
番号 書籍名 著者名・編集 発行・出版社名 発行年

1 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 1993

2 あなたが守る　あなたの心・あなたのからだ 森田ゆり 童話館出版 1997

3 今、蘇る全人教育　小原國芳 山崎亮太郎 教育新聞社 2001

4 イラスト版　子どもの権利　子どもとマスターする50の権利学習 喜多明人、浜田進士　他 合同出版 2006

5 INNTERVIEW　「部落出身」１２人の今、そしてここから 解放出版社編 解放出版社 2003

6 AIDSをどう教えるか　第２版 五島真理為、尾藤りつ子 解放出版社 2002

7 エンパワメントと人権 森田ゆり 解放出版社 2001

8 「お互いさま！」宣言 石川大輔、石川ミカ 太陽出版 2003

9 「男だてら」に「女泣き」 奥山和弘 文芸社 2004

10 男の家事のすすめ 早瀬鑛一 三水社 1999

11 お・と・なの人権読本 八頭司好孝 文芸社 2002

12 お笑いジェンダー論 瀬地山角 頸草書房 2004

13 女たちのエンパワーメント 野々村恵子、中藤洋子 国土社 1997

14 女たちのパワーブック 三井マリ子 かもがわ出版 2004

15 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

16 近世身分と被差別民の諸相 寺本信明 解放出版社 2000

17 クイズウルトラ　人権１００問 辛淑玉 解放出版社 2007

18 ケガレ　　差別思想の深層 沖浦和光、宮田登 解放出版社 2001

19 ケガレ意識と部落差別を考える 辻本正教 解放出版社 2000

20 「兼業主夫」マニュアル 清水恭一 大村書店 2004

21 子どもの権利条約と児童の福祉 一番ケ瀬康子、長谷川重夫、吉沢英子 ミネルヴァ書房 1992

22 子どもの性虐待と人権　　社会教育的ケア構築への視座 柴田朋 明石書店 2009

23 参加型学習がひらく未来ー「人権教育１０年」同和教育 部落解放・人権研究部 解放出版社 1998

24 しあわせの温度　　　　続・人権考 産経新聞大阪本社人権問題取材班編 解放出版社 1998

25 ジェンダーの世界地図 菅原由美子 大月書店 2004

26 ジェンダーを学ぶ 堤要 海鳥社 1998

27 ジェンダー学を学ぶ人のために 富士谷あつ子、伊藤公雄 世界思想社 2001

28 ジェンダーというメガネ     やさしい女性学 諸橋泰樹 フェリス女学院大学 2003

29 実践　人権教育の方法　　　-フランスのテキストから- リシュール・フォルタ、ロラン・ランタンフ 明石書店 1997

30 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

31 知っていますか？セクシャル・ハラスメント　　　一問一答 養父知美、牟田和恵 解放出版社 2000

32 知っていますか？人権教育　　一問一答 森実 解放出版社 2002

33 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 2001

34 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 2000

35 知っていますか？アダルト・チルドレン 　一問一答 斎藤学 アダルトチルドレン一問一答編集委員会 2002

36 知っていますか？ドメスッティク・バイオレンス　　一問一答 日本DV防止・情報センター 解放出版社 2002

37 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 2005

38 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

39 知っていますか？　ハンセン病と人権　　第3判 神美知宏、藤野豊、牧野正直 解放出版社 2005

40 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

41 生涯学習時代の人権 黒沢惟昭、森山沾一 明石書店 1995

42 女性学教育/学習ハンドブック｛新版｝　　ジェンダーフリーな社会をめざして 国立婦人教育会館　女性学・ジェンダー研究会 有斐閣 2001

43 人権の扉をたたく 竹内良 解放出版社 2004

44 「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

45 人権教育をひらく　　　同和教育への招待 中野陸夫、池田寛、中尾健次、森実 解放出版社 2000

46 人権に関する学習のすすめ方 国立教育会館社会教育研究所 ぎょうせい 2000

47 人権学習を創る　　　偏見と差別の社会心理学 中川喜代子 明石書房 1994

48 人権のための教育 ラルフ・ペットマン 明石書房 2000

49 人権のステージ 奥田均 解放出版社 1999

50 新修　部落問題辞典 秋定嘉和、桂正孝、村越末男 解放出版社 2001

51 新聞でみる部落問題　　２０００年版 部落解放・人権研究所 解放出版社 2000

52 ズバリ、「しょうがい」しゃ　　わが人生に悔いはなし 森修 解放出版社 2000

人権・同和教育（人権教育、同和教育、子どもの権利、ジェンダー、ハンセン病、異文化理解等）



番号 書籍名 著者名・編集 発行・出版社名 発行年

53 すべてのヒトは人だ　　　　　世界人権宣言 (絵）黒田征太郎 解放出版社 1998

54 世界の人権教育 ジョージ・ｊアンドレオポーロス 明石書房 1999

55 総合学習としての人権教育 長尾彰夫 明治図書 2000

56 続　あした元気になあれ 松村智広 解放出版社 2005

57 竹田の子守唄 藤田正 解放出版社 2003

58 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際 森田ゆり 解放出版社 2001

59 男女共同参画社会へ 坂東真理子 勁草書房 2004

60 男女共同参画　向老期をともに生き、ともに学ぶ 国立女性教育会館　 財務省印刷局 2002

61 男女共同参画社会 関哲夫 ミネルヴァ書房 2001

62 ちがうことこそ、ええこちゃ 牧口一二 NHK出版 1999

63 DVを理解するために 米田眞澄・COSMO 解放出版社 2001

64 共立夫婦　DINSKから共立夫婦へ （株）読売広告社（財）ハイライフ研究所 日科技連出版社 2001

65 何が不自由で、どちらが自由か 牧口一二 河合文化教育研究所 2000

66 女の子に贈る　　なりたい自分になれる本 上野千鶴子 学陽書房 2003

67 「橋のない川」を読む 住井すえ、福田雅子 解放出版社 2000

68 つくって知ろう！かわ･皮・革　はじめての和太鼓演奏 板東誠 エルくらぶ 2002

69 はじめて学ぶジェンダー論 伊田広行 大月書店 2002

70 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 解放出版社 2004

71 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

72 ひと味ちがう人権ワークショップⅡ 山中千枝子 解放出版社 2005

73 「部落史」論争を読み解く 沖浦和光 解放出版社 2000

74 部落問題・人権事典 村越末男 解放出版社 2001

75 部落問題論への招待 寺本伸明、野口道彦 解放出版社 2001

76 部落差別を克服する思想 川元祥一 解放出版社 2002

77 部落史に学ぶ 外川正明 解放出版社 2003

78 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

79 偏見と差別のメカニズム 中川喜代子 明石書店 2006

80 放置された１０００部落　　事業未実施地域をみて 北孔介 部落解放研究所 1989

81 みんなの命　輝くために 黒田ジャーナル 解放出版社 2000

82 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 明石書房 1998

83 森の棘・花の記憶 にしばねよしこ 三重県　 2000

84 勇気がでてくる人権学習 白井俊一 解放出版社 2000

85 勇気がでてくる人権学習２ 白井俊一 解放出版社 2001

86 勇気がでてくる人権学習３ 白井俊一 解放出版社 2002

87 わたし　出会い　発見　　　教材・実践集 平沢安政、森実　監修 大阪府同和教育研究協議会編 1996

88 わたし　出会い　発見　part２　参加型の人権・部落問題学習　プログラム・実践集 平沢安政、森実　監修 大阪府同和教育研究協議会編 1998

89 わたし　出会い　発見　part３　　人権総合学習プラン 長尾彰夫　監修 大阪府同和教育研究協議会編 1999

90 わたし　出会い　発見　part４　人権総合学習Q＆A 森実　監修 大阪府同和教育研究協議会編 2001

91 わたし　出会い　発見　part５　遊びと学びをつなぐ教材・実践集 高田一宏　監修 大阪府同和教育研究協議会編 2004

92 わたし　出会い　発見　part６　教材・実践集 森実、新保真紀子 大阪府同和教育研究協議会編 2006

93 わたしの人権みんなの人権①“自分をたいせつに”からはじめよう 荒牧重人、佐々木光明 ポプラ社 2004

94 わたしの人権みんなの人権②いじめ、暴力、虐待から自分を守る 荒牧重人、坪井節子 ポプラ社 2004

95 わたしの人権みんなの人権③意見をいって自分もまわりも変わる 荒牧重人、喜多明人 ポプラ社 2004

96 わたしの人権みんなの人権④いろいろな人の人権を考える 荒牧重人、石井小夜子 ポプラ社 2004

97 わたしの人権みんなの人権⑤立ちあがる世界の子どもたち 荒牧重人、甲斐田万智子 ポプラ社 2004

98 わたしの人権みんなの人権⑥情報を得ること伝えること 荒牧重人、野村武司、平野裕二 ポプラ社 2004

99 わたしの訳　世界人権宣言 アムネスティ・インターナショナル日本支部 明石書房 1995


