 解放出版社 1995
部落 運動 差別事件 7 42 終わってはいない「部落地名総鑑」事件 部落解放同盟中央本部編 解放出版社 1995
部落 運動 差別事件 8 19 愛が引き裂かれた時　追跡ルポ・結婚差別 石飛仁、高橋幸晴 解放出版社 1996
部落 運動 差別事件 18 2 いま、改めて「部落地名総鑑」差別事件を問う 友永健三 解放出版社 2006
部落 運動 差別事件 23 2 連続大量差別はがき事件　被害者としての誇りをかけた闘い 浦本誉至史 解放出版社 2011
部落 運動 差別事件 28 整79 身元調査 藤林晋一郎 解放出版社 1985
部落 運動 狭山事件 56 31 実録　狭山事件　劇画差別が奪った青春 木山　茂 解放出版社 1973
部落 運動 狭山事件 58 68 狭山事件の真実 北川鉄夫 部落問題研究所 1981
部落 運動 狭山事件 60 16 冤罪・狭山事件　FOR BEGINNERS 雛元昌弘 現代書館 1984
部落 運動 狭山事件 60 47 自白崩壊　狭山裁判二十年 狭山事件再審弁護団編 日本評論社 1984
部落 運動 狭山事件 61 60 真実は細部に　狭山事件「自白」調書の分析 多田敏行 解放出版社 1986
部落 運動 狭山事件 63 34 人権ブックレット１３　狭山事件とは　冤罪とその構造 森井　章 部落解放研究所 1988
部落 運動 狭山事件 63 65 無実の獄２５年写真集 部落解放同盟中央狭山闘争本部編 解放出版社 1988
部落 運動 狭山事件 3 30 狭山自白　「不自然さ」の解明 山下恒男 日本評論社 1990
部落 運動 狭山事件 6 16 知っていますか？狭山事件一問一答 部落解放同盟中央本部中央狭山闘争本部編 解放出版社 1994
部落 運動 狭山事件 14 34 狭山裁判の超論理 半沢英一 解放出版社 2002
部落 運動 狭山事件 16 18 狭山事件　石川一雄、四十一年目の真実 鎌田　慧 草思社 2004
部落 運動 狭山事件 28 整19 狭山事件の告発状　権力犯罪の告発状・全文 亀井トム 三一書房 1978

部落 教育 保育・幼児教育 56 55 部落解放保育の創造 大阪府同和保育連絡協議会編 大阪府同和保育連絡協議会 1973
部落 教育 保育・幼児教育 56 56 部落解放保育の創造　第３集（保育内容編、保育運動編） 大阪府同和保育連絡協議会編 大阪府同和保育連絡協議会 1977
部落 教育 保育・幼児教育 56 57 部落解放保育の創造　第４集 大阪府同和保育連絡協議会編 大阪府同和保育連絡協議会 1979
部落 教育 保育・幼児教育 56 58 部落解放保育の創造　第５集 大阪府同和保育連絡協議会編 解放出版社 1981
部落 教育 保育・幼児教育 60 64 解放保育カリキュラムの創造　子どもや親、そして部落を見つめた保育実践 福岡県同和教育研究協議会解放保育研究部会 福岡県同和教育研究協議会解放保育研究部会 1985
部落 教育 保育・幼児教育 60 65 解放を担う子どもたち　道祖本「同和」保育運動の歩み 道祖本「同和」保育運動の歩み編集委員会 道祖本「同和」保育運動の歩み編集委員会 1985
部落 教育 保育・幼児教育 3 33 知っていますか？「同和」保育一問一答 大阪同和保育連絡協議会編 解放出版社 1991
部落 教育 保育・幼児教育 7 28 子どもが絵本と出あうとき　２ 林田哲治 解放出版社 1995
部落 教育 保育・幼児教育 7 33 子育ての四季　親として、教師として 阪口恵美子 解放出版社 1995
部落 教育 保育・幼児教育 9 23 人権と仲間関係97　仲間関係の発展とその実践　 人権と仲間関係研究会編 解放出版社 1997
部落 教育 保育・幼児教育 10 2 人権と仲間関係98　きめつけをなくす集団とは　 人権と仲間関係研究所編 解放出版社 1998
部落 教育 保育・幼児教育 13 34 人権と仲間関係2001　５つの窓から見た子どもの観察 人権と仲間関係研究会編 解放出版社 2001
部落 教育 保育・幼児教育 14 18 人権と仲間関係2002　遊び集団の発展を考える 人権と仲間関係研究会編 解放出版社 2002
部落 教育 保育・幼児教育 03 14 人権と仲間関係2003　子どもが光輝く時 人権と仲間関係研究会編 解放出版社 2003
部落 教育 保育・幼児教育 11 13 人権と仲間関係99　わかりやすい保育課題の見つけ方 人権と仲間関係研究会編 解放出版社 1999
部落 教育 保育・幼児教育 11 56 人権保育カリキュラム 鈴木祥藏、堀正嗣 明石書店 1999
部落 教育 保育・幼児教育 12 23 人権と仲間関係2000　わかりやすい保育課題の見つけ方Ⅱ 人権と仲間関係研究会編 解放出版社 2000

部落 教育 学校教育理論 55 20 解放教育の原点と進路保障 門田秀夫 明治図書 1974
部落 教育 学校教育理論 56 82 部落問題と解放教育　（改訂版） 村越末男 解放出版社 1976
部落 教育 学校教育理論 57 19 部落問題　資料と解説 部落解放研究所 解放出版社 1981
部落 教育 学校教育理論 58 47 部落解放教育論　近代学校を問いなおす 小沢有作 社会評論社 1982
部落 教育 学校教育理論 58 77 同和教育の基礎理論 東　義和 明石書店 1982
部落 教育 学校教育理論 61 4 教育新書10　「同和」教育はなぜ必要か 村越末男 明治図書出版 1985
部落 教育 学校教育理論 62 19 現代同和教育論 石田眞一 部落問題研究所 1985
部落 教育 学校教育理論 62 21 やさしい学校同和教育 東上高志 部落問題研究所 1985
部落 教育 学校教育理論 62 101 人権ブックレット７　解放教育のめざすもの　臨時教育審議会答申を考える 鈴木祥藏 解放出版社 1987
部落 教育 学校教育理論 62 107 確かないとなみをたばねて 全国同和教育研究協議会編 全国同和教育研究協議会 1987
部落 教育 学校教育理論 1 4 同和教育の理論 中尾健次、森実編、中野陸男監修 東信堂 1987
部落 教育 学校教育理論 2 46 人権ブックレット22　すべての子どもに人権を　子どもの権利条約の解説 鈴木祥藏 部落解放研究所 1990
部落 教育 学校教育理論 2 79 にんげん　３ねん  １８訂版 全国解放教育研究会編 明治図書 1990
部落 教育 学校教育理論 2 80 にんげん　４ねん  ２１訂版 全国解放教育研究会編 明治図書 1990
部落 教育 学校教育理論 2 81 にんげん　５ねん  １２訂版 全国解放教育研究会編 明治図書 1981
部落 教育 学校教育理論 2 83 にんげん　中学生  ３訂版 全国解放教育研究会編 明治図書 1972
部落 教育 学校教育理論 2 84 解放教育読本　にんげん　指導の手引き 全国解放教育研究会編 明治図書 1971
部落 教育 学校教育理論 5 22 部落史をどう教えるか　第２版 稲垣有一、寺木伸明、中尾健次 解放出版社 1993
部落 教育 学校教育理論 9 19 部落史学習をどうすすめるか　教師のための学習資料　第二版 寺木伸明、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 1996
部落 教育 学校教育理論 12 9 人権教育をひらく　同和教育への招待 中野睦夫、池田實、中尾健次、森実 解放出版社 2000
部落 教育 学校教育理論 13 32 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 2001
部落 教育 学校教育理論 14 3 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 2002
部落 教育 学校教育理論 21 25 元気のもとはつながる仲間　解放教育の再生をめざして 外川正明 解放出版社 2009
部落 教育 学校教育理論 28 整74 近世身分社会の捉え方　山川出版社高校日本史教科書を通して 塚田　孝 部落問題研究所 2010

☆部落問題 / 教育 / 保育・幼児教育

☆部落問題 / 教育 / 学校教育理論



部落 教育 学校教育理論 28 整98 部落史学習をどうすすめるか　教師のための学習資料　増補三訂版 寺木伸明 大阪同和教育研究協議会 1990
部落 教育 学校教育理論 28 整125 校長の学校改革　原点としての解放教育 西田秀秋 社会評論社 2001

部落 教育 学校教育実践 56 81 「同和」教育論ノート 元木健、村越末男編 解放出版社 1980
部落 教育 学校教育実践 56 28 部落解放を教師の手に　同和教育基礎資料 部落解放研究所編 解放出版社 1977
部落 教育 学校教育実践 56 44 部落解放新書６　反差別と教育労働 八木晃介 解放出版社 1978
部落 教育 学校教育実践 56 47 部落解放新書９　荊冠の叫び 西口敏夫 解放出版社 1979
部落 教育 学校教育実践 57 1-2 解放教育選書１６　親の思い子の思い 中川　福督 明治図書 1982
部落 教育 学校教育実践 58 59 解放教育選書２　部落と学校と変革 玉木　格 明治図書 1969
部落 教育 学校教育実践 58 80 「破戒」と同和教育　作文指導を通して 日下正義 明石書店 1982
部落 教育 学校教育実践 59 21 高校生の部落問題　（第2版） 部落解放研究所編 解放出版社 1979
部落 教育 学校教育実践 59 26 入門部落解放教育 部落解放研究所編 解放出版社 1983
部落 教育 学校教育実践 59 41 世直れのうた　ムラに支えられた教師たちの記録 原田嘉男、勝川周郎、衣笠博明 明治図書 1984
部落 教育 学校教育実践 60 6 底辺からみた学校教育－戦前の歴史－ 赤塚康雄 解放出版社 1985
部落 教育 学校教育実践 60 15 部落問題と基本的人権の教育 村越末男 明治図書 1982
部落 教育 学校教育実践 60 45 反差別の学級集団づくり　荒らされる子と荒らされる状況と 野口道彦、野口良子 明石書店 1985
部落 教育 学校教育実践 60 54 解放教育実践論（上）　官製教育批判と解放教育闘争 黒田伊彦 柘植書房 1985
部落 教育 学校教育実践 60 55 解放教育実践論（下）　差別を許さない自主編成・自主教材 黒田伊彦 柘植書房 1985
部落 教育 学校教育実践 62 29 先生のおおきな手　－子どもに学ぶ教師の生きがい－ 笠松浩二 部落問題研究所 1986
部落 教育 学校教育実践 62 72 ルポ　解放教育の最前線をいく 中村拡三 明治図書 1987
部落 教育 学校教育実践 62 96 学力保障と解放教育 部落解放研究所編 解放出版社 1987
部落 教育 学校教育実践 63 27 同和教育実践の記録１　親のしごとと人権学習 奈良県同和教育研究会、大阪府・市同和教育研究協議会編 解放出版社 1986
部落 教育 学校教育実践 63 28 同和教育実践の記録２　綴ることと人権学習 奈良県同和教育研究会、大阪府・市同和教育研究協議会編 解放出版社 1986
部落 教育 学校教育実践 63 29 同和教育実践の記録３　地域をさぐる人権学習 奈良県同和教育研究会、大阪府・市同和教育研究協議会編 解放出版社 1987
部落 教育 学校教育実践 63 31 同和教育実践の記録５　文学の読みと人権学習 奈良県同和教育研究会、大阪府・市同和教育研究協議会編 解放出版社 1988
部落 教育 学校教育実践 63 46 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 1988
部落 教育 学校教育実践 63 61 人間の生き方と同和教育 佐藤文彦 部落問題研究所 1983
部落 教育 学校教育実践 2 20 １０代のアフタースクール　心優しき若ものたち 森口秀志 三一書房 1990
部落 教育 学校教育実践 6 32 伝承文化と同和教育　むこうに見えるは親の家 乾　武俊 明石書店 1988
部落 教育 学校教育実践 7 27 風鳴る丘の子どもたち なかのうみつお 解放出版社 1995
部落 教育 学校教育実践 8 13 地域の教育改革と学力保障 部落解放研究所編 解放出版社 1996
部落 教育 学校教育実践 9 24 これからの人権教育　新時代を拓くネットワーク 部落解放研究所編 解放出版社 1997
部落 教育 学校教育実践 9 41 心を育てる同和教育　感性と生き方をみつめて 田中　蔚 明石書店 1997
部落 教育 学校教育実践 10 30 食肉・皮革・太鼓の授業　人権教育の内容と方法 三宅都子 解放出版社 1998
部落 教育 学校教育実践 11 25 シリーズ解放教育の争点②　人間関係づくりとネットワーク (財）解放教育研究所編 明治図書 1997
部落 教育 学校教育実践 11 37 ２１世紀への学びの発信　地域と結ぶ総合学習 中野睦夫、長尾彰夫 解放出版社 1999
部落 教育 学校教育実践 11 47 人権の授業をつくる② 奈良県同和教育研究会、他編 解放出版社 1999
部落 教育 学校教育理論 12 36 地域の教育改革　学校と協働する教育コミュニティ 池田　實 解放出版社 2000
部落 教育 学校教育実践 13 43 つくって知ろう！かわ・皮・革　太鼓　 三宅都子、中川洋典 エルくらぶ（解放出版社） 2001
部落 教育 学校教育実践 13 52 教育コミュニティ・ハンドブック　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 2001
部落 教育 学校教育実践 14 10 つくって知ろう！かわ・皮・革　はじめての和太鼓演奏 坂東　誠 エルくらぶ（解放出版社） 2002
部落 教育 学校教育実践 14 29 私たちがめざす集団づくり 子どもが輝く学校に 松原市立布忍小学校教師集団 解放出版社 2002
部落 教育 学校教育実践 03 12 人権総合学習　つくって知ろう！かわ・皮・革　かわと小物 太田恭治、中島順子、三宅都子、山下美也子 エルくらぶ（解放出版社） 2003
部落 教育 学校教育実践 15 41 見えざる階層的不平等　ハイスクールウォーズⅡ 鍋島祥郎 解放出版社 2003
部落 教育 学校教育実践 15 48 人権総合学習　つくって知ろう！かわ・皮・革　くつ 太田恭治、中島順子、山下美也子 エルくらぶ（解放出版社） 2003
部落 教育 学校教育実践 16 17 人権総合学習　つくって知ろう！かわ・皮・革　学習ガイドブック 太田恭治、中島順子、山下美也子 エルくらぶ（解放出版社） 2004
部落 教育 学校教育実践 16 32 人権と仲間関係２００４　子どもが光り輝く時　パートⅡ　人権行動の育ち 人権と仲間関係研究会編 解放出版社 2004
部落 教育 学校教育実践 16 37 知っていますか？同和教育一問一答　第２版 森　実 解放出版社 2004
部落 教育 学校教育実践 16 38 どうすれば子どもは書くか　生活つづり方への指導のステップ 坂田次男 解放出版社 2004
部落 教育 学校教育実践 17 24 人権と仲間関係2005　子どもが光り輝く時　パートⅢ 人権と仲間関係研究会編 解放出版社 2005
部落 教育 学校教育実践 21 37 部落問題学習の授業ネタ 部落問題学習ネタつくろう会編 解放出版社 2009
部落 教育 学校教育実践 24 1 松原三中から始まる物語　解放への光を求める教師たち 矢野洋、月嶋楡 解放出版社 2012
部落 教育 学校教育理論 28 整11 私たちの部落問題　解放の火をかかげよう 部落解放研究所編 解放出版社 1975
部落 教育 学校教育実践 28 整14 こころを明日へ　あなたに出会えたから 兵庫部落出身教職員の会（礎友会）編 （社）兵庫部落解放研究所 1996
部落 教育 学校教育実践 28 整15 新訂版　問われているもの 兵庫県高等学校教職員組合解放教育専門委員会編 明治図書 1972
部落 教育 学校教育実践 28 整37 解放教育の展開１　学力保障と教育内容の創造 解放教育研究所編 明治図書 1985
部落 教育 学校教育実践 28 整60 現代における部落問題の授業　小学生の部 広島市立長尾小学校同和教育推進委員会 東方出版 1989
部落 教育 学校教育実践 28 整116 共生の教育へⅠ　物知り教育から解放教育へ 小沢有作 明石書店 1994
部落 教育 学校教育実践 28 整121 解放教育教科書③　子ども会の歴史と現状 中村拡三 明治図書 1978
部落 教育 学校教育実践 28 整128 人権教育の明日を拓く　差別に向き合い躍動する子どもたち 北窓正明 明治図書 1992

部落 教育 社会教育・啓発 55 36 社会啓発入門１　差別事件と社会啓発 部落解放研究所編 解放出版社 1979
部落 教育 社会教育・啓発 55 37 社会啓発入門２　差別意識と社会啓発 部落解放研究所編 解放出版社 1979
部落 教育 社会教育・啓発 55 38 社会啓発入門３　地域・職場の集団づくり 部落解放研究所編 解放出版社 1979
部落 教育 社会教育・啓発 55 39 社会啓発入門４　演習　広報誌づくり 部落解放研究所編 解放出版社 1979
部落 教育 社会教育・啓発 55 40 社会啓発入門５　演習　映画による学び方 部落解放研究所編 解放出版社 1979
部落 教育 社会教育・啓発 55 41 社会啓発入門６　演習　行事プログラム 部落解放研究所編 解放出版社 1979
部落 教育 社会教育・啓発 57 5 差別と私たちの暮らし 吉田猪三巳 解放出版社 1982
部落 教育 社会教育・啓発 57 18 遠くより近くを　差別を考える視点 田村正男 解放出版社 1982
部落 教育 社会教育・啓発 58 4 人権問題と同和教育 磯村英一 解放出版社 1983
部落 教育 社会教育・啓発 58 7 これからの社会啓発　部落問題を学ぶために 小森哲郎 解放出版社 1983
部落 教育 社会教育・啓発 58 49 差別の壁の前で 神戸新聞社会部編 解放出版社 1984
部落 教育 社会教育・啓発 59 1 社会同和教育３　企業研修入門 香野貞人 解放出版社 1983
部落 教育 社会教育・啓発 60 18 同和問題と人権啓発 磯村英一 解放出版社 1985
部落 教育 社会教育・啓発 62 17 同和教育の実践５　社会教育における同和教育 社会同和教育研究会編 部落問題研究所 1983
部落 教育 社会教育・啓発 62 23 同和教育テキスト　働くものの同和問題 東上高志 部落問題研究所 1981
部落 教育 社会教育・啓発 62 24 やさしい企業内同和研修 東上高志 部落問題研究所 1985
部落 教育 社会教育・啓発 62 75 社会啓発双書２　これからの職場啓発 部落解放研究所編 解放出版社 1986
部落 教育 社会教育・啓発 62 81 人権ブックレット４　入門企業と部落問題 部落解放研究所編 解放出版社 1987
部落 教育 社会教育・啓発 62 91 社会同和教育４　企業研修の実際 香野貞人 解放出版社 1987
部落 教育 社会教育・啓発 62 105 人権啓発の前進のために　<中間報告書>１９８８年２月 部落解放・人権啓発基本方向作成委員会編 部落解放研究所 1988
部落 教育 社会教育・啓発 63 32 人権ブックレット１０　心に翼を　私の部落問題 部落解放研究所編 解放出版社 1988
部落 教育 社会教育・啓発 63 54 同和問題理解のために　研修推進必携 竹村　毅 労務行政研究所 1987

☆部落問題 / 教育 / 学校教育実践

☆部落問題 / 教育 / 社会教育・啓発



部落 教育 社会教育・啓発 1 7 社会啓発双書①　地域における人権草の根運動 部落解放研究所編 解放出版社 1985
部落 教育 社会教育・啓発 1 16 けいはつ「ケガレ」意識を考える 奈良部落解放研究所編 奈良部落解放研究所 1989
部落 教育 社会教育・啓発 1 28 人権と教育　社会啓発の基礎理論 元木　健 解放出版社 1989
部落 教育 社会教育・啓発 1 35 人権ブックレット２０　熱と光を　私の労働体験 部落解放研究所編 解放出版社 1990
部落 教育 社会教育・啓発 2 67 人権ブックレット24　国際化時代の企業と人権 小林洋一郎 解放出版社 1990
部落 教育 社会教育・啓発 4 11 ここが大切！人権啓発 山中多美男 解放出版社 1992
部落 教育 社会教育・啓発 4 17 人権ブックレット38　自分らしく学ぶ　啓発新時代 加藤敏明 解放出版社 1992
部落 教育 社会教育・啓発 4 63 社会同和教育シリーズ１　企業と部落問題学習 部落解放研究所編 解放出版社 1977
部落 教育 社会教育・啓発 5 27 人権ブックレット40　職場研修をどうすすめるか 藤原俊昭 解放出版社 1993
部落 教育 社会教育・啓発 5 38 人権ブックレット43　参加型学習とリーダー養成　話し合い学びあいの部落問題学習 武本　勝 部落解放研究所 1993
部落 教育 社会教育・啓発 7 14 人権意識論 田宮　武 明石書店 1995
部落 教育 社会教育・啓発 7 29 人権時代の生涯学習　啓発と理論と方法 部落解放研究所編 解放出版社 1995
部落 教育 社会教育・啓発 8 26 部落問題と「市民啓発」 長谷川善計 兵庫部落問題研究所 1994
部落 教育 社会教育・啓発 9 15 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編 （財）人権教育啓発推進センター 1997
部落 教育 社会教育・啓発 9 40 感性に問う人権啓発 田中　蔚 明石書店 1995
部落 教育 社会教育・啓発 9 71 人権啓発ものがたり 松本城洲夫 解放出版社 1998
部落 教育 社会教育・啓発 10 4 人権談話室　企業啓発のヒント 香野貞人 解放出版社 1998
部落 教育 社会教育・啓発 10 18 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 1998
部落 教育 社会教育・啓発 10 31 勇気がでてくる人権学習　傍観から行動へ[参画型部落問題教材] 白井俊一 解放出版社 1998
部落 教育 社会教育・啓発 11 59 自分を見つめ解き放つ　部落解放・人権大学講座25周年 （社）部落解放・人権研究所編 解放出版社 1998
部落 教育 社会教育・啓発 15 18 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 2003
部落 教育 社会教育・啓発 17 1 必携　あなたもできる　企業研修ハンドブック 大阪同和・人権問題企業連絡会編 解放出版社 2005
部落 教育 社会教育・啓発 20 6 おとなの学び　人権研修リーダーのために 部落解放・人権研究所編 解放出版社 2008
部落 教育 社会教育・啓発 20 14 ＣＳＲと人権（企業の社会責任）　雇用・職業を中心に 竹村　毅 解放出版社 2008
部落 教育 社会教育・啓発 24 5 やってみよう！人権・部落問題プログラム　行動につなげる参加型学習 大阪府人権協会編 解放出版社 2012
部落 教育 社会教育・啓発 25 5 人権ＣＳＲガイドライン　企業経営に人権を組み込むとは 菅原絵美 解放出版社 2013
部落 教育 社会教育・啓発 28 整8 同和啓発の考え方進め方 東上高志 部落問題研究所 1986
部落 教育 社会教育・啓発 28 整41 教育と家族の不平等問題　被差別部落の内と外 神原文子 恒星社厚生閣 2000

部落 行政 行政理論 56 119 同和問題と同和対策 磯村英一 解放出版社 1982
部落 行政 行政理論 58 3 同和行政の創造 寺尾孔明 解放出版社 1982
部落 行政 行政理論 58 87 同和行政論　Ⅰ（沿革、労働、啓発、隣保） 磯村英一 明石書店 1983
部落 行政 行政理論 58 88 同和行政論　Ⅱ（新法、財政、人権、福祉） 磯村英一 明石書店 1983
部落 行政 行政理論 59 9 同和政策の歴史 藤野　豊 解放出版社 1984
部落 行政 行政理論 61 21 同和行政論Ⅴ　特措法十八年の総括と展望 磯村英一 明石書店 1986
部落 行政 行政理論 61 33 同和問題ハンドブック 磯村英一 公務職員研修協会 1986
部落 行政 行政理論 61 35 同和行政の話　誰にでもわかる人権教室 川内俊彦 明石書店 1986
部落 行政 行政理論 62 57 これからの地域改善対策　第２回地域改善問題シンポジウム 地域改善対策研究所編 土曜美術社 1987
部落 行政 行政理論 62 89 「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」の解説 総務庁長官官房地域改善対策室編 中央法規出版 1987
部落 行政 行政理論 62 90 同和問題解決への展望 熊代昭彦 中央法規出版 1988
部落 行政 行政理論 62 102 人権ブックレット８　「同対審」答申の意義と今日 大賀正行 解放出版社 1988
部落 行政 行政理論 62 123 部落問題学習史料＜第４版＞　「地域改善財特法」に関わって 部落問題研究所編 部落問題研究所 1988
部落 行政 行政理論 63 47 慟哭する人権擁護行政　法務省「人権侵犯」の差別構造 小森龍邦 解放出版社 1988
部落 行政 行政理論 4 74 地方自治職員研修　臨時増刊号　２６９号　地域・自治体国際化の可能性 公務職員研修協会編 公務職員研修協会 1988
部落 行政 行政理論 5 18 企業と同和問題　公正な採用・選考のために 労働省職業安定局雇用促進室編 労働省 1992
部落 行政 行政理論 12 27 ２１世紀日本の人権政策　人権フォーラム２１の提言案 人権フォーラム２１編 解放出版社 2000
部落 行政 行政理論 17 23 人権相談テキストブック 北口末広、村井茂編 解放出版社 2005
部落 行政 行政理論 21 3 同和行政がきちんとわかるＱ&Ａ 奥田均、村井茂 解放出版社 2008
部落 行政 行政理論 27 18 隣保館運営の手引き　増補改訂版 全国隣保館連絡協議会 全国隣保館連絡協議会 2015
部落 行政 行政理論 28 整16 部落差別調査等規制条例の制定と意義 部落解放研究所編 解放出版社 1985
部落 行政 行政理論 28 整112 同和行政はいま 杉之原寿一 部落問題研究所 1988
部落 行政 行政実践 61 34 地域改善対策事業－その調査と分析－ 地域改善対策研究所編 ぎょうせい 1986
部落 行政 行政実践 62 59 同和問題　現状と今後の課題　昭和61年度指導者養成研修会講演集 総務庁長官官房地域改善対策室編 中央法規出版 1987
部落 行政 行政実践 4 29 よあけ　同和問題研修資料’84　学習編、資料編（各１冊） 北九州市同和問題啓発推進協議会編 北九州市同和問題啓発推進協議会 1984
部落 行政 行政実践 4 75 ＜改訂版＞行政責務と国民課題　同和問題解決への結集 和歌山県同和委員会編 和歌山県同和委員会 1987
部落 行政 行政実践 9 18 人権啓発への展望　「平成８年度人権・同和問題に関する指導者養成研修会」記録 総務庁長官官房地域改善対策室編 中央法規出版 1997
部落 行政 行政実践 9 37 人権条例とまちづくり　地方分権の視野から 部落解放研究所編 解放出版社 1997
部落 行政 行政実践 9 63 証言　京都市の同和行政　雄々しき仲間たち 豊田慶治 部落問題研究所 1996
部落 行政 行政実践 13 57 人権ブックレット58　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編 部落解放・人権研究所 2000
部落 行政 行政実践 24 12 隣保館　まちづくりの拠点として 大北規句雄 解放出版社 2012

部落 歴史 通史 56 40 部落解放新書２　入門部落の歴史 原田伴彦 解放出版社 1977
部落 歴史 通史 56 118 人権の歴史　同和教育指導の手引き 小林　茂 山川出版社 1981
部落 歴史 通史 56 140 現代における“部落の歴史”考　部落の歴史から何を学ぶか 天野卓郎 東方出版 1970
部落 歴史 通史 58 38 部落の歴史と解放理論 井上　清 田畑書店 1969
部落 歴史 通史 58 81 同和教育の歴史的研究 東　義和 明石書店 1982
部落 歴史 通史 59 38 人権のあゆみ 小林　茂編 山川出版社 1984
部落 歴史 通史 59 史28 部落の歴史と解放運動 奈良本辰也 解放出版社 1975
部落 歴史 通史 60 12 被差別部落の構造と形成 川元祥一 三一書房 1985
部落 歴史 通史 60 51 人権ブックレット１　部落の歴史　差別の歴史から学ぶ 小林　茂 (社)部落解放研究所 1985
部落 歴史 通史 61 13 辺縁の未解放部落史研究 木下　浩 柏書房 1986
部落 歴史 通史 61 32 人間解放の指標 近畿大学部落問題研究室編 ぎょうせい 1986
部落 歴史 通史 61 史270 授業教材　日本民衆と部落の歴史 久保井規夫 教育労働出版会 1985
部落 歴史 通史 62 122 部落の生活史 部落問題研究所編 部落問題研究所 1988
部落 歴史 通史 63 15 部落史の見方考え方 寺木伸明 解放出版社 1989
部落 歴史 通史 1 13 部落解放史　上巻　熱と光を 部落解放研究所編 部落解放研究所 1989
部落 歴史 通史 1 14 部落解放史　中巻　熱と光を 部落解放研究所編 部落解放研究所 1989
部落 歴史 通史 1 8 部落解放史　下巻　熱と光を 部落解放研究所編 部落解放研究所 1989
部落 歴史 通史 4 55 被差別部落一千年史 高橋貞樹 岩波書店 1992
部落 歴史 通史 6 58 日本の歴史と部落問題 大阪人権歴史資料館編 解放出版社 1990
部落 歴史 通史 9 17 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 1997
部落 歴史 通史 9 74 部落史がわかる 渡辺俊雄 解放出版社 1998
部落 歴史 通史 11 29 ＜続＞部落史の再発見 部落解放・人権研究所編 解放出版社 1999

☆部落問題 / 歴史 / 通史

☆部落問題 / 行政



部落 歴史 通史 12 40 「部落史」論争を読み解く　戦後思想の流れの中で 沖浦和光 解放出版社 2000
部落 歴史 通史 14 22 部落の歴史　前近代 寺木伸明 解放出版社 2002
部落 歴史 通史 16 1 人物でつづる被差別民の歴史 中尾健次、黒川みどり 解放出版社 2004
部落 歴史 通史 21 22 部落史研究からの発信　第１巻 前近代篇 寺木伸明、中尾健次 解放出版社 2009
部落 歴史 通史 21 39 部落史研究からの発信　第２巻近代編 黒川みどり 解放出版社 2009
部落 歴史 通史 21 43 部落史研究からの発信　第３巻　現代編 友永健三、渡辺俊雄 解放出版社 2009
部落 歴史 通史 22 5 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 2010
部落 歴史 通史 22 7 ビジュアル部落史 大阪人権博物館編 解放出版社 2010
部落 歴史 通史 25 2 部落・差別の歴史　職能・分業・社会的位置・歴史的性格 藤沢靖介 解放出版社 2013
部落 歴史 通史 25 8 まちかどの芸能史 村上紀夫 解放出版社 2013
部落 歴史 通史 28 整62 被差別民とその部落の起こりと歴史　被差別部落法制史と人権 山中順雅 国書刊行会 1999
部落 歴史 通史 28 整66 部落史研究ハンドブック 小林茂、秋定嘉和 雄山閣 1989

部落 歴史 中世・近世 56 149 江戸時代被差別身分層の生活史 高柳金芳 明石書店 1979
部落 歴史 中世・近世 58 21 一向一揆と部落　被差別部落の起源 石尾芳久 三一書房 1983
部落 歴史 中世・近世 58 51 近世部落の史的研究　上 部落解放研究所編 解放出版社 1979
部落 歴史 中世・近世 58 52 近世部落の史的研究　下 部落解放研究所編 解放出版社 1979
部落 歴史 中世・近世 59 31 史料と教育　同和教育の研究のために 安達五男 清水書院 1983
部落 歴史 中世・近世 59 32 日本民衆文化の源郷　被差別部落の民族と芸能 沖浦和光 解放出版社 1984
部落 歴史 中世・近世 60 34 日本の聖と賤　中世篇 野間　宏、沖浦和光 人文書院 1985
部落 歴史 中世・近世 60 35 浅草弾左衛門　第１部　天保青春編 塩見鮮一郎 批評社 1985
部落 歴史 中世・近世 61 24 非常民の民俗文化　生活民俗と差別昔話 赤松啓介 明石書店 1986
部落 歴史 中世・近世 61 31 近世部落の成立と展開 寺木伸明 解放出版社 1986
部落 歴史 中世・近世 61 史268 摂津国真宗開展史 日野照正 同朋舎 1986
部落 歴史 中世・近世 62 116 劇画・部落史シリーズ　渋染一揆　－ブンとサブ みゆき　てつ 部落問題研究所 1987
部落 歴史 中世・近世 2 86 被差別部落起源論序説　近世政治起源説の再生 寺木伸明 明石書店 1990
部落 歴史 中世・近世 3 27 中世の民衆と芸能 京都部落史研究所編 阿吽社 1986
部落 歴史 中世・近世 4 18 部落史を読みなおす　部落の起源と中世被差別民の系譜 上杉聰、寺木伸明、中尾健次 解放出版社 1992
部落 歴史 中世・近世 4 28 被差別部落の起源とは何か 寺木伸明 明石書店 1992
部落 歴史 中世・近世 7 19 民俗文化の深層　被差別部落の伝承を訪ねて 乾　武俊 解放出版社 1995
部落 歴史 中世・近世 8 7 部落史における東西　食肉と皮革 全国部落史研究交流会編 解放出版社 1996
部落 歴史 中世・近世 9 22 部落史研究１　多様な被差別民の世界 全国部落史研究交流会編 解放出版社 1997
部落 歴史 中世・近世 12 10 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 2000
部落 歴史 中世・近世 21 31 皮革の歴史と民俗 のびしょうじ 解放出版社 2009
部落 歴史 中世・近世 21 36 穢と大祓　増補版 山本幸司 解放出版社 2009
部落 歴史 中世・近世 22 3 花と死者の中世　キヨメとしての能・華・茶 中島　渉 解放出版社 2010
部落 歴史 中世・近世 22 15 河原者ノススメ　死穢と修羅の記憶 篠田正浩 幻戯書房 2009
部落 歴史 中世・近世 23 15 部落を襲った一揆　新装版 上杉　聰 解放出版社 2011
部落 歴史 中世・近世 28 整100 渋染一揆　改訂版 川元祥一 解放出版社 1988
部落 歴史 中世・近世 28 整129 中世から近世へ　賤民身分論 塚田孝、寺木伸明、他 明石書店 1994

部落 歴史 近代 56 116 近代被差別部落史研究 大串夏身 明石書店 1980
部落 歴史 近代 58 18 部落「解放令」の研究 小林　茂 解放出版社 1979
部落 歴史 近代 58 74 近代の教育と夜学校 桑村　寛 明石書店 1983
部落 歴史 近代 62 79 ニッポン靴物語 山川　暁 新潮社 1986
部落 歴史 近代 63 62 明治維新と部落解放令　海賊政之助由来書 石尾芳久 三一書房 1988
部落 歴史 近代 63 72 人権ブックレット１１　米騒動　水平社への道のり 部落解放研究所編 部落解放研究所 1988
部落 歴史 近代 1 27 明治維新と賤民廃止令 上杉　聰 解放出版社 1990
部落 歴史 近代 03 16 都市下層の社会史 小林丈広 解放出版社 2003
部落 歴史 近代 16 8 部落の歴史　近代 秋定嘉和 解放出版社 2004
部落 歴史 近代 16 24 つくりかえられる徴（しるし）　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 2004
部落 歴史 近代 22 2 近代日本の「他者」と向き合う 黒川みどり 解放出版社 2010
部落 歴史 近代 24 11 病む社会・国家と被差別部落 八箇亮仁 解放出版社 2012
部落 歴史 近代 28 整10 近代日本の社会的差別形成史の研究 安保則夫 明石書店 2007
部落 歴史 近代 28 整80 満州「被差別部落」移民　あの南天の木はまだあるか 麻野　涼 彩流社 2007
部落 歴史 近代 28 整84 明治初年　解放令反対一揆の研究 好並隆司 明石書店 1987

部落 歴史 近現代 56 84 戦後同和教育の歴史 鈴木祥藏、横田三郎、村越末男 解放出版社 1976
部落 歴史 近現代 56 85 戦後同和教育の歴史　資料編 鈴木祥藏、横田三郎、村越末男 解放出版社 1977
部落 歴史 近現代 58 82 戦後部落解放論争史　第１巻 師岡佑行 柘植書房 1980
部落 歴史 近現代 58 83 戦後部落解放論争史　第２巻 師岡佑行 柘植書房 1981
部落 歴史 近現代 58 84 戦後部落解放論争史　第３巻 師岡佑行 柘植書房 1982
部落 歴史 近現代 61 22 部落解放全国青年集会三十年史 部落解放同盟中央青年対策部編 解放出版社 1986
部落 歴史 近現代 63 4 現代史のなかの部落問題 渡辺俊雄 解放出版社 1988
部落 歴史 近現代 23 19 部落解放運動の歩み１００項　ビジュアルブック 部落解放・人権研究所編 解放出版社 2011
部落 歴史 近現代 28 整61 近代部落史　明治から現代まで 黒川みどり 平凡社 2011

部落 歴史 地方史 55 16 つくられた差別の町　近代・姫路　ある部落の歴史 高田寛明 解放出版社 1978
部落 歴史 地方史 56 64 京都部落史年表　近世篇（稿本） 京都部落史研究所編 京都部落史研究所 1979
部落 歴史 地方史 56 65 京都部落史年表　近代篇Ⅰ 京都部落史研究所編 京都部落史研究所 1980
部落 歴史 地方史 56 66 京都部落史年表　古代中世篇 京都部落史研究所編 京都部落史研究所 1981
部落 歴史 地方史 56 67 丹波調査報告書 京都部落史研究所編 京都部落史研究所 1981
部落 歴史 地方史 56 102 いばらと鎖からの解放　東京水平社と皮革産業労働者 古賀誠三郎 明石書店 1978
部落 歴史 地方史 56 114 東北・北越被差別部落史研究 原田伴彦、田中喜男 明石書店 1981
部落 歴史 地方史 56 141 東京の被差別部落 西　順蔵 明石書店 1981
部落 歴史 地方史 56 150 長州藩部落解放史研究 布引敏雄 三一書房 1980
部落 歴史 地方史 57 13 生きて闘って　南但馬の部落差別と解放運動 田宮　武 兵庫部落解放研究所 1982
部落 歴史 地方史 58 24 あゝ解放の旗高く　加島における部落解放のあゆみ 加島部落史研究会 加島部落史研究会 1983
部落 歴史 地方史 58 25 群馬県部落解放運動６０年史 部落解放同盟群馬県連合会 部落解放同盟群馬県連合会 1982
部落 歴史 地方史 58 66 兵庫の部落史　近世部落の成立と展開 石井善人、臼井寿光 神戸新聞総合出版センター 1980
部落 歴史 地方史 58 69 怒りの砂　第一部高州解放運動の歩み 村崎義正 部落問題研究所 1977

☆部落問題 / 歴史 / 中世・近世

☆部落問題 / 歴史 / 近代

☆部落問題 / 歴史 / 近現代

☆部落問題 / 歴史 / 地方史



部落 歴史 地方史 58 76 四国近世被差別部落史研究 三好昭一郎 明石書店 1982
部落 歴史 地方史 58 史21 高松の歴史と生活 上ノ島総合センター 上ノ島総合センター 1981
部落 歴史 地方史 59 4 吾等の叫び　南王寺水平社のたたかいに学ぶ 南王寺水平社創立60周年記念誌編集委員会編 南王寺水平者創立60周年記念誌編集委員会 1983
部落 歴史 地方史 59 6 被差別部落の大騒動　武州鼻緒騒動記 和気紀於 明石書店 1984
部落 歴史 地方史 59 史2 兵庫の部落解放史　研究・教育・史料　1977年第２号 兵庫の部落解放史研究会編 兵庫の部落解放史研究会 1977
部落 歴史 地方史 59 史3 兵庫の部落解放史　研究・教育・史料　1978年第３号 兵庫の部落解放史研究会編 兵庫の部落解放史研究会 1978
部落 歴史 地方史 59 史4 兵庫の部落解放史　研究・教育・史料　1981年第４号 兵庫の部落解放史研究会編 兵庫の部落解放史研究会 1981
部落 歴史 地方史 60 20 島村の歴史と生活 東の歴史を掘り起こす会 部落解放同盟大阪府連貝塚支部 1982
部落 歴史 地方史 60 33 福岡県被差別部落史の諸相　部落解放史研究叢書第１巻 福岡部落史研究会編 福岡部落史研究会 1979
部落 歴史 地方史 60 60 近世神奈川の被差別部落 荒井貢次郎、藤野豊編 明石書店 1985
部落 歴史 地方史 60 63 ながはし　子どもたちへ語りつぐもの 西成の歴史をききとる会 西成の歴史をききとる会 1985
部落 歴史 地方史 61 37 京都の部落問題４　戦後京都府社会教育史 部落問題研究所編 部落問題研究所 1985
部落 歴史 地方史 61 61 千葉県　部落解放１０年の歩み 部落解放同盟千葉県連合会編 明石書店 1987
部落 歴史 地方史 62 10 よき日之軌跡 磯本恒信 長崎県部落史研究所 1985
部落 歴史 地方史 62 30 部落の歴史　東日本編 部落問題研究所編 部落問題研究所 1983
部落 歴史 地方史 62 31 部落の歴史　近畿編 部落問題研究所編 部落問題研究所 1982
部落 歴史 地方史 62 84 大阪の同和教育史 大阪同和教育史料集編纂委員会編 解放出版社 1987
部落 歴史 地方史 62 120 猿まわし復活　－その調教と芸－ 村崎義正 部落問題研究所 1980
部落 歴史 地方史 63 14 物語り　武州鼻緒騒動 川元祥一 批評社 1988
部落 歴史 地方史 63 48 越前竹槍一揆論 上杉　聰、石龍豊美 海鳥社 1988
部落 歴史 地方史 63 78 尼崎部落解放史　本編 尼崎部落解放史編纂委員会編 （社）尼崎同和問題啓発促進協会 1988
部落 歴史 地方史 2 60 尼崎部落解放史　史料編Ⅰ 尼崎部落解放史編纂委員会 尼崎同和問題啓発促進協会 1990
部落 歴史 地方史 5 40 尼崎部落解放史　史料編Ⅱ 尼崎部落解放史編纂委員会編 （社）尼崎同和問題啓発促進協会 1993
部落 歴史 地方史 1 11 部落解放へのあゆみ　歴史の光と影・いま 三重部落解放研究会編 ホリゾン企画 1988
部落 歴史 地方史 1 15 奈良の部落史に学ぶ 上田正昭 明石書店 1989
部落 歴史 地方史 4 67 兵庫の部落史　第２巻　転換期の賤民構造 臼井寿光 神戸新聞総合出版センター 1984
部落 歴史 地方史 93⑤ 史-294 三木市部落仕関係書　非人番関係史料 安達五男 三木市教育委員会 1989
部落 歴史 地方史 7 12 新修　大阪の部落史　上巻 「大阪の部落史」編纂委員会編 解放出版社 1995
部落 歴史 地方史 7 47 愛知県の部落解放運動 部落解放同盟愛知県連合会編 解放出版社 1995
部落 歴史 地方史 7 52 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 1996
部落 歴史 地方史 9 12 近代大阪と部落問題 北崎豊二 解放出版社 1997
部落 歴史 地方史 9 46 渡辺・西浜・浪速　浪速部落の歴史 「浪速部落の歴史」編集委員会編 解放出版社 1997
部落 歴史 地方史 9 64 部落史からみた東京 本田　豊 亜紀書房 1990
部落 歴史 地方史 14 33 太鼓・皮革の町　浪速部落の３００年 「浪速部落の歴史」編纂委員会編 解放出版社 2002
部落 歴史 地方史 03 5 地域史のなかの部落問題 黒川みどり 解放出版社 2003
部落 歴史 地方史 03 17 瀬戸内の被差別部落　その歴史・文化・民俗 沖浦和光 解放出版社 2003
部落 歴史 地方史 20 11 阿波のでこまわし 辻本一英 解放出版社 2008
部落 歴史 地方史 26 14 続かくれスポット大阪 吉村智博 解放出版社 2015
部落 歴史 地方史 26 20 人権歴史マップ　丹波版 （社）ひょうご部落解放・人権研究所 （社）ひょうご部落解放・人権研究所 2007
部落 歴史 地方史 26 21 人権歴史マップ　阪神版 （社）ひょうご部落解放・人権研究所 （社）ひょうご部落解放・人権研究所 2008
部落 歴史 地方史 26 22 人権歴史マップ　但馬版 （一社）ひょうご部落解放・人権研究所 （一社）ひょうご部落解放・人権研究所 2011
部落 歴史 地方史 26 23 人権歴史マップ　淡路・神戸増補版 （一社）ひょうご部落解放・人権研究所 （一社）ひょうご部落解放・人権研究所 2014
部落 歴史 地方史 28 整40 人権歴史マップ　神戸版 （社）ひょうご部落解放・人権研究所編 （社）ひょうご部落解放・人権研究所 2005
部落 歴史 地方史 27 15 愛知の部落史 愛知部落解放・人権研究所編 解放出版社 2015
部落 歴史 地方史 28 整48 長州藩維新団　明治維新の水平軸 布引敏雄 解放出版社 2009
部落 歴史 地方史 28 整56 兵庫の解放運動　播磨篇 「兵庫の解放運動播磨篇」編集委員会 部落解放同盟高木支部 2009
部落 歴史 地方史 28 整64 被差別民の長崎・学　貿易とキリシタンと被差別部落 阿南重幸 長崎人権研究所 2009
部落 歴史 地方史 28 整65 被差別民たちの大阪　近世前期編 のびしょうじ 解放出版社 2007
部落 歴史 地方史 28 整78 部落史研究６　瀬戸内領国賤民制の構造と特質 全国同和教育研究協議会編 解放出版社 2002
部落 歴史 地方史 28 整90 兵庫の部落解放史５　研究・教育・史料 兵庫の部落解放史研究会編 明石書店 1985
部落 歴史 地方史 28 整96 人びとが語る暮らしの世界　野洲の部落史 野洲町部落史編さん委員会編 野洲町 1999
部落 歴史 地方史 28 整118 ふるさとらいさん 高田銀蔵 高田銀蔵 1978

部落 歴史 水平社 56 130 写真記録　全国水平社六十年史 部落解放同盟中央本部編 解放出版社 1982
部落 歴史 水平社 59 25 はためく荊冠旗　劇画－全国水平社運動史－ 土方　鉄 解放出版社 1984
部落 歴史 水平社 60 42 証言　全国水平社 福田雅子 日本放送出版協会 1985
部落 歴史 水平社 61 63 少年の日の水平社　舳松村の仲間たち 卒田正直 解放出版社 1987
部落 歴史 水平社 8 27 図説　水平社運動 「（仮称）水平社歴史館」建設推進委員会編 解放出版社 1996
部落 歴史 水平社 11 3 部落史研究３　部落民衆・国民国家論と水平運動 全国部落史研究交流会編 解放出版社 1999
部落 歴史 水平社 14 4 写真記録　全国水平社 部落解放同盟中央本部編 部落解放同盟中央本部 2002
部落 歴史 水平社 14 5 水平社宣言・綱領（外国語版） 部落解放・人権研究所編 解放出版社 2002
部落 歴史 水平社 14 8 全国水平社を支えた人びと 水平社博物館編 解放出版社 2002
部落 歴史 水平社 14 13 新版　水平社の源流 水平社博物館編 解放出版社 2002
部落 歴史 水平社 17 33 水平社宣言・解放歌 守安敏司、藤田正、朝治武 解放出版社 2005
部落 歴史 水平社 21 6 アジア・太平洋戦争と全国水平社 朝治　武 解放出版社 2008
部落 歴史 水平社 24 7 水平社宣言の熱と光 朝治武、守安敏司 解放出版社 2012
部落 歴史 水平社 26 13 水平社の原像　部落・差別・解放・運動・組織・人間 朝治　武 解放出版社 2001
部落 歴史 水平社 28 整12 水平記　松本治一郎と部落解放運動の１００年 高山文彦 新潮社 2005

部落 歴史 自伝・伝記・回想 56 39 部落解放新書１　松本治一朗対談集　不可侵、不可披侵 解放出版社編 解放出版社 1977
部落 歴史 自伝・伝記・回想 56 50 解放運動とともに　上田音市のあゆみ 三重県部落史研究会編 三重県良書出版会 1982
部落 歴史 自伝・伝記・回想 56 86 焦心疾走 寺本　知 豊中文学 1981
部落 歴史 自伝・伝記・回想 58 54 寄り道まわりみち 池田栄子 池田栄子 1984
部落 歴史 自伝・伝記・回想 58 67 筑豊に生きる　部落解放運動とともに五十年 松本吉之助 部落問題研究所 1977
部落 歴史 自伝・伝記・回想 59 40 きょうだい２　がんばってまっせ－解放運動と私のであい－ 解放新聞社大阪支局 解放出版社 1984
部落 歴史 自伝・伝記・回想 60 19 部落解放を求めつづけて　原田伴彦・部落問題選集 部落解放研究所編 解放出版社 1985
部落 歴史 自伝・伝記・回想 60 59 水平の旗をかかげて　解放の父・松本治一郎　 西田英二 解放出版社 1985
部落 歴史 自伝・伝記・回想 61 30 「下駄直し」の記 住田利雄 解放出版社 1986
部落 歴史 自伝・伝記・回想 61 50 俳諧師蕪村　差別の中の青春 小西愛之助 明石書店 1987
部落 歴史 自伝・伝記・回想 62 3 部落の子ども記　青春記 石田眞一 部落問題研究所 1986
部落 歴史 自伝・伝記・回想 62 13 涙を怒りにかえて　私の歩んできた道 部落解放同盟中央婦人対策部編 解放出版社 1984
部落 歴史 自伝・伝記・回想 1 3 反差別　さわらぎ　地下を誇りに　労働と生い立ちの記 沢良宜地区「労働と生いたちを聞き取る」実行委員会編 沢良宜地区「労働と生いたちを聞き取る」実行委員会 1989
部落 歴史 自伝・伝記・回想 1 36 じんけん新書８　野草の叫び 原野宗任 部落解放同盟広島県連合会 1989

☆部落問題 / 歴史 / 自伝・伝記・回想

☆部落問題 / 歴史 / 水平社



部落 歴史 自伝・伝記・回想 7 43 私の人生ごよみ 小林初枝 解放出版社 1995
部落 歴史 自伝・伝記・回想 8 14 部落解放運動と私　道 上杉佐一郎 解放出版社 1996
部落 歴史 自伝・伝記・回想 9 26 わが生涯　生きて愛して闘って 住井すゑ 岩波書店 1995
部落 歴史 自伝・伝記・回想 10 24 過激にして愛嬌あり　城間哲雄 城間哲雄遺稿・回想集刊行委員会編 城間哲雄遺稿・回想集刊行委員会 1998
部落 歴史 自伝・伝記・回想 10 25 城間哲雄　部落解放史論集 城間哲雄 城間哲雄遺稿・回想集刊行委員会 1998
部落 歴史 自伝・伝記・回想 12 7 隣保事業の思想と実践　姫井伊介と労道社 布引敏雄 解放出版社 2000
部落 歴史 自伝・伝記・回想 12 34 人の世に　生きて、生かされて　部落差別と闘い、病いと闘う 向井　正 解放出版社 2000
部落 歴史 自伝・伝記・回想 13 37 住井すゑの世界　その生涯と文学 前川むー編 解放出版社 2001
部落 歴史 自伝・伝記・回想 13 50 逵田良善日記（つじたりょうぜんにっき） 部落解放・人権研究所編 解放出版社 2001
部落 歴史 自伝・伝記・回想 24 17 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 2012
部落 歴史 自伝・伝記・回想 24 21 歩（あゆむ）　識字を求め・部落差別と闘い続ける 山本栄子 解放出版社 2012
部落 歴史 自伝・伝記・回想 27 4 愛猿奇縁　猿まわし復活の旅 村崎修二 解放出版社 2015
部落 歴史 自伝・伝記・回想 28 整39 喜田貞吉と部落問題 塩見鮮一郎 三一書房 1999
部落 歴史 自伝・伝記・回想 28 整97 荊冠の志操　西岡智が語る部落解放運動私記 西岡　智 つげ書房新社 2007
部落 歴史 自伝・伝記・回想 28 整119 一徹者の部落差別との闘い 西田秀秋 神戸新聞総合出版センター 2004
部落 歴史 自伝・伝記・回想 28 10 部落問題と近現代日本　松本治一郎の生涯 イアン・ニアリー 明石書店 2016

部落 歴史 記念誌 58 19 大阪府同和事業促進協議会創立３０周年記念式典 （財）大阪府同和事業促進協議会 （財）大阪府同和事業促進協議会 1981
部落 歴史 記念誌 58 20 故朝田善之助部落解放同盟葬 部落解放同盟中央本部 部落解放同盟中央本部 1983
部落 歴史 記念誌 1 1 部落解放の炎をうけついで　部落解放奨学生全国集会20周年記念誌 部落解放同盟中央本部教育対策部編 部落解放同盟中央本部教育対策部 1988

部落 文化・思想 文学作品 55 19 底辺から　差別・抑圧と闘う文学 月田善之助、山本リエ 創樹社 1979
部落 文化・思想 文学作品 56 33 部落解放詩集　太陽もおれたちのものではないのか 部落解放詩集編集委員会 解放出版社 1980
部落 文化・思想 文学作品 58 57 浸蝕 土方　鉄 合同出版 1972
部落 文化・思想 文学作品 60 10 石よ哭け 水上　勉 径書房 1984
部落 文化・思想 文学作品 62 1 市民学習シリーズ７　詩集ふるさと 丸岡忠雄 (社)兵庫部落問題研究所 1979
部落 文化・思想 文学作品 62 2 市民学習シリーズ16　続　詩集ふるさと 丸岡忠雄 (社)兵庫部落問題研究所 1985
部落 文化・思想 文学作品 62 124 ひとつのいのち　西門民江詩集 西門民江 部落問題研究所 1986
部落 文化・思想 文学作品 3 4 四十年目の手紙　部落解放識字作品集　その３ 部落解放同盟中央本部編 解放出版社 1991
部落 文化・思想 文学作品 4 21 橋のない川　第１部 住井すゑ 新潮社 1992
部落 文化・思想 文学作品 4 22 橋のない川　第２部 住井すゑ 新潮社 1992
部落 文化・思想 文学作品 4 23 橋のない川　第３部 住井すゑ 新潮社 1992
部落 文化・思想 文学作品 4 24 橋のない川　第４部 住井すゑ 新潮社 1992
部落 文化・思想 文学作品 4 25 橋のない川　第５部 住井すゑ 新潮社 1992
部落 文化・思想 文学作品 4 26 橋のない川　第６部 住井すゑ 新潮社 1992
部落 文化・思想 文学作品 4 27 橋のない川　第７部 住井すゑ 新潮社 1992
部落 文化・思想 文学作品 5 12 もしもあの電話がなかったら　演劇ストーリ入選作品集① 大阪市、大阪市人権啓発推進協議会 大阪市、大阪市人権啓発推進協議会 1993
部落 文化・思想 文学作品 5 14 とべないホタル 小沢昭巳 ハート出版 1988
部落 文化・思想 文学作品 6 15 戯曲澤村辰之助 西光萬吉 解放出版社 1994
部落 文化・思想 文学作品 7 44 マサヒロ 田中文子 解放出版社 1995
部落 文化・思想 文学作品 8 28 西光万吉の浪漫 塩見鮮一郎 解放出版社 1996
部落 文化・思想 文学作品 8 57 まんじゅうざむらい 今江祥智 解放出版社 1996
部落 文化・思想 文学作品 9 9 神の杖 鄭　棟柱（チョン・ドンジュ） 解放出版社 1997
部落 文化・思想 文学作品 9 32 希望の草原　五郎兵衛用水物語 川元祥一 解放出版社 1997
部落 文化・思想 文学作品 11 31 ブラック・ウィングス、集合せよ 橋本香折 解放出版社 1999
部落 文化・思想 文学作品 14 36 闇の子供たち 梁　石日 解放出版社 2002
部落 文化・思想 文学作品 17 11 福餅天狗餅　創作民話部落の夜ばなし さねとうあきら エルくらぶ（解放出版社） 2005
部落 文化・思想 文学作品 21 45 牛を屠る 佐川光晴 解放出版社 2009
部落 文化・思想 文学作品 25 3 椹野川の藍　小説山口県水平社の夜明け 宮本　誠 解放出版社 2013
部落 文化・思想 文学 58 78 文学の中の被差別部落像　戦前篇 梅沢利彦、平野栄久、山岸嵩 明石書店 1980
部落 文化・思想 文学 58 79 文学の中の被差別部落像　戦後篇 梅沢利彦、平野栄久、山岸嵩 明石書店 1982
部落 文化・思想 民話 63 10 被差別部落の民話１　部落に伝わる根っこ話第１集 田中龍雄 明石書店 1984
部落 文化・思想 民話 63 11 被差別部落の民話２　部落に伝わる根っこ話第２集 田中龍雄 明石書店 1986
部落 文化・思想 民話 63 12 被差別部落の民話３　部落に伝わる根っこ話第３集 田中龍雄 明石書店 1988
部落 文化・思想 識字 59 24 部落解放識字作品集その１　うち、字かけたんよ 部落解放同盟中央本部編 解放出版社 1984
部落 文化・思想 識字 60 48 部落解放識字作品集その２　胸いっぱいの思いを 部落解放同盟中央本部編 解放出版社 1985
部落 文化・思想 評論 55 17 差別　その根源を問う（上） 野間宏、安岡章太郎 朝日新聞社 1977
部落 文化・思想 評論 55 18 差別　その根源を問う（下） 野間宏、安岡章太郎 朝日新聞社 1977
部落 文化・思想 評論 56 43 部落解放新書５　差別と表現 土方鉄 解放出版社 1975
部落 文化・思想 評論 56 89 芸能入門・考　芸に生きる 小沢昭一、土方鉄 明石書店 1981
部落 文化・思想 評論 61 49 連帯を求めて　上杉佐一郎対談集 小田実、福田雅子、猿谷要、他 解放出版社 1986
部落 文化・思想 評論 61 62 続・反差別論ノート 八木晃介 批評社 1987
部落 文化・思想 評論 62 58 シリーズ差別構造を読む１　いまなぜ差別を問うのか 菅　孝行 明石書店 1985
部落 文化・思想 評論 62 95 差別意識の社会学 八木晃介 解放出版社 1987
部落 文化・思想 評論 62 104 人間の尊厳 部落解放研究所編 解放出版社 1986
部落 文化・思想 評論 1 24 人間、根にあるもの 木津　譲 解放出版社 1989
部落 文化・思想 評論 2 34 上野英信の肖像 岡　友幸 海鳥社 1989
部落 文化・思想 評論 7 31 道標　時時刻刻を紡ぐ 土方　鉄 解放出版社 1995
部落 文化・思想 評論 8 10 物語の国境は越えられるか　戦後・アメリカ・在日 野崎六助 解放出版社 1996
部落 文化・思想 評論 8 11 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 1996
部落 文化・思想 評論 8 23 霧笛が俺を呼んでいるのだ みなみあめん坊 解放出版社 1996
部落 文化・思想 評論 9 7 野毛的　横浜文藝復興 平岡正明 解放出版社 1997
部落 文化・思想 評論 9 20 「カムイ伝」のすゝめ　部落史の視点から 中尾健次 解放出版社 1997
部落 文化・思想 評論 9 21 現代　河原乞食考　役者の世界って何やねん？ 山城新伍 解放出版社 1997
部落 文化・思想 評論 9 68 日本文化の源流を探る 沖浦和光 解放出版社 1997
部落 文化・思想 評論 12 33 暮らしの中で　迷信と差別を考える 差別戒名・法戒名を問い考える会編 解放出版社 2000
部落 文化・思想 評論 13 26 いらない！「神の国」歴史・公民教科書 上杉聰、君島和彦、他 明石書店 2001
部落 文化・思想 評論 13 33 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 2001
部落 文化・思想 評論 14 9 金達寿ルネサンス　文学・歴史・民俗 辛　基秀 解放出版社 2002
部落 文化・思想 評論 14 35 近代の奈落 宮崎　学 解放出版社 2002
部落 文化・思想 評論 03 15 中上健次論　熊野・路地・幻想 守安敏司 解放出版社 2003
部落 文化・思想 評論 21 20 人権反射鏡　裏から見える風景 田村正男 解放出版社 2008
部落 文化・思想 評論 21 24 新カムイ伝のすすめ　部落史の視点から 中尾健次 解放出版社 2009

☆部落問題 / 歴史 / 記念誌

☆部落問題 / 文化・思想 



部落 文化・思想 評論 23 39 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 1995
部落 文化・思想 評論 27 1 解放の文学　１００冊のこだま 音谷健郎 解放出版社 2015
部落 文化・思想 評論 28 整71 部落問題をとりあげた百の小説 北川鉄夫 部落問題研究所 1985
部落 文化・思想 対談 28 整76 対論　部落問題 組坂繫之、高山文彦 平凡社 2008
部落 文化・思想 宗教 57 7 宗教と部落問題 部落解放研究所編 解放出版社 1982
部落 文化・思想 宗教 58 16 解放理論と親鸞の思想　疎外の苦悩から無碍の一道 小森龍邦 解放出版社 1983
部落 文化・思想 宗教 58 22 キリスト教と部落問題　歴史への問いかけ 工藤英一 新教出版社 1983
部落 文化・思想 宗教 59 34 宗教と部落差別をめぐって　差別と部落 原田伴彦 三一書房 1984
部落 文化・思想 宗教 59 35 部落解放新書１２　業・宿業観と人間解放　現代を生きる良心 小森龍邦 解放出版社 1984
部落 文化・思想 宗教 60 14 宗教者と部落問題　新しい教えのもとに生きる人々のために 新宗連同和推進連絡協議会編 新宗教新聞社 1984
部落 文化・思想 宗教 60 58 そだてられて　私の「親鸞」と人権　 窪田享信 解放出版社 1985
部落 文化・思想 宗教 60 66 マヌシャ、同朋運動研究会紀要　第二号 マヌシャの会事務局編 同朋運動研究会（マヌシャの会） 1982
部落 文化・思想 宗教 62 41 業・宿業観の再生　－人間復権への宗教的試論－ 小森龍邦 解放出版社 1986
部落 文化・思想 宗教 62 85 親鸞教団と同和問題 吉田　證 解放出版社 1987
部落 文化・思想 宗教 62 103 人権ブックレット９　仏教と部落差別　その歴史と今日 柏原祐泉 解放出版社 1988
部落 文化・思想 宗教 62 112 宗教と差別問題 仲尾俊博 明石書店 1987
部落 文化・思想 宗教 1 25 釈迦に説法 田村正男 解放出版社 1989
部落 文化・思想 宗教 2 68 人権ブックレット25　差別戒名とは 松根　鷹 解放出版社 1990
部落 文化・思想 宗教 2 75 新版　宗教と部落問題 部落解放研究所編 解放出版社 1990
部落 文化・思想 宗教 8 59 宿神思想と被差別部落　なぜ祭礼・門付にかかわるのか 水本正人 明石書店 1996
部落 文化・思想 宗教 28 整44 「六曜」迷信と部落差別 狩野俊猷、羽江忠彦 福岡部落史研究会 1994
部落 文化・思想 宗教 28 整69 たたかいと宗教　学園闘争から部落問題へ 小川正巳 明石書店 1986
部落 文化・思想 宗教 28 整127 親鸞と被差別民衆 河田光夫 東本願寺 1986
部落 文化・思想 文化活動 57 8 私たちの創造　書く・創る・演じる・唄う　部落解放の文化活動 部落解放同盟中央本部文化対策部編 解放出版社 1982
部落 文化・思想 文化活動 60 17 部落（むら）の文化創造を再生を（中） 福岡県同和教育研究協議会社会教育部編 福岡県同和教育研究協議会社会教育部 1984
部落 文化・思想 マスコミ 56 34 マスコミと部落問題　取材の中から 部落解放ジャーナリストの会編 解放出版社 1978
部落 文化・思想 マスコミ 56 49 部落解放新書11　記者の目と人権 平野一郎 解放出版社 1980
部落 文化・思想 マスコミ 56 72 反差別メディア論　新聞記者として 八木晃介 批評社 1980
部落 文化・思想 マスコミ 58 55 差別と表現 土方　鉄 解放出版社 1975
部落 文化・思想 マスコミ 59 20 マスコミと差別語問題 磯村英一、福岡安則編 明石書店 1984
部落 文化・思想 マスコミ 60 57 ここにも差別が　ジャーナリストのみた部落問題 解放出版社編 解放出版社 1985
部落 文化・思想 マスコミ 2 62 差別的表現 内野正幸 有斐閣 1990
部落 文化・思想 マスコミ 2 71 現代の部落差別　ジャーナリストからの報告 解放出版社編 解放出版社 1990
部落 文化・思想 マスコミ 5 53 新聞でみる部落問題　1994年版 部落解放研究所編 部落解放研究所 1994
部落 文化・思想 マスコミ 6 68 新聞でみる部落問題　1995年版 部落解放研究所編 解放出版社 1995
部落 文化・思想 マスコミ 7 54 新聞でみる部落問題　1996年度版 部落解放研究所編 解放出版社 1996
部落 文化・思想 マスコミ 9 13 新聞でみる部落問題　1997年版 部落解放研究所編 解放出版社 1997
部落 文化・思想 マスコミ 28 整113 新聞でみる部落問題　1999年版 部落解放・人権研究所編 解放出版社 1999
部落 文化・思想 マスコミ 28 整114 新聞でみる部落問題　2000年版 部落解放・人権研究所編 解放出版社 2000
部落 文化・思想 マスコミ 13 10 新聞でみる部落問題　2001年版 部落解放・人権研究所編 解放出版社 2001
部落 文化・思想 マスコミ 14 6 新聞でみる部落問題　2002年版 部落解放・人権研究所編 解放出版社 2002
部落 文化・思想 マスコミ 5 55 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 1994
部落 文化・思想 マスコミ 6 60 表現と人権 部落解放研究所編 解放出版社 1994
部落 文化・思想 マスコミ 7 16 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 1995
部落 文化・思想 マスコミ 13 18 差別表現の検証　マスメディアの現場から 西尾秀和 講談社 2001
部落 文化・思想 食文化 28 整5 被差別の食卓 上原善広 新潮社 2005

人権 総記 資料集 55 11 国際人権条約資料集 芹田健太郎編 有信堂 1979
人権 総記 資料集 9 14 生涯学習・人権教育　基本資料集 白石正明、中島智枝子、灘本昌久編 阿吽社 1997
人権 総記 資料集 9 30 部落解放・人権法令資料集　第２版 部落解放研究所編 解放出版社 1997
人権 総記 事典 62 128 世界差別問題事典　民族・人権エスニスティの解明 E・キャッシュモア編 明石書店 1988
人権 総記 事典 28 整115 人権事典　第２版 デイビッド・ロバートソン 明石書店 2006

人権 教育 保育・幼児教育 56 32 絵本でひろがる世界　親と保育者のために 鈴木祥蔵 解放出版社 1980
人権 教育 保育・幼児教育 61 47 集団主義保育シリーズ１　集団主義保育の理論と実践 玉置哲淳 明治図書 1987
人権 教育 保育・幼児教育 11 2 知っていますか？「エンゼルプラン」一問一答 鈴木祥藏 解放出版社 1996
人権 教育 保育・幼児教育 13 27 幼稚園が変わる、保育所が変わる　自治体発：地域で育てる保育一元化 森田明美 明石書店 2000
人権 教育 保育・幼児教育 19 5 絵本と子育てのおいしい関係 林田鈴枝 解放出版社 2007
人権 教育 保育・幼児教育 21 38 みんなちがって、つながる、ふかまる　障害共生保育への招待 戸田有一、他 解放出版社 2009
人権 教育 保育・幼児教育 21 41 子どもの人権力を育てる　尊敬を軸にした人権保育 玉置哲淳 解放出版社 2009
人権 教育 保育・幼児教育 24 2 連携と協働の学童保育論　ソーシャル・クルージョンに向けた「放課後」の可能性 三好正彦 解放出版社 2012
人権 教育 保育・幼児教育 25 17 ようこそ！森のようちえんへ　自然の中の子育てを語る 今村光章 解放出版社 2013
人権 教育 保育・幼児教育 25 19 根っこを育てる乳児保育　育児担当保育がめざすもの 樋口正春 解放出版社 2013
人権 教育 保育・幼児教育 25 20 アート・こども・いのち　保育としての造形 今川公平 解放出版社 2013
人権 教育 保育・幼児教育 26 18 子どもから学ぶ人権保育　私の同和保育の実践から 一色艶子 解放出版社 2015
人権 教育 保育・幼児教育 27 2 森のようちえん的子育てのすすめ　ねんれべつアドバイスとＱ&Ａ 内田幸一 解放出版社 2015

人権 教育 学校教育理論 13 44 総合学習教材　わたしナビゲーション　メディア編 部落解放・人権研究所　高校部会編 解放出版社 2001
人権 教育 学校教育理論 15 47 こころとこころをつなぐ学習プラン　思春期理解とこころの病 阿形恒秀、石神亙、中村敏子、他 解放出版社 2003
人権 教育 学校教育理論 17 19 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 2005
人権 教育 学校教育理論 25 11 ドラッグ問題をどう教えるか 「ドラッグ問題をどう教えるか」編集委員会編 解放出版社 2013
人権 教育 学校教育理論 26 16 教育Ｄo　it！ 明石一朗 解放出版社 2015
人権 教育 学校教育理論 26 19 多様性の学級づくり　人権教育アクティビティ集 大阪多様性教育ネットワーク・森　実 解放出版社 2014
人権 教育 学校教育理論 28 整123 人権教育の基礎理論　同和問題を正しく学ぶために 内山一雄 明石書店 1985

人権 教育 学校教育実践 60 68 進路の壁をのりこえて－みんなで地元の高校へ 阿部靖子 現代書館 1986
人権 教育 学校教育実践 63 58 子どもたちへの詫び状 村上通裁 朝日新聞社 1985
人権 教育 学校教育実践 3 41 よみがえれ公立中学　尼崎市立「南」中学校のエスノグラフィー 徳田耕造、志水宏吉 有信堂 1991
人権 教育 学校教育実践 03 2 私たちの学校　私たちのまちづくり　貝塚市立北小学校区を舞台に 「ふれあいルーム」運営委員会編 解放出版社 2003
人権 教育 学校教育実践 9 44 人権ブックレット52　いじめを越えて　生徒にラブレターを書こう 新保真紀子 解放出版社 1997

★人権問題 / 教育 /  学校教育実践

★人権問題 / 総記 

★人権問題 / 教育 /  保育・幼児教育

★人権問題 / 教育 /  学校教育理論



人権 教育 学校教育実践 9 66 現代日本の教育実践　教育裁判判例研究 愛知大学教育判例研究会編 亜紀書房 1995
人権 教育 学校教育実践 14 39 やってみよう！総合学習　学びのPlan-Do-See 高校統合学習プロジェクトおおさか偏 解放出版社 2002
人権 教育 学校教育実践 20 8 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 2008
人権 教育 学校教育実践 20 9 生と死の教育　「いのち」の体験授業 山下文夫 解放出版社 2008
人権 教育 学校教育実践 21 7 学校が元気になるファシリテーター入門講座 ちょんせいこ 解放出版社 2009
人権 教育 学校教育実践 21 32 子どもは毎日が旬　好感、共感、親近感が陣権力を育む 明石一朗 解放出版社 2009
人権 教育 学校教育実践 23 3 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 2011
人権 教育 学校教育実践 23 5 よくわかる学級のファシリテーション①　かかわりスキル編 岩瀬直樹、ちょんせいこ 解放出版社 2011
人権 教育 学校教育実践 26 15 よくわかる学級ファシリテーション②　子どもホワイトボード・ミーティング編 岩瀬直樹、ちょんせいこ 解放出版社 2011
人権 教育 学校教育実践 24 4 よくわかる学級ファシリテーション③授業編 岩瀬直樹、ちょんせいこ 解放出版社 2013
人権 教育 学校教育実践 25 1 よくわかる学級ファシリテ－ション・テキスト　ホワイトボードケース会議編 岩瀬直樹、ちょんせいこ 解放出版社 2012
人権 教育 学校教育実践 23 13 感じ・考え・行動する力を育てる人権教育　大阪・松原三中校区の実践 成山治彦、志水宏吉 解放出版社 2011
人権 教育 学校教育実践 24 18 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 2012
人権 教育 学校教育実践 25 4 担任・教室のお悩み解消　なんでも相談12ヶ月 土田光子 解放出版社 2013
人権 教育 学校教育実践 25 14 教室はおもちゃばこ　学級づくりに多様なもちあじを 沖本和子 解放出版社 2013
人権 教育 学校教育実践 25 23 反貧困学習　格差の連鎖を断つために 大阪府立西成高等学校編 解放出版社 2009
人権 教育 学校教育実践 26 8 ひらがな学習　子どものもちあじを活かして 沖本和子 解放出版社 2014
人権 教育 学校教育実践 28 整33 どの子も伸びる（１）　教師と親でつくる教育 岸本裕史 部落問題研究所 1990
人権 教育 学校教育実践 28 整34 どの子も伸びる（２）　教師篇 岸本裕史 部落問題研究所 1990
人権 教育 学校教育実践 28 整35 どの子も伸びる（３）　家庭篇 岸本裕史 部落問題研究所 1991
人権 教育 学校教育実践 28 整59 新版　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 明石書店 2003
人権 教育 学校教育実践 28 整91 「教室の人権教育」　何が実践課題か 森　実 明治図書 1993
人権 教育 学校教育実践 28 3 格差を越える学校づくり　関西の挑戦 志水宏吉編 大阪大学出版会 2011
人権 教育 学校教育実践 28 4 湊川、私の学校 登尾明彦 草風館 1999
人権 教育 学校教育実践 28 5 湊川を、歩く 登尾明彦 みずのわ出版 2001
人権 教育 学校教育実践 28 6 それは、湊川から始まった 登尾明彦 みずのわ出版 2004
人権 教育 学校教育実践 28 7 登尾明彦詩集　パンの木 登尾明彦 みずのわ出版 2006

人権 教育 社会教育・啓発 9 52 親と教師の人権教育 北窓正明 カランカン書房 1991
人権 教育 社会教育・啓発 9 60 生涯学習と社会教育の革新　生涯学習実践講座⑤ 元木健、小川剛 亜紀書房 1991
人権 教育 社会教育・啓発 12 32 多様性トレーニングガイド　人権啓発参加型学習の理論と実践 森田ゆり 解放出版社 2000
人権 教育 社会教育・啓発 13 9 生きた学びを創る　人権時代をひらく地域成人教育 上杉孝實 解放出版社 2001
人権 教育 社会教育・啓発 13 12 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 2001
人権 教育 社会教育・啓発 28 整110 勇気がでてくる人権学習２　差別・被差別・傍観のトライアングル 白井俊一 解放出版社 2000
人権 教育 社会教育・啓発 14 19 勇気がでてくる人権学習３　問題解決型人権ワークショップへの道程 白井俊一 解放出版社 2002
人権 教育 社会教育・啓発 03 37 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 2003
人権 教育 社会教育・啓発 21 13 アイスブレイク入門　こころをほぐす出会いのレッスン 今村光章 解放出版社 2009
人権 教育 社会教育・啓発 23 12 人権教育と市民力　「生きる力」をデザインする 平沢安政 解放出版社 2011
人権 教育 社会教育・啓発 23 26 人やまちが元気になる　ファシリテーター入門講座　１７日で学ぶスキルとマインド ちょんせいこ 解放出版社 2007
人権 教育 社会教育・啓発 26 12 ファシリテーターになろう　６つの技術と１０のアクティビティ ちょんせいこ、西村善美、松井一恵 解放出版社 2014
人権 教育 社会教育・啓発 27 11 アジア・太平洋人権レビュー2010　企業の社会的責任と人権の諸相 （財）アジア・太平洋人権情報センター編 現代人文社 2010
人権 教育 社会教育・啓発 28 整122 人権学習を創る　偏見と差別の社会心理学 中川喜代子 明石書店 1989

人権 教育 62 93 教育新書37　「人権」の教育はなぜ必要か 村越末男 明治図書 1987
人権 教育 63 6 平和・人権と教育 鈴木祥藏 解放出版社 1988
人権 教育 4 46 お父さん親してますか　崑ちゃんふれあい子育て論 大村　崑 日本実業出版社 1986
人権 教育 10 7 読み書きの学び　成人基礎教育入門 アイベル・ニューマン 解放出版社 1998
人権 教育 13 56 人権教育への提案　義理・人情から人権へ ヒューライツ大阪編 解放出版社 2001
人権 教育 15 36 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」編集委員会編 解放出版社 2003
人権 教育 16 43 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 2003
人権 教育 17 41 多様性教育入門　参加型人権教育の展開 森　実 解放出版社 2005
人権 教育 22 16 インターネットを生かした人権教育 田畑重志 明治図書 2005
人権 教育 22 56 吃音ワークブック　どもる子どもの生きぬく力が育つ 伊藤伸二 解放出版社 2010
人権 教育 24 15 ばあばの応援メッセージ　子育て、ひとりで悩まないで 富田久子 解放出版社 2012
人権 教育 25 21 知っていますか？人権教育一問一答　第２版 森　実 解放出版社 2013
人権 教育 28 整72 これからの人権教育の方向　人権フォーラム２１からの提言 人権フォーラム２１編 解放出版社 1999
人権 教育 28 整95 一緒に考えてみませんかこれからの人権教育 反差別国際運動日本委員会編 解放出版社 1999
人権 教育 28 整102 ヒューマン・ライツ　たのしい活動事例集 グラハム・パイク、ディヴィッド・セルビー 明石書店 1993
人権 教育 28 整103 地球市民を育む学習 グラハム・パイク、ディヴィッド・セルビー 明石書店 1997
人権 教育 28 整131 グローバル人権論 中川喜代子 明石書店 1996

人権 国際 56 42 部落解放新書４　国際人権規約と人間解放　改訂版 和島岩吉 解放出版社 1978
人権 国際 58 45 国連の人権擁護活動と日本 世界人権宣言３５周年中央実行委員会編 世界人権宣言３５周年中央実行委員会 1983
人権 国際 59 5 人種差別撤廃条約の早期批准のために (社)部落解放研究所編 解放出版社 1981
人権 国際 59 37 人権白書　被差別者の立場より　1984年版 世界人権宣言中央実行委員会編 解放出版社 1984
人権 国際 60 69 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 1985
人権 国際 61 41 世界の人権と日本の部落問題　国際人権シンポジウム＜資料＞ 国際人権規約大阪府民会議編 国際人権規約大阪府民会議 1980
人権 国際 62 100 差別なき世界を求めて　世界人権宣言40周年 世界人権宣言中央実行委員会編 解放出版社 1987
人権 国際 62 126 みんなの人権（人権学習のためのテキスト） オーストラリア人権委員会編 明石書店 1987
人権 国際 63 64 人ある限り人権を。　いま、人権は≪世界の差別、日本の差別≫ 部落解放研究所編 解放出版社 1988
人権 国際 1 26 私たちは、どこにいるのか　検証・世界人権宣言40周年 京都新聞社編 解放出版社 1989
人権 国際 1 33 人権ブックレット１８　識字運動とは　国際識字年を機に 元木健、内山一雄 解放出版社 1989
人権 国際 1 34 人権ブックレット１９　人権とは？　国際人権規約と日本 部落解放研究所編 解放出版社 1989
人権 国際 2 59 よめる、かける、考える　識字は私の生きる力です。 国際識字年推進中央実行委員会編 国際識字年推進中央実行委員会 1990
人権 国際 2 66 人権ブックレット23　（解説）人種差別撤廃条約 金　東勲 解放出版社 1990
人権 国際 4 13 国際人権規約が問う日本の差別　第４回日本政府報告へのカウンター・レポート 部落解放研究所編 解放出版社 1998
人権 国際 4 48 すべての人に人権を　世界人権宣言45周年と国際先住民の意義と課題 世界人権宣言中央実行委員会、反差別国際運動日本委員会 解放出版社 1992
人権 国際 4 88 世界人権宣言35周年と部落解放　人種差別撤廃条約の早期批准 世界人権宣言35周年中央実行委員会編 解放出版社 1983
人権 国際 4 89 人種差別撤廃条約の早期批准のために（増補改訂版） 部落解放研究所編 解放出版社 1984
人権 国際 5 21 人権ブックレット41　私の世界人権宣言 世界人権宣言中央実行委員会、反差別国際運動日本委員会編 解放出版社 1993
人権 国際 6 45 日本の人権政策に関する提言　世界人権宣言45周年を踏まえて 部落解放研究所編 解放出版社 1994
人権 国際 6 65 人権ブックレット４６　国連と人権ＮＧＯ　反差別国際運動とは？ 武者小路公秀、鈴木美恵子、友永健三 解放出版社 1994

★人権問題 / 教育 /  社会教育・啓発

★人権問題 / 教育

★人権問題 / 国際



人権 国際 7 1 各国の人権擁護制度 マイノリティ研究会編 解放出版社 1995
人権 国際 7 22 世界人権会議と人権の進展 反差別国際運動日本委員会編 解放出版社 1995
人権 国際 7 45 人権ブックレット49　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 1995
人権 国際 7 48 人種差別撤廃条約と反差別の闘い 反差別国際運動日本委員会編 解放出版社 1995
人権 国際 7 51 人ある限り人権を　いま人権は・・・世界の差別、日本の差別　第２版 部落解放研究所編 解放出版社 1996
人権 国際 8 2 国際化時代の人権入門 （社）神奈川人権センター編 明石書店 1996
人権 国際 8 9 現代世界と人権１０　国際人権条約の締結と日本の人権 反差別国際運動日本委員会編 解放出版社 1996
人権 国際 8 18 世界の人権と同和問題 人権の世紀をめざして 宮崎繁樹 明石書店 1996
人権 国際 8 55 ２１世紀を人権文化の時代に　「国連人権教育の１０年」推進のために 反差別国際運動日本委員会編 解放出版社 1996
人権 国際 9 3 国際人権　知る・調べる・考える 山崎公士 解放出版社 1997
人権 国際 9 16 国際連合と人権　１９４５～１９９５ ブトロス・ブトロス＝ガーリ国連事務総長 （財）地域改善啓発センター 1995
人権 国際 9 29 「人権教育のための国連10年」と同和教育 大阪人権博物館編 解放出版社 1997
人権 国際 9 53 国連人権ブックレット１　国連の人権活動と日本　人権諸条約の意義と課題 ヒューライツ大阪編 ヒューライツ大阪 1996
人権 国際 9 54 国連人権ブックレット２　人権教育は今、そしてこれから ヒューライツ大阪編 ヒューライツ大阪 1997
人権 国際 9 55 国連人権システムの変動 アジア・太平洋人権情報センター編 現代人文社編 1997
人権 国際 9 83 わたしの訳　世界人権宣言　ドキュメント世界人権宣言翻訳コンテスト アムネスティ・インターナショナル日本支部編 明石書店 1993
人権 国際 10 29 人権ブックレット５４　参加型学習がひらく未来　「人権教育10年」と同和教育 森　実 解放出版社 1998
人権 国際 11 38 国際人権ブックレット６　アジアの学校の人権教育 ヒューライツ大阪編 解放出版社 1999
人権 国際 11 40 世界の国内人権機関　国内人権プログラム国際比較プロジェクト調査報告 人権フォーラム２１編 解放出版社 1999
人権 国際 11 61 世界人権宣言ってなに？　第３版 レア・レビン、平沢安政 解放出版社 1999
人権 国際 12 3 アメリカの人権のまちづくり　地域住民のチャレンジ 反差別国際運動日本委員会編 解放出版社 2000
人権 国際 12 44 市民が使う人種差別撤廃条約 反差別国際運動日本委員会編 解放出版社 2000
人権 国際 13 20 ハンドブック　世界の人権 ヒラリー・プール 明石書店 2001
人権 国際 13 28 国際化のなかの人権問題　第２版 上田正昭 明石書店 2000
人権 国際 13 47 国連からみた日本人の人種差別　国連活用実践編 反差別国際運動日本委員会編 解放出版社 2001
人権 国際 14 20 日本も必要！差別禁止法 反差別国際運動日本委員会編 解放出版社 2002
人権 国際 03 22 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 2003
人権 国際 15 31 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 2003
人権 国際 15 40 これから人権教育をどう創造するのか　第２次「人権教育のための国連１０年」に向けて 部落解放・人権研究所編 解放出版社 2003
人権 国際 16 10 人権保障の新たな展望　国内人権機関の機能と役割 アジア・太平洋人権情報センター編 解放出版社 2004
人権 国際 16 14 グローバル時代の人権を展望する　日本と勧告の対話 金仲變、友永健三 解放出版社 2004
人権 国際 16 25 国際人権規約と国内判例 部落解放・人権研究所編 解放出版社 2004
人権 国際 17 9 人権文化をみんなの手に　「人権教育のための世界プログラム」スタート （社）部落解放・人権研究所編 解放出版社 2005
人権 国際 17 21 グローバル化の中の人身売買　その撤廃に向けて 反差別国際運動日本委員会編 解放出版社 2005
人権 国際 17 22 子どもの参加　国際社会と日本の歩み アジア・太平洋人権情報センター編 アジア・太平洋人権情報センター 2005
人権 国際 17 26 解説と実践　人権教育のための世界プログラム 平沢安政 解放出版社 2005
人権 国際 19 20 講座　人身売買 反差別国際運動日本委員会編 解放出版社 2007
人権 国際 20 5 「職業と世系に基づく差別」の撤廃に向けて　女性の視点より 部落解放・人権研究所編 解放出版社 2007
人権 国際 21 11 チョコレートから世界が見える　人権を基盤にしたＥＳＤ教材集 「チョコレートから世界が見える」編集委員会 （財）アジア・太平洋人権情報センター 2008
人権 国際 21 21 世界人権宣言の実現にむけて　日本の人権課題から 部落解放・人権研究所編 解放出版社 2008
人権 国際 24 20 社会権規約と被災地、マイノリティ　政府報告へのカウンターレポート 部落解放・人権研究所編 解放出版社 2012
人権 国際 25 13 跳べ！世界へ　エアラインから国連、国際ＮＧＯへ 佐藤真由美 解放出版社 2013
人権 国際 27 16 地球市民の人権教育　１５歳からのレッスンプラン 肥下彰男・阿久澤麻理子 解放出版社 2015
人権 国際 28 整3 日本の差別　世界の差別　差別の比較社会論 村田恭雄 明石書店 1988
人権 国際 28 整36 人権宣言集 高木八尺、末延三次、宮沢俊良義 岩波書店 1957
人権 国際 28 整45 ウォッチ！規約人権委員会　どこがずれてる？人権の国際基準と日本の現状 国際人権ＮＧＯネットワーク編 日本評論社 1999
人権 国際 28 整55 現代世界の人権　アムネスティ人権報告１ アムネスティ・インターナショナル日本支部編 明石書店 1992

人権 障がい者 56 92 重複障害児教育 神尾裕治 三一書房 1979
人権 障がい者 56 101 おおらかに今日からあしたへ　差別が蔓延する社会の中で おおさか行動する障害者応援センター編 編集工房ノア 1981
人権 障がい者 56 153 魚の足はまだ見ていません 福来四郎 神戸すずらんライオンズクラブ 1981
人権 障がい者 56 154 盲児のつくった母子像 福来四郎 神戸すずらんライオンズクラブ 1980
人権 障がい者 56 155 無眼球児の彫塑 福来四郎 神戸すずらんライオンズクラブ 1980
人権 障がい者 60 11 身体と差別 岡庭　昇 せきた書房 1984
人権 障がい者 1 37 子どものためにではなく共に 福井達雨 明治図書 1979
人権 障がい者 1 38 生きるって悲しくて楽しいなあ 福井達雨、大塚全教 柏樹社 1984
人権 障がい者 1 39 子どもの笑顔を消さないで 福井達雨 日本基督教団出版局 1980
人権 障がい者 1 40 非合理に　不器用に　ありのままに 福井達雨 明治図書 1990
人権 障がい者 1 41 嫌われ、恐がられ、いやがられて　障害児差別と共に２５年 福井達雨 明治図書 1976
人権 障がい者 1 42 僕アホやない人間だ 福井達雨 柏樹社 1969
人権 障がい者 1 43 生命をかつぐって重いなあ 福井達雨 柏樹社 1975
人権 障がい者 1 45 よい天気、ありがとう 福井達雨、光子 いのちのことば社 1987
人権 障がい者 2 30 誰でもできる　手話小咄集　目で見る落語 桂　福団治 手話落語を育てる会 1984
人権 障がい者 3 39 雨あがりのギンヤンマたち 牧口一二 明石書店 1988
人権 障がい者 3 40 夕やけ空のオニヤンマ 牧口一二 明石書店 1991
人権 障がい者 4 90 闘いの芥子種　障害児から地域へ　地域から障害児へ 障害児・社会問題何でも話す会編 障害児・社会問題何でも話す会 1987
人権 障がい者 6 3 人権ブックレット４５　障害者と社会参加 定藤丈弘 解放出版社 1994
人権 障がい者 7 50 わかりやすい障害者基本法 楠　敏雄 解放出版社 1995
人権 障がい者 8 47 精神障害患者の人権　国際法律家委員会レポート 国際法律家委員会編 明石書店 1996
人権 障がい者 9 8 視覚障害者に接するヒント 愼　英弘（シン・ヨンホン） 解放出版社 1997
人権 障がい者 9 67 知っていますか？視覚障害者の暮らし一問一答 楠　敏雄 解放出版社 1997
人権 障がい者 9 75 知っていますか？聴覚障害者の暮らし一問一答 草の根ろうあ者こんだん会編 解放出版社 1998
人権 障がい者 10 9 マンガの中の障害者たち　表現と人権 永井　哲 解放出版社 1998
人権 障がい者 10 20 自立と共生を求めて　障害者からの提言 楠　敏雄 解放出版社 1998
人権 障がい者 10 26 知っていますか？障害者問題一問一答　第２版 全国障害者解放運動連絡会議関西ブロック編 解放出版社 1998
人権 障がい者 12 6 モノ・都市・情報のバリアフリー　人権をかたちに 川越利信、井上明 解放出版社 2000
人権 障がい者 12 11 介助犬シンシア 木村佳友と毎日新聞阪神支局取材班編 毎日新聞社 2000
人権 障がい者 13 17 「障害者」と街で出会ったら　[通りすがりの介助術] もりすぐる 緑風出版 1996
人権 障がい者 14 15 風の旅人 新谷知子作画 解放出版社 2001
人権 障がい者 16 7 知っていますか？精神障害者問題一問一答　第３版 知っていますか？「精神障害者問題一問一答」編集委員会編 解放出版社 2004
人権 障がい者 16 26 知っていますか？色覚問題と人権一問一答 尾家宏昭、伊藤善規 解放出版社 2004
人権 障がい者 16 34 知っていますか？どもりと向きあう一問一答 伊藤伸二 解放出版社 2004
人権 障がい者 17 2 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編 解放出版社 2005
人権 障がい者 17 38 知っていますか？障害者の人権一問一答 楠敏雄、姜博久 解放出版社 2005
人権 障がい者 19 7 知っていますか？視覚障害者とともに　一問一答 楠敏雄、三上洋、西尾元秀 解放出版社 2007

★人権問題 / 障がい者



人権 障がい者 19 8 知っていますか？聴覚障害者とともに一問一答 デフサポートおおさか編 解放出版社 2007
人権 障がい者 19 12 問題てんこもり　障害者自立支援法　地域の暮らし、あきらめない ＤＰＩ日本会議 解放出版社 2007
人権 障がい者 19 16 こころ病む人を支えるコツ 田原明夫 解放出版社 2007
人権 障がい者 19 17 障害者の権利条約でこう変わる ＤＰＩ日本会議編 解放出版社 2007
人権 障がい者 24 9 最初の一歩だ！改正障害者基本法 ＤＰＩ日本会議編 解放出版社 2012
人権 障がい者 24 13 生まれてよかった　てんでバリバラ半生記 玉木幸則 解放出版社 2012
人権 障がい者 26 2 精神科サバイバル！　人薬に支えられて はたよしみ 解放出版社 2014
人権 障がい者 28 整22 障害者と差別語　健常者への問いかけ 生瀬克己 明石書店 1986
人権 障がい者 28 整23 続闘いの芥子種 障害児・社会問題何でも話す会編 障害児・社会問題何でも話す会 1990
人権 障がい者 28 整46 〝障害児〟の兄として教師として　まっすぐに歩きつづける 松村敏明 明石書店 1986
人権 障がい者 28 整50 生きることのはじまり 金満里 筑摩書房 1996
人権 障がい者 28 整73 現代のエスプリ　アスペルガー症候群を極めるⅠ 石川　元 至文堂 2006
人権 障がい者 28 1 お母さん、ぼくが生まれてごめんなさい（改訂） 向野幾世 産経新聞社 2002
人権 障がい者 28 9 聴覚障害者への合理的配慮とは？ 『聴覚障害者への合理的配慮とは？』編集チーム 一般財団法人全日本ろうあ連盟 2016

人権 子ども 62 33 つっぱり母さんの記　わが子の登校拒否と向き合う 佐藤貴美子 汐文社 1985
人権 子ども 6 54 「子どもの権利条約」を読む 鈴木祥蔵、山本健治編著 柘植書房 1993
人権 子ども 7 53 おとなのための子どもの権利条約　新しい発想これからの実践 鈴木祥藏、桂正孝、森実 解放出版社 1996
人権 子ども 9 80 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、福岡鮎美 小学館 1995
人権 子ども 12 2 子どものエンパワメントと教育 部落解放・人権研究所編 解放出版社 2000
人権 子ども 13 21 人権ブックレット５７　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 解放出版社 2001
人権 子ども 15 32 幼児・小学生の人権プロジェクト支援ガイド アン・ペロ、フラン・デイビドソン 解放出版社 2003
人権 子ども 16 23 ＣＡＰへの招待　すべての子どもに「安心・自身・自由」の権利を ＣＡＰセンター・ＪＡＰＡＮ編 解放出版社 2004
人権 子ども 19 9 知っていますか？子どもの虐待一問一答　第２版 田上時子 解放出版社 2007
人権 子ども 23 1 児童養護施設と社会的排除　家族依存社会の臨界 西田芳正編著 解放出版社 2011
人権 子ども 25 6 子どもアドボカシー実践講座 堀　正嗣 解放出版社 2013
人権 子ども 28 整17 子どもの人権は今　国際児童年10周年「子どもの権利宣言」採択30周年記念 大阪人権歴史資料館編 大阪人権歴史資料館 1989
人権 子ども 28 整67 解説　子どもの権利条約 永井憲一、寺脇隆夫 日本評論社 1990
人権 子ども 28 整104 チルドレンズ・ライツ　いま世界の子どもたちは チルドレンズ・ライツ刊行委員会編 日本評論社 1989
人権 子ども 子育て 28 整124 ＜子別れ＞としての子育て 根ヶ山光一 日本放送出版協会 2006

人権 性 女性 56 106 戦後史と女性の解放 絲屋寿雄、江刺昭子 合同出版 1977
人権 性 女性 56 107 歴史と女性シリーズ　大正デモクラシーと女性 井出文子、江刺昭子 合同出版 1977
人権 性 女性 58 70 筑豊の女杭夫たち 新藤東洋男 部落問題研究所 1974
人権 性 女性 59 19 男女雇用の平等 道田信一郎 新潮社 1984
人権 性 女性 62 34 東洋文庫302　女大学集 石川松太郎編 平凡社 1977
人権 性 女性 62 35 差別のなかの女性　底辺を歩いた母たち 八木晃介 三一書房 1978
人権 性 女性 62 36 国語辞典にみる女性差別 ことばと女を考える会編 三一書房 1985
人権 性 女性 62 37 私たちの男女雇用平等法　働く女が未来を拓く 中島通子編 亜紀書房 1984
人権 性 女性 62 38 近代女性史 宮城道子 現代書館 1984
人権 性 女性 63 22 日本女性史 脇田晴子、林玲子、永原和子 吉川弘文館 1987
人権 性 女性 5 36 女人禁制　現代穢れ・清め考 木津　譲 解放出版社 1993
人権 性 女性 6 14 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 1994
人権 性 女性 6 70 人権ブックレット47　女性問題入門 大野町子 解放出版社 1995
人権 性 女性 9 69 性と生をどう教えるか 中山千夏、尾藤りつ子 解放出版社 1997
人権 性 女性 13 36 知っていますか？女性とストレス一問一答 友田尋子、安森由美、山崎裕美子 解放出版社 2001
人権 性 女性 15 30 マイノリティ女性の視点を政策に！社会に！　女性差別撤廃委員会日本報告書審査を通して 反差別国際運動日本委員会編 解放出版社 2003
人権 性 女性 17 35 性虐待の父に育てられた少女　蘇生への道 川平那木 解放出版社 2005
人権 性 女性 17 39 「女人禁制」Ｑ&Ａ 源　淳子 解放出版社 2005
人権 性 女性 17 42 性と生をどう教えるか　第２版 尾藤りつ子 解放出版社 2005
人権 性 女性 19 15 立ち上がりつながるマイノリティ女性 アンケート調査報告と提言編 反差別国際運動日本委員会 2007
人権 性 女性 23 4 現代の「女人禁制」　性差別の根源を探る 「大峰山女人禁制」の開放を求める会編 解放出版社 2011
人権 性 女性 28 整42 性差別をなくす英語表現辞典　使えない言葉・避けたい表現 ロザリー・マッジオ ジャパンタイムズ 1990

人権 性 ＤＶ 13 2 ＤＶを理解するために 米田眞澄 解放出版社 2001
人権 性 ＤＶ 17 12 保健・医療のための　ＤＶ対応トレーニング・マニュアル Famiry Viorence Prevention Found編 解放出版社 2005
人権 性 DV 17 15 ＤＶ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 2005
人権 性 ＤＶ 19 11 デートＤＶってなに？Ｑ&Ａ　理解・支援・解決のために 日本ＤＶ防止・情報センター編 解放出版社 2007
人権 性 ＤＶ 21 10 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・情報センター編 解放出版社 2008
人権 性 ＤＶ 23 16 ストップ！デートＤＶ　防止のための恋愛基礎レッスン 伊田広行 解放出版社 2011
人権 性 ＤＶ 26 17 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 2015
人権 性 DV 28 整20 ドメスティック・バイオレンス　愛が暴力に変わるとき 森田ゆり 小学館 2001

人権 性 セクハラ 13 29 スクール・セクハラ防止マニュアル 田中早苗 明石書店 2001
人権 性 セクハラ 16 13 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 2004
人権 性 セクハラ 21 17 知っていますか？セクシャル・ハラスメント一問一答　第３版 養父知美、牟田和恵 解放出版社 2008
人権 性 パワハラ 13 45 悔やむことも恥じることもなく　京大・矢野教授事件の告発 甲野乙子 解放出版社 2001
人権 性 パワハラ 23 61 知っていますか？パワー・ハラスメント一問一答　第２版 金子雅臣 解放出版社 2009

人権 性 ジェンダー 15 45 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 2003
人権 性 ジェンダー 03 13 めざめる女　つぶやく男　富田林発・ジェンダーエッセイ集 ジェンダー・学び・プロジェクト編 解放出版社 2003
人権 性 ジェンダー 17 7 金香百合のジェンダーワークショップ ジェンダー・学び・プロジェクト編 解放出版社 2005
人権 性 ジェンダー 18 25 ジェンダーの視点から社会を見る　出会い　気づき　つながりへ ジェンダー・学び・プロジェクト編 解放出版社 2006
人権 性 ジェンダー 21 8 ジェンダーで考える教育の現在　フェミニズム教育学をめざして 木村涼子、古久保さくら 解放出版社 2008
人権 性 男の子 12 37 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 解放出版社 2000
人権 性 女の子 03 19 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 2003
人権 性 同性愛 16 12 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 2004
人権 性 児童性愛 16 19 児童性愛者　ペドファイル ヤコブ・ビリング 解放出版社 2004
人権 性 性同一障害 27 7 プロブレムＱ&Ａ　性同一性障害って何？　増補改訂版 野宮亜紀、他 緑風出版 2011

★人権問題 / 性 / 女性

★人権問題 / 性 / ＤＶ

★人権問題 / 性 / セクハラ・パワハラ

★人権問題 / 性 / ジェンダー・その他

★人権問題 / 子ども



人権 高齢者 61 2 講座　差別と人権７　高年者 磯村英一 雄山閣 1986
人権 高齢者 9 4 人権ブックレット50　自立と連帯の高齢社会 岡本祐三 解放出版社 1997
人権 高齢者 10 27 知っていますか？高齢化社会と人権一問一答　第２版 「知っていますか？高齢者社会と人権一問一答」編集委員会編 解放出版社 1998
人権 高齢者 16 30 知っていますか？高齢者の人権一問一答 知っていますか？「高齢者の人権一問一答」編集委員会編 解放出版社 2004
人権 高齢者 介護 11 45 介護保険ガイドブック　高齢者がいきいきと暮らすまちづくりを 大阪府総合福祉協会編 解放出版社 1999
人権 高齢者 介護 27 12 心がすっと軽くなる　ボケた家族の愛し方 丸尾多重子 高橋書店 2016
人権 高齢者 介護 27 19 親の「老い」を受け入れる 長尾和宏、丸尾多重子 ブックマン社
人権 高齢者 介護 27 20 ばあちゃん、介護施設を間違えたらもっとボケるで！ 長尾和宏、丸尾多重子 ブックマン社 2014
人権 高齢者 介護 27 21 まじくる介護　つどい場さくらちゃん 上村悦子著、丸尾多重子監修 雲母書房 2011

人権 在日外国人 韓国・朝鮮人 56 52 民族差別　日立就職差別糾弾 朴君を囲む会編 亜紀書房 1974
人権 在日外国人 韓国・朝鮮人 57 9 被差別部落に生きる朝鮮人 部落解放同盟大阪府連合会/解放新聞社大阪支局 部落解放同盟大阪府連合会/解放新聞社大阪支局 1982
人権 在日外国人 韓国・朝鮮人 60 39 兵庫と朝鮮人　－祖国解放40周年を記念して－ 兵庫朝鮮関係研究会編 ツツジ印刷 1985
人権 在日外国人 韓国・朝鮮人 60 43 奈良・在日朝鮮史　1910-1945 川瀬俊治 奈良・在日朝鮮人教育を考える会 1985
人権 在日外国人 韓国・朝鮮人 60 46 飛鳥・その青い丘　古代史の中の朝鮮 千坂　長 明石書店 1985
人権 在日外国人 韓国・朝鮮人 61 45 在日韓国朝鮮人　若者からみた意見と思いと考え 金容権、李宗良 三一書房 1985
人権 在日外国人 韓国・朝鮮人 62 61 育ち行く者たちと共に　在日韓国・朝鮮人生徒にかかわる私の歩み 藤原史朗 新教出版社 1987
人権 在日外国人 韓国・朝鮮人 63 25 自立と共存の教育　朝鮮人になること・日本人になること 岸野淳子 拍樹社 1985
人権 在日外国人 韓国・朝鮮人 1 5 わたしの猪飼野　在日二世にとっての祖国と異国 金蒼生 風媒社 1982
人権 在日外国人 韓国・朝鮮人 2 41 入門　朝鮮と日本の歴史 久保井規夫 明石書店 1988
人権 在日外国人 韓国・朝鮮人 3 15 十一月のほうせん花　在日オモニの手記 皇甫任 径書房 1990
人権 在日外国人 韓国・朝鮮人 4 78 在日韓国・朝鮮人の民族教育意識　日本の学校に子どもを通わせている父母の調査 京都大学教育学部比較教育学研究室編 明石書店 1990
人権 在日外国人 韓国・朝鮮人 5 47 朝鮮人強制連行調査の記録　兵庫編 朝鮮人強制連行真相調査団編 柏書房 1993
人権 在日外国人 韓国・朝鮮人 7 2 闇の想像力 梁　石日 解放出版社 1995
人権 在日外国人 韓国・朝鮮人 7 7 交・韓・日・記　ソウル&大阪留学生からの発信 中塚久美子、尹淑鉉 解放出版社 1995
人権 在日外国人 韓国・朝鮮人 7 13 ムクゲノ花ガ咲キマシタ　下 金辰明、方千秋訳 徳間書店 1994
人権 在日外国人 韓国・朝鮮人 11 51 二つのウリナラ　２１世紀の子どもたちへ 池田正枝 解放出版社 1999
人権 在日外国人 韓国・朝鮮人 12 17 原像　猪飼野初２５時 牧田　清 解放出版社 2000
人権 在日外国人 韓国・朝鮮人 13 7 朝鮮をどう教えるか 「朝鮮をどう教えるか」編集委員会編 解放出版社 2001
人権 在日外国人 韓国・朝鮮人 13 22 知っていますか？在日韓国・朝鮮人問題一問一答　第２版 梁泰昊、川瀬俊治 解放出版社 2001
人権 在日外国人 韓国・朝鮮人 13 30 「三国人」発言と在日外国人　石原都知事発言が意味するもの 内海愛子、他 明石書店 2000
人権 在日外国人 韓国・朝鮮人 14 26 どうなる南北統一Ｑ&Ａ　朝鮮半島の過去・現在・未来を読む 李仁哲、他 解放出版社 2002
人権 在日外国人 韓国・朝鮮人 03 25 鬼哭啾啾　「楽園」に帰還した私の家族 辛　淑玉 解放出版社 2003
人権 在日外国人 韓国・朝鮮人 16 27 改訂版　朝鮮人強制連行・強制労働ガイドブック[奈良編] 田中寛治 解放出版社 2004
人権 在日外国人 韓国・朝鮮人 16 33 ルポルタージュ　在日&在外コリアン 高賛侑 解放出版社 2004
人権 在日外国人 韓国・朝鮮人 16 44 神戸港強制連行の記録　朝鮮人・中国人そして連合軍捕虜 神戸港における戦時下朝鮮人・中国人強制連行を調査する会 明石書店 2004
人権 在日外国人 韓国・朝鮮人 17 6 女優　新屋英子　私の履歴書 新屋英子 解放出版社 2005
人権 在日外国人 韓国・朝鮮人 21 40 丹波マンガン記念館の7300日 李　龍植 解放出版社 2009
人権 在日外国人 韓国・朝鮮人 24 14 キム・ホンソンという生き方　在日コリアンとして、障がい者として 金　洪仙 解放出版社 2012
人権 在日外国人 韓国・朝鮮人 27 3 続アボジがこえた海　在日朝鮮人一世の戦後 李　興燮 解放出版社 2015
人権 在日外国人 韓国・朝鮮人 27 5 戦時朝鮮人強制労働調査資料　増補改訂版　連行先一覧・全国地図・死亡者名簿 竹内康人 神戸学生青年センター出版部 2015
人権 在日外国人 韓国・朝鮮人 27 22 民族差別と排外に抗して　在日韓国・朝鮮人差別撤廃運動 1975-2015 兵庫在日外国人人権協会 兵庫在日外国人人権協会 2015
人権 在日外国人 韓国・朝鮮人 28 整2 朝鮮からの移住民遺跡　社寺を中心に　①大阪篇 朴　鐘鳴 錦繍文庫 1989
人権 在日外国人 韓国・朝鮮人 28 整26 知っていますか？在日コリアン一問一答 川瀬俊治、郭辰雄 解放出版社 2014
人権 在日外国人 韓国・朝鮮人 28 整83 写真で見る在日コリアンの１００年　在日韓人歴史史料館図録 在日韓人歴史史料館編 明石書店 2008
人権 在日外国人 韓国・朝鮮人 28 整85 民族まつりの創造と展開　上　論考編 飯田剛史（大谷大学文学部） 飯田剛史（大谷大学文学部） 2014
人権 在日外国人 韓国・朝鮮人 28 整86 民族まつりの創造と展開　下　論考編 飯田剛史（大谷大学文学部） 飯田剛史（大谷大学文学部） 2014
人権 在日外国人 韓国・朝鮮人 28 整93 新版　在日朝鮮人　歴史と現状 山田照美、朴鐘鳴 明石書店 1991
人権 在日外国人 韓国・朝鮮人 28 整109 在日コリアンの胸のうち　日本人にも韓国人にもわからない 辛淑玉 光文社 2000
人権 在日外国人 韓国・朝鮮人 28 整120 韓人日本移民社会経済史　戦前篇 河　明生 明石書店 1997
人権 在日外国人 中国人 28 整68 大阪と中国人強制連行 大阪・中国人強制連行をほりおこす会編 大阪・中国人強制連行をほりおこす会 1999
人権 在日外国人 ベトナム 13 42 越境する家族　在日ベトナム系住民の生活世界 川上郁雄 明石書店 2001
人権 在日外国人 多文化共生 9 77 国際人権ブックレット４　問われる多文化共生　教育・地域・法制度の視点から ヒューライツ大阪編 解放出版社 1998
人権 在日外国人 多文化共生 16 2 マイノリティの権利とは　日本における多文化共生社会の実現に向けて 反差別国際運動日本委員会編 解放出版社 2004
人権 在日外国人 多文化共生 17 20 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編 解放出版社 2005
人権 在日外国人 多文化共生 27 14 ひとを結ぶ　国際理解・多文化共生イラスト集 宮里幸雄 解放出版社 2015
人権 在日外国人 多文化共生 28 整13 エスニック・メディア　多文化社会日本をめざして 白水繁彦 明石書店 1996
人権 在日外国人 多文化共生 28 整21 多文化共生をめざす地域づくり　横浜、鶴見、潮田からの報告 沼尾　実 明石書店 1996
人権 在日外国人 外国人労働者 7 15 知っていますか？外国人労働者と人権一問一答 丹羽雅雄 解放出版社 1995
人権 在日外国人 外国人労働者 9 76 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 1998
人権 在日外国人 61 55 在日外国人と国籍法入門　戸籍・国際私法と氏名の問題も含めて 山本冬彦、吉岡増雄 社会評論社 1987
人権 在日外国人 63 59 ＨＥＬＰから見た日本 大島静子、キャロリン・フランシス 朝日新聞社 1988
人権 在日外国人 11 58 在日外国人教育Ｑ&Ａ 奈良県外国人教育研究会編 全国在日朝鮮人（外国人）教育研究協議会 1999
人権 在日外国人 12 42 知っていますか？在日外国人の参政権一問一答 仲原良二 解放出版社 2000
人権 在日外国人 16 28 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編 解放出版社 2004
人権 在日外国人 17 13 夜間中学の在日外国人 宗景　正 高文研 2005
人権 在日外国人 17 36 日本に住む外国人留学生Ｑ&Ａ 高松　里 解放出版社 2005
人権 在日外国人 28 整7 在日外国人　法の壁、心の溝 田中　宏 岩波書店 1991
人権 在日外国人 28 整47 自治体の外国人政策　内なる国際化への取り組み 駒井洋、渡戸一郎 明石書店 1997

人権 アイヌ 62 26 アイヌ、いま。北国の先住者たち（写真集） 西浦宏己 新泉社 1984
人権 アイヌ 5 26 人権ブックレット42　日本の先住民族　アイヌ 野村義一、山川力、手島武雄 解放出版社 1993
人権 アイヌ 20 4 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 2008
人権 アイヌ 21 35 北の風　南の風　部落、アイヌ、沖縄。そして反差別 竹内　渉 解放出版社 2009
人権 アイヌ 27 8 プロブレムＱ&Ａ　アイヌ差別問題読本　増補改訂版 小笠原信之 緑風出版 2004

人権 沖縄 62 76 沖縄を彫る 金城　実 現代書館 1987
人権 沖縄 63 63 神々の笑い　肝苦（ちむぐ）りさや沖縄（うちなあ） 金城　実 径書房 1986
人権 沖縄 8 20 知っていますか？沖縄一問一答 金城　実 解放出版社 1996
人権 沖縄 8 49 沖縄の女たち　女性の人権と基地の軍隊 高里鈴代 明石書店 1996
人権 沖縄 9 6 人権ブックレット51　沖縄を知る　日本を知る 新崎盛暉 解放出版社 1997

★人権問題 / アイヌ

★人権問題 / 沖縄

★人権問題 / 高齢者

★人権問題 / 在日外国人



人権 沖縄 13 38 民衆を彫る　沖縄・100メートルレリーフに挑む 金城　実 解放出版社 2001
人権 沖縄 18 1 沖縄をどう教えるか 「沖縄をどう教えるか」編集委員会編 解放出版社 2006

人権 平和 被爆 56 59 原爆の図 丸木美術館編 大塚巧藝社 1981
人権 平和 被爆 62 98 あなたが忘れると平和がこない　反差別から原爆を問う 長崎県同和教育研究協議会・長崎県部落史研究所編 長崎県同和教育研究協議会・長崎県部落史研究所 1987
人権 平和 被爆 62 114 いのちのあるかぎり　－原爆と未解放部落－ 福島地区被爆者の会編 兵庫部落問題研究所 1985
人権 平和 被爆 63 16 絆　－高校生とヒロシマ 川良浩和 径書房 1987
人権 平和 被爆 63 18 ヒロシマ、ひとりからの出発 高橋昭博 ちくまぶっくす 1978
人権 平和 被爆 7 34 ふるさとは一瞬に消えた　長崎・浦上町の被爆といま 長崎部落史研究所編 解放出版社 1995
人権 平和 戦争 63 56 アジアの声　第二集　侵略戦争の証言 戦争犠牲者を心に刻む会編 東方出版 1988
人権 平和 戦争 6 49 湾岸戦争と海外派兵 分析と資料 剣持一巳、宮島信夫、山川暁夫 緑風出版 1991
人権 平和 戦争 8 50 日本の侵略戦争とアジアの子ども 久保井規夫 明石書店 1996
人権 平和 戦争 10 13 侵略の爪痕を訪ねてⅢ　新たな出発へ 侵略史実調査友好訪中団編 解放出版社 1998
人権 平和 戦争 12 24 侵略の爪痕を訪ねてⅣ 侵略史実調査友好訪中団編 解放出版社 2000
人権 平和 戦争 17 14 空襲と動員　戦争が終わって６０年 小山仁示 解放出版社 2005
人権 平和 戦争 28 整54 南京戦　閉ざされた記憶を訪ねて　元兵士１０２人の証言 松岡　環 社会評論社 2002
人権 平和 戦争 4 58 金学順さんの証言　「従軍慰安婦問題」を問う 解放出版社編 解放出版社 1993
人権 平和 戦争 28 整126 戦争で得たものは憲法だけだ　憲法行脚の思想 落合恵子、佐高信編 七つ森書館 2006
人権 平和 1 21 90年代を生きるために　講座・戦争と差別を考える 黒田　清 教育史料出版会 1990
人権 平和 14 42 「在満小国民」の２０世紀　平和と人権の語り部として 吉岡数子 解放出版社 2002
人権 平和 20 7 平和の探求　暴力のない世界をめざして 木戸衛一、長野八久 解放出版社 2008

人権 病気・医療 ハンゼン病 62 60 「らい予防法」を問う 「らい」園の医療と人権を考える会編 「らい」園の医療と人権を考える会 1987
人権 病気・医療 ハンセン病 11 64 ハンセン病療養所　隔離の９０年 全国ハンセン病療養所入所者協議会編 解放出版社 1999
人権 病気・医療 ハンセン病 13 46 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 2001
人権 病気・医療 ハンセン病 13 54 ハンセン病国賠訴訟判決　熊本地裁[第一次～第四次] 解放出版社編 解放出版社 2001
人権 病気・医療 ハンセン病 14 21 ハンセン病療養所　百年の居場所 太田順一 解放出版社 2002
人権 病気・医療 ハンセン病 14 23 猫を喰った話　ハンセン病を生きて 崔　龍一 解放出版社 2002
人権 病気・医療 ハンセン病 15 46 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 2003
人権 病気・医療 ハンセン病 17 27 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、藤野豊、牧野正直 解放出版社 2005
人権 病気・医療 ハンセン病 19 3 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 2007
人権 病気・医療 ハンセン病 23 8 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編 解放出版社 2011
人権 病気・医療 ハンセン病 23 17 今日、私は出発する　ハンセン病と結び合う旅・異郷の生 姜信子 解放出版社 2011
人権 病気・医療 ハンセン病 24 3 いま、ぬけ出そう！　手をつなぎ共に生きる社会へ ハンセン病市民学会編 解放出版社 2012
人権 病気・医療 ハンセン病 25 10 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編 解放出版社 2013
人権 病気・医療 ハンセン病 26 7 いま、「いのち」の意味を問う　ハンセン病回復者をとりまく現状と将来へのメッセージ ハンセン病市民学会編 解放出版社 2014
人権 病気・医療 ハンセン病 28 整81 時の響きて　すべての患者から過去と未来を奪った「らい予防法」とは・・。 福安かずこ 鳥取県用瀬町人権文化事務所 2002
人権 病気・医療 AIDS 12 16 薬害エイズと闘う　家西悟全記録 家西　悟 解放出版社 2000
人権 病気・医療 AIDS 14 24 ＡＩＤＳをどう教えるか　第２版 五島真理為 解放出版社 2002
人権 病気・医療 AISDS 17 28 知っていますか？ＡＩＤＳと人権一問一答　第３版 屋鋪恭一、鮎川葉子 解放出版社 2005
人権 病気・医療 HIV 24 6 すとーりぁＳＥＸ ＨＩＶと人権・情報センター編 解放出版社 2012
人権 病気・医療 ＨＩＶ 27 9 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、瀬戸信一郎編 有信堂 2000
人権 病気・医療 薬物依存 26 10 知っていますか？薬物依存症一問一答 西川京子 解放出版社 2014
人権 病気・医療 ギャンブル 25 15 知っていますか？ギャンブル依存一問一答 西川京子 解放出版社 2013
人権 病気・医療 アメリカ 12 22 環境レイシズム　アメリカ「がん回廊」を行く 本田雅和、風砂子、デアンジェリス 解放出版社 2000
人権 病気・医療 7 18 知っていますか？医療と人権一問一答 天笠啓祐 解放出版社 1995
人権 病気・医療 9 81 人権ブックレット５３　いのちを選別する医療　脳死・臓器移植を問う 天笠啓祐 解放出版社 1998
人権 病気・医療 10 11 生と死の先端医療　いのちが破壊される時代 生命操作を考える市民の会編 解放出版社 1998
人権 病気・医療 28 整133 廃用身 日下部羊 幻冬舎 2003

人権 インターネット 6 59 コンピューター社会と人権 解放出版社編 解放出版社 1994
人権 インターネット 17 30 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 2005
人権 インターネット 21 1 「インターネットと人権」を考える 部落解放・人権研究所編 解放出版社 2009

人権 プライバシー 2 69 人権ブックレット26　身元調査とプライバシー 阪本昌成 解放出版社 1990
人権 プライバシー 15 4 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 2003
人権 プライバシー 19 6 人権学習シリーズ　プライバシーと私たちの暮らし 鳥取県人権文化センター編 解放出版社 2007

人権 天皇制 56 88 現代の部落差別と天皇制　国家権力と差別構造 菅　孝行 明石書店 1978
人権 天皇制 60 62 教育における「日の丸」「君が代」「愛国心」（資料と解説） 教育の反動化を憂うる学者・研究者・文化関係者の会 教育の反動化を憂うる学者・研究者・文化関係者の会 1985
人権 天皇制 61 42 知るや「君が代」知らずや「日の丸」　日の丸、君が代を考える 国歌を考える会 総評、日教組、国民文化会議 1986
人権 天皇制 61 48 たたかうあなたへ　連帯のメッセージ　１人でもたたかえる「君が代」「日の丸」 菅孝行、名取弘文、藤田邦彦 ㈱ユニテ 1984
人権 天皇制 62 39 天皇制　FOR　BEGINNERS 菅　孝行 現代書館 1983
人権 天皇制 63 44 たたかうあなたへ連帯のメッセージ１　一人でもたたかえる「日の丸」「君が代」 菅孝行、名取弘文、藤田邦彦 ユニテ 1984
人権 天皇制 63 45 たたかうあなたへ連帯のメッセージ２　一人でもたたかえる日Ｘデー 菅孝行、名取弘文、藤田邦彦 ユニテ 1988
人権 天皇制 63 49 天皇・天皇制の歴史 井上　清 明石書店 1986
人権 天皇制 63 50 天皇制にこだわる　天皇依存症の研究 野坂昭如、菅孝行 明石書店 1986
人権 天皇制 63 51 天皇制　解体の論理 菅　孝行 現代書館 1985
人権 天皇制 63 53 天皇制の現在 加護善雄、横田耕一、日高六郎、橘川俊忠 日本評論社 1986
人権 天皇制 63 60 電子国家と天皇制 粉川哲夫 河出書房新社

人権 天皇制 2 45 人権ブックレット21　象徴天皇制と人権 横田耕一 部落解放研究所 1990
人権 天皇制 13 5 知っていますか？君が代・日の丸一問一答 上杉　聰 解放出版社 2001
人権 天皇制 13 23 だれのための「日の丸・君が代」？ 広島県教職員組合協議会編 明石書店 1999
人権 天皇制 13 31 Ｑ&Ａ　「日の丸」「君が代」の基礎知識 山部芳秀 明石書店 1999
人権 天皇制 20 12 天皇制と部落差別 上杉　聰 解放出版社 2008
人権 天皇制 28 整25 「昭和」の最後と子どもたち　親子で考える日の丸・君が代・天皇制 編集グループ「昭和」の最後とこどもたち編 凱風社 1990
人権 天皇制 28 整53 天皇の代替わりとわたしたち 土肥昭夫、戸村政博 日本基督教団出版局 1988

人権 えん罪 56 90 完全なる冤罪　徳本事件 和島岩吉 解放出版社 1981

★人権問題 / 天皇制

★人権問題 / えん罪

★人権問題 / 平和

★人権問題 / 病気・医療

★人権問題 / インターネット

★人権問題 / プライバシー



人権 えん罪 56 146 誤判と再審 大塚一男 晩聲社 1979
人権 えん罪 60 50 無実の叫び　劇画　－差別と冤罪－ 平口広美、木山茂 解放出版社 1985
人権 えん罪 60 56 甲山裁判の真実第２集　園児証言－虚構のストーリー－ 甲山事件救援会編 甲山事件救援会 1982
人権 えん罪 28 整92 無実　冤罪事件に関する１２章 後藤昌次郎編 三一書房 1980

人権 環境 原発 24 8 ３．１１原発震災　福島住民の証言 ロシナンテ社編 解放出版社 2012
人権 環境 原発 25 9 わたしたちのこえをのこします　福島原発事故を生きる・もうひとつの記録集 武藤類子 解放出版社 2013
人権 環境 原発 26 4 原発震災、障害者は・・　消えた被災者 青田良幸、八幡隆司 解放出版社 2014
人権 環境 原発 28 整89 ためされた地方自治　原発の代理戦争にゆれた能登半島・珠洲市民の１３年 山秋　真 桂書房 2007

人権 人権一般 戸籍 56 110 戸籍　For beginners 佐藤文明 現代書館 1981
人権 人権一般 戸籍 62 45 戸籍がつくる差別 佐藤文明 現代書館 1984
人権 人権一般 戸籍 7 30 人権ブックレット48　戸籍と人権 二宮周平 解放出版社 1995
人権 人権一般 戸籍 17 32 新版　戸籍と人権 二宮周平 解放出版社 2006
人権 人権一般 戸籍 22 8 知っていますか？戸籍と差別一問一答 佐藤文明 解放出版社 2010
人権 人権一般 56 103 君たちの生きる社会 伊東光晴 筑摩書房 1978
人権 人権一般 56 108 福祉施設変革論・序説　コミュニティによる福祉と教育の創造 川上重治 田畑書店 1979
人権 人権一般 58 37 The Road toa Qisirimination free future 部落解放研究所編 解放出版社 1983
人権 人権一般 62 66 A Disucriminated Against Minority in Japan 部落解放研究所編 部落解放研究所 1982
人権 人権一般 59 11 社会階級と社会成層 山本　登 明石書店 1984
人権 人権一般 59 12 大都市社会の階層構成と社会移動 山本　登 明石書店 1984
人権 人権一般 59 13 写真万葉録　筑豊１　人間の山 上野英信 葦書房 1984
人権 人権一般 59 43 写真万葉録　筑豊２　大いなる火（上） 上野英信 葦書房 1984
人権 人権一般 60 28 写真万葉録　筑豊３　大いなる火（下） 上野英信、趙根在 葦書房 1985
人権 人権一般 60 29 写真万葉録　筑豊４　カンテラ坂 上野英信、趙根在 葦書房 1985
人権 人権一般 59 44 写真万葉録　筑豊５　約束の楽土、ブラジル編 上野英信 葦書房 1984
人権 人権一般 60 30 写真万葉録　筑豊６　約束の楽土（続） 上野英信、趙根在 葦書房 1984
人権 人権一般 60 38 写真万葉録　筑豊７　六月一日 上野英信、趙根在 葦書房 1985
人権 人権一般 59 39 やさしい人権教室 川内俊彦 解放出版社 1984
人権 人権一般 2 72 みんなの人権教室 川内俊彦 解放出版社 1990
人権 人権一般 11 46 わたしの人権教室 川内俊彦 解放出版社 1999
人権 人権一般 60 41 講座・差別と人権６　底辺社会 磯村英一、一番ヶ瀬康子、原田伴彦 雄山閣 1985
人権 人権一般 60 61 教育の平等実現をめざして－私学訴訟10年の闘い－ 私立高校生超過学費返還請求訴訟団編 解放出版社 1985
人権 人権一般 61 51 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 1985
人権 人権一般 61 64 夕張炭坑節　フォト・ドキュメンタリー 戸田れい子 晶文社 1985
人権 人権一般 62 25 IWANAMI GRAPHICS 26　鎮魂の道　原爆・水俣・沖縄 丸木位里、丸木俊、水上勉 岩波書店 1984
人権 人権一般 62 78 差別を見抜く眼 今野敏彦 明石書店 1985
人権 人権一般 62 106 ザ・夜間中学　文字を返せ、170万人の叫び 夜間中学増設運動全国交流集会編 開窓社 1986
人権 人権一般 63 20 差別社会と人権侵害　人権を考える ビセンテ・Ｍボネット 新幹社 1988
人権 人権一般 2 51 にっぽんご　１（続） 近畿夜間中学校連絡協議会編 近畿夜間中学校連絡協議会

人権 人権一般 3 10 人権ブックレット29　企業の社会貢献と人権 藤原俊昭、田村宏之、柏木宏 解放出版社 1991
人権 人権一般 3 28 みんなの人権講座 兵庫部落解放研究所編 兵庫部落解放研究所 1991
人権 人権一般 4 5 みんなのために自分のために　９０年代・マル社会 黒田清、大谷昭宏 解放出版社 1992
人権 人権一般 5 28 人権百話 林　力 解放出版社 1993
人権 人権一般 5 45 夜間中学生タカノマサオ　武器になる文字とコトバを 高野雅夫 解放出版社 1993
人権 人権一般 5 48 地球市民入門　人間の尊厳のために　Human Right 部落解放研究所編 解放出版社 1994
人権 人権一般 6 4 人権考　心開くとき 産経新聞大阪支社人権問題取材班編 解放出版社 1994
人権 人権一般 7 4 大道芸および場末の自由 平岡正明 解放出版社 1995
人権 人権一般 7 20 あすへの息吹き　阪神大震災の記録 兵隣協阪神ブロック編 兵庫県隣保館連絡協議会 1995
人権 人権一般 7 32 戦争・差別・公害 小山仁示 解放出版社 1995
人権 人権一般 8 8 路地裏の人権　暮らしの中に人間らしさを求めて 田中正人 明石書店 1995
人権 人権一般 8 17 この街に生きる　阪神大震災神戸・長田区から　牧田清写真集 牧田　清 解放出版社 1996
人権 人権一般 8 45 黒い虹 あしなが育英会編 廣済堂出版 1996
人権 人権一般 8 48 被差別世界と社会学 八木　正 明石書店 1996
人権 人権一般 8 71 人権通信　１８４号（Ｈ９．１） 全国人権擁護委員会連合会編 1997
人権 人権一般 9 45 知っていますか？ボランティアと人権一問一答 早瀬昇、牧口明 解放出版社 1997
人権 人権一般 9 50 息子への手紙 中田武仁 朝日新聞社 1995
人権 人権一般 9 72 エンパワメントと人権 森田ゆり 解放出版社 1998
人権 人権一般 10 5 Discrimination in Japan the Prespective of the International Covenant on Cixil and Political Right 部落解放研究所編 解放出版社 1998
人権 人権一般 10 6 しあわせの温度　続・人権考 産経新聞大阪支社人権問題取材班編 解放出版社 1998
人権 人権一般 11 7 希望色のエアメイル アムネスティ・インターナショナル日本支部編 花伝社 1990
人権 人権一般 11 60 タカノマサオ２　夜間中学から朝鮮半島へ 高野雅夫 解放出版社 1999
人権 人権一般 11 62 知っていますか？死刑と人権一問一答 アムネスティ・インターナショナル日本支部編 解放出版社 1999
人権 人権一般 11 66 みんなの命輝くために 黒田ジャーナル編 解放出版社 2000
人権 人権一般 12 1 ニッカボッカの歌　定時制高校の青春 南　悟 解放出版社 2000
人権 人権一般 12 4 人権ブックレット５６　人が主役のリサイクル　人権と環境をむすぶ試み 森住明弘 解放出版社
人権 人権一般 12 12 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 2000
人権 人権一般 12 29 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 2000
人権 人権一般 12 43 雇用と職業における平等 九州大学院吾郷・横田ゼミ 解放出版社 2000
人権 人権一般 13 3 現代史を見る目　戦争、差別、公害 小山仁示 解放出版社 2001
人権 人権一般 13 4 人間解放の福祉論　出口王仁三郎と近代日本 広瀬浩二郎 解放出版社 2001
人権 人権一般 13 19 エコロジーと人権 村田恭雄 明石書店 1998
人権 人権一般 13 24 環境教育入門 スー・グレイブ、ブラハム・パイク 明石書店 1998
人権 人権一般 13 40 だから、あなたも生きぬいて 大平光代 講談社 2000
人権 人権一般 14 1 生きづらい母親たちへ　アダルトチルドレン、依存症のセルフヘルプ・グループ ママネット編 解放出版社 2002
人権 人権一般 14 12 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 解放出版社 2001
人権 人権一般 14 14 知っていますか？ユニークフェイス一問一答 松本学、石井政之、藤井輝明 解放出版社 2001
人権 人権一般 14 30 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編 解放出版社 2002
人権 人権一般 14 41 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 2002
人権 人権一般 03 7 知っていますか？出生前診断一問一答 優生思想を問うネットワーク編 解放出版社 2003
人権 人権一般 03 26 知っていますか？ホームレスの人権一問一答 松繫逸夫、安江鈴子 解放出版社 2003
人権 人権一般 03 27 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 2002
人権 人権一般 16 3 いのちを考える４０話　脅かされる地球・食品・人体 天笠啓祐 解放出版社 2004

★人権問題 / 環境 / 原発

★人権問題 / 人権一般



人権 人権一般 16 6 知っていますか？有事法と人権一問一答 西田信隆 解放出版社 2004
人権 人権一般 16 15 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 2004
人権 人権一般 16 35 知っていますか？ボランティア・ＮＰＯと人権一問一答 早瀬昇、牧口明 解放出版社 2004
人権 人権一般 16 39 非暴力タンポポ作戦 森田ゆり 解放出版社 2004
人権 人権一般 17 3 人権学習プログラムと博物館 小島仲豊 解放出版社 2005
人権 人権一般 17 4 排除される若者たち　フリーターと不平等の再生産 （社）部落解放・人権研究所編 解放出版社 2005
人権 人権一般 17 10 ゴミに暮らす人びと　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編 解放出版社 2005
人権 人権一般 17 8 知っていますか？地球を救う暮らし方一問一答 朴恵淑、歌川学 解放出版社 2005
人権 人権一般 17 16 おおさか仕事探し　地域就労支援事業 おおさか人材雇用開発人権センター編 解放出版社 2005
人権 人権一般 17 18 暴力家族で育ったあなたへ　自助グループで気づく回復力 日本トラウマ・サバイバーズ・ユニオン編 解放出版社 2005
人権 人権一般 17 34 自分を好きになろう　セルフ・エスティームと人権感覚 中川喜代子 解放出版社 2005
人権 人権一般 17 37 日本から世界への発信　職業と世系に基づく差別 部落解放・人権研究所編 解放出版社 2005
人権 人権一般 17 40 クイズウルトラ人権１００問 辛　淑玉 解放出版社 2005
人権 人権一般 19 2 ＜眼差される者＞の近代　部落民・都市下層・ハンセン病・エスニシティ 黒川みどり 解放出版社 2007
部落 人権一般 19 10 人権５０話 林　力 解放出版社 2007
人権 人権一般 19 24 民際英語でいこう　ザメンホフ先生すみません 池内尚郎 解放出版社 2007
人権 人権一般 20 13 非暴力を学ぼう 中川喜代子 解放出版社 2008
人権 人権一般 21 4 どもる君へ　いま伝えたいこと 伊藤伸二 解放出版社 2008
人権 人権一般 21 18 人権ポケットエッセイ１ 大阪府人権協会編 解放出版社 2008
人権 人権一般 22 41 明日を生きる　人権ポケットエッセイ２ 大阪府人権協会編 解放出版社 2010
人権 人権一般 21 19 人権学習シリーズ　暮らしのなかの人権 鳥取県人権文化センター編 解放出版社 2008
人権 人権一般 21 23 暴力防止の４つの力　ワークで学ぶ子どものエンパワメント 田上時子 解放出版社 2008
人権 人権一般 22 57 「働く」ときの完全装備　１５歳から学ぶ労働者の権利 橋口昌治、肥下彰男、伊田広行 解放出版社 2010
人権 人権一般 22 58 夜間中学からの「かくめい」　学びを創造する 白井善吾 解放出版社 2010
人権 人権一般 23 7 私たちの人権ノート 矢野洋 解放出版社 2011
人権 人権一般 24 10 俳句セラピー入門　自然な心で生きる 弘さらり 解放出版社 2012
人権 人権一般 25 12 「人権の世間」をつくる 奥田　均 解放出版社 2013
人権 人権一般 26 5 知っていますか？自殺・自死防止と支援　一問一答 大阪自殺防止センター編 解放出版社 2014
人権 人権一般 27 10 犯罪からの社会復帰とソーシャル・インクルージョン 日本犯罪社会学会編 現代人文社 2009
人権 人権一般 28 整4 市民と援助　いま何ができるか 松井やより 岩波書店 1990
人権 人権一般 28 整38 現代の人権と同和問題 磯村英一、宮崎繁樹 明石書店 1996
人権 人権一般 28 整43 人権はだれのものか 佐瀬一男、尹龍澤 有信堂 1993
人権 人権一般 28 整49 漫筆　差別観賞　上からの笑い下からの笑い 秋竜山 明石書店 1990
人権 人権一般 28 整70 生涯学習と人権 平野一郎 解放出版社 1984
人権 人権一般 28 整88 現代日本の憲法問題　改訂版 高野眞澄 有信堂 1995
人権 人権一般 28 整99 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 2009
人権 人権一般 28 整101 いのちをいただく　みいちゃんがお肉になる日 内田美智子 講談社 2013
人権 人権一般 28 整108 雪とパイナップル 鎌田　實 集英社 2004
人権 人権一般 28 整94 大震災とたたかう男　兵庫県知事・貝原俊民の挑戦 角間　隆 ぎょうせい 1998
人権 人権一般 28 整130 ボクの名前はボクのもの　名前に自由と平等を 佐藤文明 明石書店 1990
人権 人権一般 28 2 ２１世紀日本の人権 田畑茂二郎編 明石書店 1996

人権 諸外国の人権 インド 58 14 不可触民の父　アンべードカルの生涯 ダナンジャイ・キール、山際素男訳 三一書房 1983
人権 諸外国の人権 インド 60 21 アンベードカル物語 アナント・パイ編、村越末男訳 解放出版社 1985
人権 諸外国の人権 インド 03 9 地球規模で捉えるカースト差別、部落差別の今 ヒューライツ大阪編 解放出版社 2003
人権 諸外国の人権 パキスタン 1 44 月と星の国　父のパキスタン通信 福井達雨 偕成社 1984
人権 諸外国の人権 スリランカ 21 9 スリランカの内戦と人権 反差別国際運動日本委員会編 反差別国際運動日本委員会 2008
人権 諸外国の人権 アジア 3 37 事実を明らかにし怒りをとき放つ　アジア民衆史のために 金　静美 金　静美 1991
人権 諸外国の人権 アジア 4 16 人権ブックレット36　共に生きるアジア　アジア・太平洋人権情報センターの展望 武者小路公秀編 解放出版社 1992
人権 諸外国の人権 アジア 5 52 人権ブックレット４４　日本を問うアジア　開発・女性・人権 松井やより 部落解放研究所 1994
人権 諸外国の人権 アジア 7 23 アジアの先住民族 解放出版社編 解放出版社 1995
人権 諸外国の人権 アジア 9 28 アジアの女たちと宗教 山下明子 解放出版社 1997
人権 諸外国の人権 アジア 9 82 国際人権ブックレット３　アジア・太平洋の先住民族　権利回復への道 ヒューライツ大阪編 解放出版社 1998
人権 諸外国の人権 アジア 12 5 国際人権ブックレット７　地域社会の国際化とアジアの人権　私の町とアジアをつなぐネットワークを ヒューライツ大阪編 解放出版社 2000
人権 諸外国の人権 アジア 16 20 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 2004
人権 諸外国の人権 アジア 28 整57 アジアの聖と賤　被差別民の歴史と文化 野間宏、沖浦和光 人文書院 1983
人権 諸外国の人権 アメリカ 14 11 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 2002
人権 諸外国の人権 アメリカ 28 整1 アメリカ黒人抵抗史 ブラボード・チャムバース 明石書店 1987
人権 諸外国の人権 アメリカ 28 整58 非識字社会アメリカ ジョナサン・コゾル 明石書店 1997
人権 諸外国の人権 南米 4 31 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 解放出版社 1992
人権 諸外国の人権 南米 5 17 私の名はリゴベルタ・メンチュウ　マヤ＝キチェ族インディオ女性の記録 エリザベス・ブルコス 新潮社 1987
人権 諸外国の人権 フィリピン 18 26 人はなぜ「権利」を学ぶのか　フィリピンの人権教育 阿久澤麻理子 解放出版社 2002
人権 諸外国の人権 中国 19 18 楽戸　中国・伝統音楽文化の担い手 項　陽 解放出版社 2007
人権 諸外国の人権 ルワンダ 21 29 ルワンダ・ワンダフル 伊東　乾 解放出版社 2009
人権 諸外国の人権 14 44 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 2002
人権 諸外国の人権 16 16 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 2004

人権 文化・思想 文学作品 7 37 明るいほうへ　金子みすヾ童謡集 金子みすヾ ＪＵＬＡ出版局 1995
人権 文化・思想 文学作品 7 38 わたしと小鳥とすずと　金子みすヾ童謡集 金子みすヾ ＪＵＬＡ出版局 1984
人権 文化・思想 文学作品 7 39 童謡詩人　金子みすヾの生涯 矢崎節夫 ＪＵＬＡ出版局 1993
人権 文化・思想 文学作品 7 40 金子みすヾ全集（Ⅰ～Ⅲ） ＪＵＬＡ出版局編 ＪＵＬＡ出版局 1984
人権 文化・思想 評論 59 7 民話の「虚」と「実」　真に伝えたいこと 大橋忠雄 文理閣 1984
人権 文化・思想 評論 60 49 和島岩吉人権論稿　－弁護士生活五十余年と人権－ 和島岩吉 解放出版社 1985
人権 文化・思想 評論 62 42 新編　偏見の文化 今野敏彦 新泉社 1983
人権 文化・思想 評論 6 36 コメディ＋ＬＯＶＥ（ＴＡＭＡＹＯ的差別の乗り越え方） ＴＡＭＡＹＯ 解放出版社 1994
人権 文化・思想 評論 9 47 謎解き「大菩薩峠」 野崎六助 解放出版社 1997
人権 文化・思想 評論 12 19 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 2000
人権 文化・思想 評論 18 38 世界屠畜紀行 内澤旬子 解放出版社 2007
人権 文化・思想 評論 27 13 「ことば・表現・差別」再考 おとなの学び研究会編 解放出版社 2015
人権 文化・思想 評論 28 整77 人間を尊敬すること　人権の世紀へ向けて 平野一郎 明治図書 1998
人権 文化・思想 評論 56 145 逃げる裁判官　司法は何を裁くのか 青木英五郎 社会思想社 1979
人権 文化・思想 文学作品 2 94 百年のチークダンス 善野　粮 長征社 1990
人権 文化・思想 文学作品 4 45 夕茜 畑井政雄 畑井政雄 1992

★人権問題 / 諸外国の人権

★人権問題 / 文化・思想



人権 文化・思想 文学作品 14 2 星の溜息　演劇と放送ドラマの世界 鶉野昭彦 解放出版社 2002
人権 文化・思想 文学作品 24 19 おいべっさん 竹内紘子、中川洋典 解放出版社 2012
人権 文化・思想 感想文 28 整75 子どもがかたる人権の詩 今野敏彦 明石書店 1996
人権 文化・思想 宗教 62 40 人権と仏教　続スリ替えられた釈迦の教え 河合廣仙 亜紀書房 1986
人権 文化・思想 マスコミ 62 73 社会啓発双書３　人間解放のためのメディア　マスコミ・映画・広報 部落解放研究所編 解放出版社 1987
人権 文化・思想 マスコミ 6 64 新聞で学ぶ人権読本 繁内友一 解放出版社 1994
人権 文化・思想 マスコミ 7 3 記者たちの迷宮　終わりなき取材ノートから 中日新聞社会部編 解放出版社 1995
人権 文化・思想 マスコミ 12 14 知っていますか？捜査と報道一問一答 佐藤友之 解放出版社 2000
人権 文化・思想 マスコミ 13 13 マスコミは何を伝えたか　追跡・和歌山カレー事件報道 佐藤友之 解放出版社 2001
人権 文化・思想 マスコミ 21 2 ゆがむメディア　政治・人権報道を考える 北口末広 解放出版社 2009
人権 文化・思想 マスコミ 28 整6 改訂版　実例・差別表現　あらゆる情報発信者のためのケーススタディ 堀田貢得 ソフトバンク　クリエイティブ㈱ 2008
人権 文化・思想 マスコミ 28 整18 マスコミと差別表現論 田宮　武 明石書店 1995
人権 文化・思想 マスコミ 28 整24 新編　言語と差別 塩見鮮一郎 新泉社 1990

一般 総記 事典 8 3 尼崎地域史事典 尼崎市立地域研究史料館 尼崎市 1996
一般 行政 28 整9 参加と協働のデザイン　ＮＰＯ・行政・企業の役割を再考する 世古一穂 学芸出版社 2009
一般 歴史 近現代 28 整27 ドキュメント　昭和天皇　第一巻・侵略 田中伸尚 緑風出版 1984
一般 歴史 近現代 28 整28 ドキュメント　昭和天皇　第二巻・開戦 田中伸尚 緑風出版 1985
一般 歴史 近現代 28 整29 ドキュメント　昭和天皇　第三巻・崩壊 田中伸尚 緑風出版 1986
一般 歴史 近現代 28 整30 ドキュメント　昭和天皇　第四巻・敗戦（上） 田中伸尚 緑風出版 1987
一般 歴史 近現代 28 整31 ドキュメント　昭和天皇　第五巻・敗戦（下） 田中伸尚 緑風出版 1988
一般 文学 文学作品 7 10 サラダ記念日 俵　万智 河出書房新社 1987

人権 教育 絵本 59 28 ぼくは、まあくん。（絵本） 兵庫県同和教育研究協議会学習資料作成委員会編 兵庫県同和教育研究協議会 1984
人権 教育 絵本 59 29 のんくんとピク　ようじとおかあさんの絵本 兵庫県同和教育研究協議会学習資料作成委員会編 兵庫県同和教育研究協議会 1984
人権 教育 絵本 59 30 つとむくん（絵本） 兵庫県同和教育研究協議会学習資料作成委員会編 兵庫県同和教育研究協議会 1984
人権 障がい者 絵本 1 46 にわとりさんはネ・・ 福井達雨 偕成社 1989
人権 障がい者 絵本 1 47 ボスがきた 福井達雨 偕成社 1980
人権 障がい者 絵本 1 48 みんなみんなぼくのともだち 福井達雨 偕成社 1980
人権 障がい者 絵本 1 49 およげなかったかも 福井達雨 偕成社 1985
人権 文学作品 絵本 7 36 ほしとたんぽぽ 金子みすヾ ＪＵＬＡ出版局 1985
人権 文学作品 絵本 10 23 ひたひたどんどん（絵本） 内田麟太郎 解放出版社 1998
人権 文学作品 絵本 11 55 ほうすけのひよこ（絵本） 谷川俊太郎 解放出版社 1999
人権 文学作品 絵本 11 67 つれた　つれた（絵本） 内田麟太郎 解放出版社 2000
人権 文学作品 絵本 17 25 とってもランチ（絵本） ひぐちともこ エルくらぶ（解放出版社） 2005
人権 文学作品 絵本 17 31 きみの家にも牛がいる（絵本） 小森香折、中川洋典 エルくらぶ（解放出版社） 2005
人権 文学作品 絵本 21 12 ひらがなにっき（絵本） 若一の絵本制作実行委員会編 エルくらぶ（解放出版社） 2008
人権 文学作品 絵本 21 42 ええきもち　ええかんじ（絵本） トッド・パール エルくらぶ（解放出版社） 2009
人権 文学作品 絵本 22 38 おこのみやき（絵本） ひぐちともこ エルくらぶ（解放出版社） 2009
人権 文学作品 絵本 23 9 カワウソ村の火の玉ばなし（絵本） 山下明生 エルくらぶ（解放出版社） 2011
人権 文学作品 絵本 25 7 およぐひと（絵本） 長谷川集平 エルくらぶ（解放出版社） 2013
人権 文学作品 絵本 27 17 あなに（絵本） 長谷川集平 エルくらぶ（解放出版社） 2015
人権 文学作品 絵本 28 整82 いのちの花（絵本） そのだひさこ エルくらぶ（解放出版社） 2003
人権 文学作品 絵本 19 21 いっちゃん（絵本） 二宮由紀子 エルくらぶ（解放出版社） 2007
人権 文学作品 絵本 16 5 ぼくたちのしごと（絵本） たなかよしひこ エルくらぶ（解放出版社） 2004
人権 歴史 絵本 19 25 絵本　もうひとつの日本の歴史 中尾健次、西村繫男 エルくらぶ（解放出版社） 2007
人権 文学作品 絵本 16 9 も～ぉ～うしです！（絵本） うしのえほんをつくる会 エルくらぶ（解放出版社） 2004
人権 文学作品 絵本 15 43 いただきま～す（絵本） 二宮由紀子 エルくらぶ（解放出版社） 2003
人権 文学作品 絵本 13 8 行こ　さくら（絵本） 西田英二 エルくらぶ（解放出版社） 2001
人権 文学作品 絵本 14 37 おたまさんのおかいさん（絵本） 日之出の絵本製作実行委員会 エルくらぶ（解放出版社） 2002
人権 文学作品 絵本 12 45 ゆびきりげんまん　うめばあちゃんのはなし（絵本） 富田ききとり絵本製作実行委員会編 エルくらぶ（解放出版社） 2000
人権 文学作品 絵本 12 25 あの子（絵本） ひぐちともこ エルくらぶ（解放出版社） 2000
人権 文学作品 絵本 12 13 きつねのぼんおどり（絵本） 山下明生 エルくらぶ（解放出版社） 2000
人権 文学作品 絵本 11 42 りっちゃんびりっけつ（絵本） あかさかひろこ 解放出版社 1999
人権 文学作品 絵本 9 39 かっちゃんワニになる（絵本） あかさかひろこ 解放出版社 1997
人権 文学作品 絵本 26 1 じぶんをいきるためのルール（絵本） ippo エルくらぶ（解放出版社） 2015
人権 文学作品 絵本 21 15 ええやん　そのままで（絵本） トッド・パール エルくらぶ（解放出版社） 2008
人権 文学作品 絵本 26 6 しっぱい！とおもったけど（絵本） トッド・パール エルくらぶ（解放出版社） 2014
人権 文学作品 絵本 26 11 アイタイ（絵本） 長谷川集平 エルくらぶ（解放出版社） 2014
人権 文学作品 絵本 21 14 うまれてきたんだよ（絵本） 内田麟太郎 エルくらぶ（解放出版社） 2008
人権 文学作品 絵本 03 29 きらい（絵本） 二宮由紀子 解放出版社 2003
人権 文学作品 絵本 22 62 ちきゅう（絵本） トッド・パール エルくらぶ（解放出版社） 2010
人権 文学作品 絵本 13 55 １２月はまいにちがすてき（絵本） 二宮由紀子 エルくらぶ（解放出版社） 2001

★一般 / 

★人権問題 / 絵本


