
朝倉地区人権啓発情報センター保管・貸出書籍等一覧

人権課題 分類１ 分類2 番号 書籍名１ 書籍名２ 作者・監修者 出版社 発刊年

人権全般 1 28 「わたし」は「わたし」になっていく 落合　恵子 東京新聞 2014

人権全般 1 7 エンパワメントと人権 森田　ゆり 解放出版社 2001

人権全般 1 8 各国の人権擁護制度 マイノリティ研究会 解放出版社 1995

人権全般 1 25 国連の人権擁護活動と日本　世界人権宣言３５周年を記念して
世界人権宣言３５周年中
央実行委員会

世界人権宣言３５周年
中央実行委員会

1983

人権全般 1 14 ここが大切！　人権啓発 山中多美男 解放出版社 1992

人権全般 1 18 戸籍　FOR　BEGINNERS 佐藤文明 現代書館 1988

人権全般 1 2 知っていますか？ 戸籍と差別 佐藤文明 解放出版社 2010

人権全般 1 19 差別　FOR　BEGINNERS 菅　孝行 現代書館 1986

人権全般 1 27 差別禁止法を求めて２
一般社団法人　部落解
放・人権研究所

一般社団法人　部落解
放・人権研究所

2016

人権全般 1 15 差別語を考えるガイドブック 曹洞宗宗務庁 解放出版社 1995

人権全般 1 5 差別と日本人 野中広務・辛淑玉 角川書店 2009

人権全般 1 16 差別表現を考える 日本ペンクラブ・編 光文社 1995

人権全般 1 12 人権いろいろ話 林　力 福岡県同和教育研究協議会 2001

人権全般 1 1 知っていますか？ 人権教育　一問一答 森　実 解放出版社 2007

人権全般 1 20 人権時代の生涯学習　啓発の理論と方法 部落解放研究所 部落解放研究所 1995

人権全般 1 23 人権侵犯事件例集
財団法人人権擁護協力
会
尾中哲夫

財団法人人権擁護協力会 1992

人権全般 1 24 人権侵犯事件例集　改訂版 財団法人人権擁護協力会財団法人人権擁護協力会 1999

人権全般 1 29 人権ってなに？　Ｑ＆Ａ
阿久澤麻里子　金子匡
良

解放出版社 2006

人権全般 1 11 じんけんの詩（うた） 今野敏彦 解放出版社 1994

人権全般 1 26 人権の扉をたたく　啓発担当者の想いから 竹内　良 2003

人権全般 1 13 人権百話 林　力 解放出版社 1995

人権全般 1 9 人権擁護法案・抜本修正への提案
部落解放・人権政策確立
要求中央実行委員会

解放出版社 2003

人権全般 1 21 新聞で学ぶ人権読本 繁内友一 解放出版社 1994

人権全般 1 17 日本の中世　6 都市と職能民の活動 網野善彦、横井　清 中央公論新社 2003

人権全般 1 3 ブックレット菜の花⑨ 人間を大切にするー学校づくりの道標ー 新谷恭明/伊森浩人 福岡県人権研究所 2004

人権全般 1 30 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

人権全般 1 4 まなびから始まる私たちの人権 部落解放研究所 解放出版社 2010

人権全般 1 6 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 2002

人権全般 1 10 求められる人権救済法制の論点 内田　博文 解放出版社 2006

人権全般 1 22 私の人権行政論　ソーシャルインクルージョンの確立に向けて炭谷茂 解放出版社 2007

同和問題 2 121 いのちの花　inochi no hana 園田　久子 2017

同和問題 2 120 結婚差別の社会学 齋藤 直子 勁草書房 2017

同和問題 2 119
ネット上の部落差別と今後の課題
～「部落差別解消推進法」をふまえて

一般社団法人　部落解
放・人権研究所

一般社団法人　部落解
放・人権研究所

2018

同和問題 2 46 [新編]　部落の歴史　　 部落解放研究所 解放出版社 1994
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同和問題 2 114 「同対審」答申を読む 奥田　均 解放出版社 2015

同和問題 2 42 「同和利権の真相」の深層 宮崎　学　ほか 解放出版社 2005

同和問題 2 13 Ｑ＆Ａ　同和問題の基礎知識［第４版］ 小森哲郎 明石書店 2003

同和問題 2 100 朝倉郡水平社創立９０周年記念誌
朝倉郡水平社創立９０周
年記念集会実行委員会

2014

同和問題 2 73 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

同和問題 2 65
同和教育資料集　心の

ふれあい
生きがいを・みんなのものに　Ⅱ

宝塚市
宝塚市教育委員会

同和問題 2 54 石の証言　刻まれた人間冒涜　差別戒名・穢れを中心に 大阪人権歴史資料館 大阪人権歴史資料館 1988

同和問題 2 9 荊を越えて 江口いと 青葉図書 1991

同和問題 2 16 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

同和問題 2 45 いま、部落史がおもいろい 渡辺　敏雄 解放出版社 1998

同和問題 2 14 映画で学ぶ被差別の歴史 中尾健次 解放出版社 2006

同和問題 2 17
江戸・東京の被差別部落の歴史
弾左衛門と被差別民衆

浦本　誉至史 明石書店 2005

同和問題 2 88 おとうさんのかお 竹田望 1994

同和問題 2 76 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

同和問題 2 108 おはなしおかわり　大阪の被差別部落の民話
被差別部落の昔話制作
実行委員会

解放出版社 2016

同和問題 2 47 解放運動の基本認識 朝田善之助 部落解放同盟中央出版局 1972

同和問題 2 26
解放の道ひとすじ
上杉佐一郎の生涯

文・宮武利正
絵・荒川のり子

小郡市 1998

同和問題 2 48 解放への照準 西村豊行 社会評論社 1977

同和問題 2 87 かしの木のひとりごと 黒松定心 海鳥社 1992

同和問題 2 64 同和問題啓発資料　冊子 変わらないこと
人権教育啓発推進セン
ター

同和問題 2 113 ブックレット菜の花19 キーワードで考える部落問題はじめの一歩 加藤　陽一
公益社団法人
福岡県人権研究所

2015

同和問題 2 11 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 解放出版社 1997

同和問題 2 21 ケガレ意識と部落差別を考える 辻本正教 解放出版社 1999

同和問題 2 30 ケガレの民俗史ー差別の文化的要因 宮田　登 人文書院 1996

同和問題 2 94 人権学習ブックレット② 権利と責任 中川喜代子 明石書店 1999

同和問題 2 53 にんげん・羽音豊 鉱害闘争と部落解放運動 福岡県人権研究所 福岡県人権研究所 2007

同和問題 2 96 ここが大切！人権啓発 山中多美男 解放出版社 1992

同和問題 2 24
これでわかった！部落の歴史
私のダイガク講座

上杉　聰 解放出版社 2006

同和問題 2 80 人権研修の手引き第１９集採用における自由と公正 竹下正行 大阪企業人権協議会 2003

同和問題 2 31 解死人（げしにん）の風景 差別があたりまえだったころ 石瀧豊美 イシタキ人権学研究所 2003

同和問題 2 102 差別戒名の系譜　偽書『貞観政要格式目』の研究 牧　英正 阿吽社 2014

同和問題 2 8 社会の科学入門シリーズ 差別と迷信ー被差別部落の歴史 住本健次、板倉聖宣 解放出版社 2007

同和問題 2 6 差別のカラクリ 奥田　均 解放出版社 2009

同和問題 2 18 狭山現地報告 石川一郎 三一書房 1978

同和問題 2 3 知っていますか？ 狭山事件　一問一答［第２版］
部落解放同盟中央本部
中央狭山闘争本部

解放出版社 2006

同和問題 2 19 識字運動とはー国際識字年を機に 元木健、内山一雄 部落解放研究所 1990
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同和問題 2 90
四国からのいぶき
人権文化の礎

解放新聞社　徳島支局 2005

同和問題 2 103
シナリオ集　１０人の語り部たち
「部落の心を伝えたい」ビデオシリーズ

メディア総合研究所・風
楽創作事務所

2006

同和問題 2 28
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 1999

同和問題 2 38 食肉の部落史 のび　しょうじ 明石書店 1998

同和問題 2 58 新・同和問題と同和団体 高木正幸 土曜美術社出版販売 1997

同和問題 2 71 新修　部落問題辞典
監修：秋定嘉和、桂正
孝、村越末男

解放出版社 1999

同和問題 2 78 ブックレット菜の花７
人権教育の新しい地平へ
同和教育の視点と「かがやき」活用の可能性

谷口研二
福岡県部落解放・人権
研究所

2002

同和問題 2 79 ブックレット菜の３
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

1999

同和問題 2 69 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

同和問題 2 77 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

同和問題 2 93 人権学習ブックレット① 人権とは？ 中川喜代子 明石書店 1998

同和問題 2 91 ブックレット菜の花11 人権とは何か 横田耕一 福岡県人権研究所 2006

同和問題 2 107 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

同和問題 2 82 ブックレット菜の花６
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

2000

同和問題 2 61 人権のまちづくりと部落解放運動 福岡県人権研究所 福岡県人権研究所 2008

同和問題 2 50 人権問題と同和教育 磯村英一 解放出版社 1983

同和問題 2 112 新装版　部落を襲った一揆 上杉　聰 解放出版社 2011

同和問題 2 25 CD付き 水平社宣言・解放歌
守安敏司、藤田正
朝治武

解放出版社 2005

同和問題 2 55 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 解放出版社 1991

同和問題 2 40 世界屠畜紀行 内澤旬子 解放出版社 2007

同和問題 2 34 世界の人権と同和問題 宮崎繁樹 明石書店 2001

同和問題 2 15 2009年度版 全国のあいつぐ差別事件
部落解放・人権政策確立
要求中央実行委員会

解放出版社 2009

同和問題 2 111 全国のあいつぐ差別事件
部落解放・人権政策確立
要求中央実行委員会

解放出版社 2016

同和問題 2 118 増補・改訂第３版　同和問題の今、そして未来に向けて 稲積　謙次郎
公益社団法人　人権教
育啓発推進センター

2017

同和問題 2 27 対論　部落問題
組坂繁之
高山文彦

平凡社新書 2008

同和問題 2 63 冊子 高松結婚差別裁判の真相 香川人権研究所 香川人権研究所 2004

同和問題 2 35 脱　常識の部落問題
朝治　武、滝本昌久
畑中敏之

かもがわ出版 1998

同和問題 2 22 太郎が恋をする頃までには・・・・ 栗原美和子 幻冬舎 2008

同和問題 2 104 弾左衛門の謎 塩見　鮮一郎 三一書房 1997

同和問題 2 52 指導事例集 筑前竹槍一揆に学ぶ　地元教材を生かす指導事例集
朝倉地区人権・同和教育
推進担当代表者一同

松元博幸 2006

同和問題 2 60 追跡・えせ同和行為 中原京三 部落問題研究所 1988

同和問題 2 101 天皇制と部落差別 上杉　聰 解放出版社 2008

同和問題 2 2 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 1996

同和問題 2 5 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

同和問題 2 72 知ってますか？ 同和教育一問一答 一問一答編集委員会 解放出版社 1993

同和問題 2 81 「みんなで考えよう」第３集
同和教育行政の崩壊３・２５判決
福岡県同教への教諭派遣の違法性を問う住民訴訟

植山光朗 部落問題研究所 2003
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同和問題 2 105 同和行政がきちんとわかるＱ＆Ａ 奥田　均、村井茂　編著 解放出版社

同和問題 2 95
同和問題と県民の意識
同和問題の早期解決を図るために

福岡県 1992

同和問題 2 49 同和問題と同和対策 磯村英一 解放出版社 1983

同和問題 2 44 同和問題の早期解決に向けて
総務庁長官官房
地域改善対策室

中央法規 H9

同和問題 2 74 同和利権の真相①
寺園敦史　一ノ宮美成　グ
ループ・ｋ２１

宝島社 2003

同和問題 2 75 同和利権の真相②
寺園敦史　一ノ宮美成　グ
ループ・ｋ２１

宝島社 2004

同和問題 2 7 土地差別ー部落問題を考える 奥田　均 解放出版社 2006

同和問題 2 66 ともに　tomoni
福岡県高等学校人権・同
和教育研究協議会

2006

同和問題 2 32 部落史再入門　上巻 鳥の目と虫の目で見る部落史 石瀧豊美 イシタキ人権学研究所 2005

同和問題 2 68 人権ブックレット３３ 問われる啓発　意識調査結果の提起するもの 小森哲郎 部落解放研究所 1992

同和問題 2 36 日本民衆文化の原郷ー被差別部落の民俗と芸能 沖浦和光 解放出版社 1992

同和問題 2 59 入門部落の歴史 原田伴彦 部落解放新書 1977

同和問題 2 29 ハートで挑戦ー自己解放への道 川口泰司 解放出版社 2007

同和問題 2 23 橋はかかる
村崎太郎
＋栗原美和子

ポプラ社 2010

同和問題 2 97 ビジュアル部落史 大阪人権博物館編 解放出版社 2010

同和問題 2 10 人の値打ちー江口いと人権の詩
江口いと[著]
今野敏彦［編・解説］

明石書店 1998

同和問題 2 99 ブックレット菜の花１８
冬来たりなば　春遠からじ　―全九州水平社を担った
人々―

福岡県人権研究所 2014

同和問題 2 98
全国水平社創立90周年

記念
部落解放運動１０年の軌跡2002年～２０１１年 部落解放同盟中央本部 解放出版社 2012

同和問題 2 56 全国水平社創立５０周年記念 部落解放運動五十年史年表（草稿） 部落解放同盟中央本部
部落解放同盟中央出版
局

1971

同和問題 2 106 部落解放を考える　差別の現在と解放への探求 友永　健三 解放出版社 2015

同和問題 2 115 部落差別解消法　制定の意義と活用への課題
一般社団法人　部落解
放・人権研究所

一般社団法人　部落解
放・人権研究所

2017

同和問題 2 117 部落差別解消法　制定の意義と活用への課題
一般社団法人　部落解
放・人権研究所

一般社団法人　部落解
放・人権研究所

2017

同和問題 2 51 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

解放出版社 1990

同和問題 2 92 ブックレット菜の花14 部落差別は、今・・・
部落解放同盟九州地方
協議会編

福岡県人権研究所 2009

同和問題 2 37 部落史・部落問題学習のすすめ方 藤里　晃 解放出版社 1999

同和問題 2 83 ブックレット菜の花４ 部落史授業を見直す 福岡部落史研究会編
福岡県部落解放・人権
研究所

1999

同和問題 2 12 部落史ゆかりの地 宮武利正 解放出版社 2006

同和問題 2 67 部落の歴史　差別の歴史から学ぶ 小林茂 部落解放研究所 1985

同和問題 2 1 知っていますか？ 部落問題　一問一答 一問一答編集委員会 解放出版社 1990

同和問題 2 4 知っていますか？ 部落問題　一問一答［第２版］ 一問一答編集委員会 解放出版社 2007

同和問題 2 62
部落問題解決への道
同和行政の終結と運動の課題　２０

杉之原寿一 兵庫部落問題研究所 1992

同和問題 2 110 世界人権問題叢書９７ 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 福岡県人権研究所 2016

同和問題 2 43 放送禁止歌
森　達也
監修：デーブスペクター

解放出版社 2000

同和問題 2 39 ホルモン奉行 角岡伸彦 解放出版社 2005

同和問題 2 20 ボロを着た王子様 村崎太郎 ポプラ社 2009

同和問題 2 70 人権ブックレット３４ 松本治一郎・小伝 平野一郎 部落解放研究所 1992
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同和問題 2 33 部落史再入門　下巻 身分が見える、身分がわかる 石瀧豊美 イシタキ人権学研究所 2005

同和問題 2 84 啓発コミック みんなで考えよう　人権のこと①
宮崎県人権啓発協会
宮崎県人権啓発推進協
議会

2005

同和問題 2 85 啓発コミック みんなで考えよう　人権のこと②
宮崎県人権啓発協会
宮崎県人権啓発推進協
議会

2006

同和問題 2 86 啓発コミック みんなで考えよう　人権のこと③
宮崎県人権啓発協会
宮崎県人権啓発推進協
議会

2007

同和問題 2 109 弥栄のきずな
毎日新聞大阪社会部
林　由紀子

毎日新聞社 2013

同和問題 2 57 山本捨五郎　宿業をこえて 林力 皓星社 2004

同和問題 2 89 社会同和教育シリーズ 連帯　みんなでとりくむ部落解放のてびき 部落解放研究所 解放出版社 1981

同和問題 2 116 ワイド版　日本の歴史をよみなおす（全） 網野　善彦 筑摩書房 2017

同和問題 2 41 部落解放大学講座 私たちの部落問題 部落解放研究所 解放出版社 1995

女性・子ども 3 4 7 知っていますか？ スクール・セクシャルハラスメント 亀井明子 解放出版社 2008

女性 3 8 ＤＶー殴らずにはいられない男たち 豊田正義 光文社新書 2001

女性 3 2 マンガ 男社会の常識・非常識 岩男壽美子 解放出版社 2008

女性 3 9 冊子 男だって自由に生きたい
福岡県生活労働部男女共同参画
推進課・福岡県男女共同参画セン
ター

福岡県生活労働部男女共同参画
推進課・福岡県男女共同参画セ
ンター

2004

女性 3 3 現代日本の女性と人権 富岡恵美子、吉岡睦子 明石書店 2001

女性 3 5 男も読もう 女性学入門 篠崎正美 石風社 1988

女性 3 10 デートＤＶ　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 2010

女性 3 6 知っていますか？ ドメスティック・バイオレンス 日本DV防止・情報センター 解放出版社 2000

女性 3 4 日本語は女をどう表現してきたか キトレッジ・チェリー 福武書店 1991

女性 3 1 日本民衆と女性の歴史ー近・現代編 金谷千慧子 明石書店

子ども 4 6 「こうのとりのゆりかご」を見つめて 熊本県立大学 熊本日日新聞社 2010

子ども 4 1
子どもたちのために今な

すべきこと
「メディア漬け」で壊れる子どもたち 清川輝基、内海裕美 少年写真新聞社 2010

子ども 4 7 絵本 あたりまえに生きるための　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
／谷川俊太郎

金の星社 2005

子ども 4 11 いつでも会える 菊田　まりこ 学研 1998

子ども 4 10 ここ　食卓から始まる生教育
内田　美智子
佐藤　剛史

西日本新聞社 2007

子ども 4 4 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 2007

子ども 4 5 子どもの権利条約 永井憲一、寺脇隆夫 日本評論社 1991

子ども 4 8 わたし 出会い 発見Part6 集団の中で、子どもがつながる・子どもとつながる
森　　　実
新保　真紀子

大阪府人権教育研究協議会 2006

子ども 4 1 抱っこしてもいいの？　Q＆A子どもに学ぶ子育てのヒント山田真理子、原陽一郎 エイデル研究所 2009

子ども 4 3 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 解放出版社 1991

子ども 4 12 ブックレット　菜の花　１６
なぜ中学生は煙草を吸ってはいけないの
学校文化史の言い訳

新谷　恭明 社団法人福岡県人権研究所 2012

子ども 4 9 にじのこどもたち ジョエル・アソグバ ジョエル・アソグバ 2002

高齢者 5 1 知っていますか？ 高齢化社会と人権　一問一答 解放出版社 1998

高齢者 5 3 知っていますか？ 高齢化社会と人権　一問一答 一問一答編集委員会 解放出版社 1994

高齢者 5 2 ラストプレゼント 飯田栄彦 2003

障がい者 6 18 障害児教育創作教材 あっ、そうか
かわの　ひでただ、
にしむら　よしひこ

1987

障がい者 6 13 自閉症の息子と共に① ありのままの子育て 明石　洋子 ぶどう社 2005
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障がい者 6 15 自閉症の息子と共に③ お仕事がんばります 明石　洋子 ぶどう社 2005

障がい者 6 19
合理的配慮、差別的取扱いとは何か　障害者差別解消
法・雇用促進法の使い方

ＤＰＩ日本会議 解放出版社 2016

障がい者 6 17 健康ライブラリーイラスト版自閉症のすべてがわかる本
川崎医療福祉大学特任教授
佐々木正美（監修）、野間佐和子
（発行者）

講談社 2006

障がい者 6 14 自閉症の息子と共に② 自立への子育て 明石　洋子 ぶどう社 2005

障がい者 6 16 知っていますか？ 精神障害者問題　一問一答［第２版］ 丹羽雅雄 解放出版社 2000

障がい者 6 12 発達と障害を考える本⑫ 発達って、障害って何だろう？ 監修：日原信彦 ミネルヴァ書房 2008

障がい者 6 4 発達と障害を考える本④ ふしぎだね!?　ADHD(注意欠陥、多動性障害)のおともだち
監修：内山登紀夫
編　 ：エジソンクラブ

　　　　　　高山恵子
ミネルヴァ書房 2006

障がい者 6 3 発達と障害を考える本③ ふしぎだね!?　LD(学習障害)のおともだち
監修：内山登紀夫
編　 ：神奈川LD協会

ミネルヴァ書房 2006

障がい者 6 2 発達と障害を考える本② ふしぎだね!?　アスペルガー症候群のおともだち
監修：内山登紀夫
編　 ：安倍陽子
　　　　諏訪利明

ミネルヴァ書房 2006

障がい者 6 8 発達と障害を考える本⑧ ふしぎだね!?　言語障害のおともだち
監修：牧野泰美
編　 ：阿部厚仁

ミネルヴァ書房 2008

障がい者 6 10 発達と障害を考える本⑩ ふしぎだね!?　視覚障害のおともだち
監修：千田耕基
編　 ：大倉滋之

ミネルヴァ書房 2008

障がい者 6 1 発達と障害を考える本① ふしぎだね!?　自閉症のおともだち
監修：内山登紀夫
編　 ：諏訪利明
　　　　安倍陽子

ミネルヴァ書房 2006

障がい者 6 7 発達と障害を考える本⑦ ふしぎだね!?　身体障害のおともだち 監修：日原信彦 ミネルヴァ書房 2010

障がい者 6 5 発達と障害を考える本⑤ ふしぎだね!?　ダウン症のおともだち 監修：玉井邦夫 ミネルヴァ書房 2008

障がい者 6 6 発達と障害を考える本⑥ ふしぎだね!?　知的障害のおともだち 監修：原　　　仁 ミネルヴァ書房 2009

障がい者 6 9 発達と障害を考える本⑨ ふしぎだね!?　聴覚障害のおともだち 監修：倉内紀子 ミネルヴァ書房 2009

障がい者 6 11 発達と障害を考える本⑪ ふしぎだね!?　てんかんのおともだち 監修：原　　　仁 ミネルヴァ書房 2010

外国人 7 1 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 編集委員会 解放出版社 2002

外国人 7 2 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 2007

外国人 7 3 自分の国を問いつづけて　ある指紋押捺拒否の波紋 崔善愛 岩波ブックレットNo525 2000

外国人 7 4 ビジュアル解説　日本と朝鮮半島の歴史
リバティおおさか　大阪人
権博物館

2012

エイズ・HIV等 8 11
国立ハンセン病資料館　２０１
０年度秋季企画展

「全生病院」を歩く　写された２０世紀前半の療養所 国立ハンセン病資料館 国立ハンセン病資料館 2010

エイズ・HIV等 8 2 知っていますか？ AIDSと人権 屋鋪恭一、鮎川葉子 解放出版社 2005

エイズ・HIV等 8 13
これだけは知っておきた
い
冊子

HIV・エイズの基礎知識 財団法人エイズ予防財団 財団法人エイズ予防財団 2008

エイズ・HIV等 8 1 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

エイズ・HIV等 8 16
国立ハンセン病資料館
２０１１年度秋季企画展

かすかな光をもとめて　－療養所の中の盲人たち－ 国立ハンセン病資料館 国立ハンセン病資料館 2011

エイズ・HIV等 8 4 検証会議　　ハンセン病と闘った人たちに贈る書
全国ハンセン病療養所
入所者協議会

光陽出版社 2005

エイズ・HIV等 8 7 隔離の百年 公立癩療養所の誕生 国立ハンセン病資料館 国立ハンセン病資料館 2009

エイズ・HIV等 8 14
国立ハンセン病資料館
２００７年度秋季企画展

こころのつくろい　－隔離の中での創作活動－ 国立ハンセン病資料館 国立ハンセン病資料館 2007

エイズ・HIV等 8 9 国立ハンセン病資料館 常設展示図録 国立ハンセン病資料館
財団法人日本科学技術振
興財団

2010

エイズ・HIV等 8 3 すとーりぁ　ｖｏｌ.１　ＡＩＤＳ ＨＩＶと人権情報センター 解放出版社 2010

エイズ・HIV等 8 15
国立ハンセン病資料館
２００８年度秋季企画展

ちぎられた心を抱いて　－隔離の中で生きた子どもたち－国立ハンセン病資料館 国立ハンセン病資料館 2008

エイズ・HIV等 8 10 復権への日月（じつげん） ハンセン病患者の闘いの記録
全国ハンセン病療養所
入所者協議会

光陽出版社 2001

エイズ・HIV等 8 6 ハンセン病資料館１０周年記念誌
高松宮記念ハンセン病資
料館

社会福祉法人ふれあい
福祉協会

2004

エイズ・HIV等 8 8 人権啓発パンフレット ハンセン病と人権
財団法人　人権教育啓発
推進センター

財団法人　人権教育啓発
推進センター

2010

エイズ・HIV等 8 5 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

解放出版社 1998



朝倉地区人権啓発情報センター保管・貸出書籍等一覧

人権課題 分類１ 分類2 番号 書籍名１ 書籍名２ 作者・監修者 出版社 発刊年

エイズ・HIV等 8 12 知っていますか？ ハンセン病と人権　一問一答
神美知宏、藤野豊、牧野正
直

解放出版社 2005

エイズ・HIV等 8 17 岩波ブックレット　No.948 水俣病を知っていますか 高峰　武 岩波書店 2016

エイズ・HIV等 8 18
終わらない闘い
私たちはいまだに水俣病被害の広がりと底を知らない

水俣病を語り継ぐ会 水俣病を語り継ぐ会 2013

その他 9 31 たったひとつの命だから　３ ワンライフプロジェクト 地湧社 2008

その他 9 32 たったひとつの命だから　４ ワンライフプロジェクト 地湧社 2013

その他 9 37 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 2000

その他 9 21 冊子 Good　morning めざめ
福岡県民生部同和対策
局調整課

福岡県民生部同和対策
局調整課

その他 9 61 LGBT人権マンガ『弟の夫』①／４ 田亀　源五郎 （株）双葉社 2017

その他 9 62 LGBT人権マンガ『弟の夫』②／４ 田亀　源五郎 （株）双葉社 2017

その他 9 63 LGBT人権マンガ『弟の夫』③／４ 田亀　源五郎 （株）双葉社 2017

その他 9 64 LGBT人権マンガ『弟の夫』④／４ 田亀　源五郎 （株）双葉社 2017

その他 9 9 古賀市 THE　HUMAN　RIGHTS　シリーズ人権を考える 古賀市 古賀市 2006

その他 9 56 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

その他 9 16
新しい開発教育のすすめ方　地球市民を育てる現場か
ら

開発教育推進セミナー 古今書院 1995

その他 9 33 あなたに伝えたくて　神田さち子の語り芝居 神田さち子 悠朋舎 2004

その他 9 8 田川地区人権施策資料集 今、何をすべきか 田川地区人権センター
社団法人福岡県人権研
究所

2007

その他 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 2001

その他 9 66
宇佐学マンガシリーズ④宇佐海軍航空隊史
かつて戦場だったふるさとの物語

瀬井　恵介 梓書院 2015

その他 9 51 絵本 きみの家にも牛がいる
文：小森香折、絵：中川
洋典

エルくらぶ 2005

その他 9 36 ブックレット菜の花１０
九州７県２政令市の行動計画　これからの人権教育・啓
発

福岡県人権研究所 2005

その他 9 35 ブックレット菜の花８
九州７県２政令市の行動計画　人権教育のための国連
１０年

福岡県部落解放・人権研
究所

2003

その他 9 52 教師力を磨く　若手教師が伸びる「１０」のすすめ 仲島　正教 大修館書店 2006

その他 9 41 クイズウルトラ人権１００問
監修：辛淑玉　編：人材
育技術研究所

解放出版社 2005

その他 9 22 冊子
公正採用選考事例・問題事例
いま一度、見直してみませんか「採用と選考」

厚生労働省

その他 9 23 人権啓発パンフレット 心ひらこう　同和問題を中心に
人権教育啓発推進セン
ター

2008

その他 9 2 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 2006

その他 9 14 ことばの花束 林田スマ 梓書院 1994

その他 9 54 サニーのおねがい　地雷ではなく花をください
絵：葉祥明　文：柳瀬房
子

自由国民社 1996

その他 9 40 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 部落解放研究所 1992

その他 9 10 活動報告書
資料検討委員会（資料部会）活動報告　ホームレス問題
を扱った人権総合学習

姫路市教育委員会 姫路市教育委員会 2006

その他 9 25 人権啓発パンフレット 人権ア・ラ・カルト　みんなで考える人権　２００９年版
人権教育啓発推進セン
ター

2009

その他 9 7 大阪人権博物館展示総合図録人権からみた日本社会 大阪人権博物館 大阪人権博物館 1996

その他 9 20
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

人権啓発への展望
総務庁長官官房
地域改善対策室

総務庁長官官房
地域改善対策室

1997

その他 9 13 社会啓発双書 人権差別と教育 部落解放研究所 1989

その他 9 53 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

その他 9 12 人権に関する国家公務員等研修会講演録
財団法人　人権教育啓
発推進センター

2005
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その他 9 24 冊子 人権にも１１９番が必要です 人権市民会議 2009

その他 9 27 諌山博氏追悼文集 真実と正義のために　諌山博さんを語るつどい
諌山博さんを語るつどい
事務局

2006

その他 9 11 生と死の教育　「いのち」の体験授業 山下文夫 解放出版社 2008

その他 9 34 世界人権宣言
やさしいから人なんです
展パート２０実行委員会

その他 9 30
人権文化・教育叢書
巡礼いのち旅路 第２巻　１９６５年ロシア・ウクライナの夏 加来宣幸 西日本新聞社 2002

その他 9 29
人権文化・教育叢書
巡礼いのち旅路 第一巻　沖縄巡礼の旅路 加来宣幸 西日本新聞社 2002

その他 9 45
すぐに活用できるワークシー
ト・プログラム付き

対話からはじまる人権学習　地域・職域・学校 岡田耕治 解放出版社 2007

その他 9 43
人権啓発参加型学習の理論
と実践 多様性トレーニングガイド 森田ゆり 解放出版社 2000

その他 9 19
聞き書きによる被爆体験証
言集Ⅰ つたえてくださいあしたへ・・・ エフコープ生活協同組合 1995

その他 9 17 当事者からみた日本の人権白書 人権フォーラム２１ 1998

その他 9 48 絵本 とうろうながし
文：松谷みよ子、絵：丸木
俊

偕成社 1985

その他 9 28 南京大虐殺と原爆　アジアの声第９集
戦争犠牲者を心に刻む
会：編　発行者　今東成
人

1995

その他 9 38 日本国憲法 自由国民社 2009

その他 9 39
部落解放大学講座Ⅲ人権擁
護 はじめての人権問題 部落解放研究所 解放出版社 1994

その他 9 3 知っていますか？ パワー・ハラスメント　一問一答　　 金子　雅臣 解放出版社 2005

その他 9 6 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

その他 9 57 ハンセン病人権マンガ『麦ばあの島』①／４ 古林　海月 （株）すいれん舎 2017

その他 9 58 ハンセン病人権マンガ『麦ばあの島』②／４ 古林　海月 （株）すいれん舎 2017

その他 9 59 ハンセン病人権マンガ『麦ばあの島』③／４ 古林　海月 （株）すいれん舎 2017

その他 9 60 ハンセン病人権マンガ『麦ばあの島』④／４ 古林　海月 （株）すいれん舎 2017

その他 9 31 ひと味ちがう人権ワークショップ 山中千枝子 明石書店 2005

その他 9 46 ファシリテーターになろう！
ちょんせいこ
西村善美・松井一恵

解放出版社 2014

その他 9 65 ふれてください戦争に 武富　慈海 燦葉出版社 2019

その他 9 47 絵本 ぼうさまになったからす 文：松谷みよ子、絵：司修 偕成社 1978

その他 9 5 報道被害とメディア改革 平川宗信 解放出版社 2010

その他 9 4 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 2005

その他 9 15 ホスピタルティトレーニング
宇田川光雄、岡崎光、三
好良子

遊戯社 2002

その他 9 18 絵本 まちんと 文：松谷みよ子、絵：司修 偕成社 1978

その他 9 50 絵本 も～お～　うしです！
文：うしのえほんをつくる
会、絵：とくはるあき

エルくらぶ 2004

その他 9 55
やってみよう！人権・部落問題プログラム行動につなげ
る参加型学習

財団法人大阪府人権協
会

解放出版社 2012

その他 9 32 汚穢と禁忌
メアリ・ダグラス　塚本利
明訳

思潮社 1995

その他 9 26 ワーキングプア　日本を蝕む病
NHKスペシャルワーキン
グプア取材班：編

ポプラ社 2007

その他 9 42
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 地域改善啓発センター 1997

その他 9 44
参加型の人権・部落問題学習
プログラム・実践集 わたし出会い発見part2 監修：平沢安政、森実

大阪府同和教育研究協
議会編

1998

その他 9 49 絵本 わたしのいもうと
文：松谷みよ子、絵：味戸
ケイコ

偕成社 1987

その他 9 67 宇梶静江　大地よ！　アイヌの母神、宇梶静江自伝 宇梶静江 藤原書店 2020


