
ＮＯ 書　　　名 著編者名 発行所 発行日 備　　　考 分　　　類 冊数
1 福岡の同和教育 福岡県同和教育研究協議会 １９７４年 １３回福岡県研究大会大会 研究大会報告集
2 福岡の「同和」教育 福岡県同和教育研究協議会 １９７５年 １４回福岡県研究大会大会 研究大会報告集
3 福岡の「同和」教育 福岡県同和教育研究協議会 １９７６年 １５回福岡県研究大会大会 研究大会報告集
4 人権 地域改善対策研究所 １９９４年 ３月号 人権
5 わたしたちの課題 「人権教育のための国連１０年」推進委員会 １９９８年 vol2 国連人権教育10年

6 学力保障と教育内容の創造 全国解放教育研究会 明治図書 １９８６年 解放教育の展開１ 解放教育
7 学力保障と部落問題学習 全国解放教育研究会 明治図書 １９８５年 解放教育の展開２ 解放教育
8 子どもの生活と集団づくり 全国解放教育研究会 明治図書 １９８６年 解放教育の展開３ 解放教育
9 差別の現実と進路保障 全国解放教育研究会 明治図書 １９８５年 解放教育の展開４ 解放教育

10 自己教育と社会啓発 全国解放教育研究会 明治図書 １９８５年 解放教育の展開５ 解放教育 ２冊
11 解放教育の原則と展望 全国解放教育研究会 明治図書 １９８５年 解放教育の展開６ 解放教育 ２冊
12 職員の人間学ートラブルを生かす法則ー 岡坂愼二 明治図書 １９９１年 学級経営ブックレット２４ 学級経営
13 性のタブーに挑んだ男たち 山田直英 かもがわ出版 １９９４年 かもがわブックレエト７２

14 総合学習をたのしむ　　　　 長尾彰夫 アドバンテージサーバー １９９９年 カリキュラム改革としての総合学習１ 総合学習
15 生きること働くこと 三宅都子、長尾彰夫 アドバンテージサーバー １９９９年 カリキュラム改革としての総合学習２ 総合学習
16 人権文化を拓く 脇田　学、長尾彰夫 アドバンテージサーバー １９９９年 カリキュラム改革としての総合学習３ 総合学習
17 環境にはたらきかける 塩崎勝彦、長尾彰夫 アドバンテージサーバー １９９９年 カリキュラム改革としての総合学習４ 総合学習
18 地域と結ぶ国際理解 善元幸夫、長尾彰夫 アドバンテージサーバー １９９９年 カリキュラム改革としての総合学習５ 総合学習
19 情報・メディア・図書館 森田英嗣、長尾彰夫 アドバンテージサーバー １９９９年 カリキュラム改革としての総合学習６ 総合学習
20 みんなとの人間関係を豊にする教材５５ 小学館 １９９９年 教育技術MOOK 教材集
21 学校グループワークトレーニング 坂野公信 遊技社 平成１年 グループワークトレニング 教材･実践
22 新学校グループワークトレーニング 日本レクレーション協会 遊技社 １９９５年 グループワークトレニング 教材･実践
23 学校グループワークトレーニング３ 日本学校GWT研究会 遊技社 平成１５年 グループワークトレニング 教材･実践
24 GWTのすすめ　ヒトを人にする 日本GWT協会 遊技社 ２００３年 グループワークトレニング 教材･実践
25 たのしいグループワークトレーニング 大阪グループワーク研究会 遊技社 ２００４年 グループワークトレニング 教材･実践
26 ホスピタリティトレーニング 宇田川光男 遊技社 ２００２年 グループワークトレニング 教材･実践
27 協力すれば何かが変わる 坂野公信 遊技社 平成６年 グループワークトレニング 教材･実践
28 人権文化を拓くⅠ 全国同和教育研究協議会 ２００１年 月間「同和教育」 エッセイ
29 現代の差別を考える 全国同和教育研究協議会 １９８８年 月間「同和教育」 エッセイ 3冊
30 現代の差別を考える２ 全国同和教育研究協議会 １９９２年 月間「同和教育」 エッセイ 2冊
31 現代の差別を考える３ 全国同和教育研究協議会 １９９７年 月間「同和教育」 エッセイ
32 わが子と共に差別を越えて 原田登貴子 東方出版 １９８３年 現代同和教育シリーズ１４ 差別
33 『子どもの人権』をめぐる疑問にこたえる 鈴木祥蔵 子どもの権利条約批准の会 １９９２年 子どもの権利条約解説パンフ６ 子どもの権利条約 2冊
34 知ってますか？アイヌ民族 上村英明 解放出版社 １９９３年 知っていますか？一問一答 アイヌ
35 知ってますか？インターネットト人権 高木　寛 解放出版社 ２０００年 知っていますか？一問一答 インターネット
36 知ってますか？ＡＩＤＳと人権 屋鋪恭一 解放出版社 １９９４年 知っていますか？一問一答 エイズ
37 知ってますか？「エンゼルプラン」 鈴木祥蔵 解放出版社 １９９６年 知っていますか？一問一答 エンゼルプラン
38 知ってますか？外国人労働者とその家族の人権 丹羽雅雄 解放出版社 １９９８年 知っていますか？一問一答 外国人
39 知ってますか？子どもの虐待 田上時子 解放出版社 ２０００年 知っていますか？一問一答 虐待
40 知ってますか？在日韓・朝鮮人問題 梁　泰昊（ヤン　テホ） 解放出版社 １９９１年 知っていますか？一問一答 在日
41 知ってますか？在日韓・朝鮮人問題第２版 梁　泰昊（ヤン　テホ）・川瀬俊治 解放出版社 ２００１年 知っていますか？一問一答 在日
42 知ってますか？治日外国人と参政権 中原良二 解放出版社 ２０００年 知っていますか？一問一答 在日
43 知ってますか？狭山事件 部落解放同盟中央本部中央狭山闘争本部 解放出版社 １９９４年 知っていますか？一問一答 狭山事件
44 知ってますか？ジェンダーと人権 船橋邦子 解放出版社 ２００３年 知っていますか？一問一答 ジェンダー
45 知ってますか？障害者問題 全国障害者解放運動連絡協議会 解放出版社 １９９２年 知っていますか？一問一答 障害者
46 知ってますか？女性差別 新しい女と男を考える会 解放出版社 １９９４年 知っていますか？一問一答 女性差別
47 知ってますか？人権教育 森　実 解放出版社 ２０００年 知っていますか？一問一答 人権教育
48 知ってますか？スクールセクシャルハラスメント 亀井明子 解放出版社 ２００４年 知っていますか？一問一答 スクールセクシャルハラスメント

49 知ってますか？精神障害者 知っていますか？一問一答編集委員会 解放出版社 １９９２年 知っていますか？一問一答 精神障害者
50 知ってますか？捜査と報道 佐藤友之 解放出版社 ２０００年 知っていますか？一問一答 捜査、報道
51 知ってますか？同和教育 知っていますか？一問一答編集委員会 解放出版社 １９９３年 知っていますか？一問一答 同和教育 ２冊
52 知ってますか？同和教育第２版 森　実 解放出版社 ２００４年 知っていますか？一問一答 同和教育
53 知ってますか？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年 知っていますか？一問一答 ドメスティック・バイオレンス

54 知ってますか？ハンセン病と人権 ハンセン病と人権を考える会 解放出版社 １９９７年 知っていますか？一問一答 ハンセン病
55 知ってますか？ハンセン病と人権　第2版 ハンセン病と人権を考える会 解放出版社 ２０００年 知っていますか？一問一答 ハンセン病
56 知ってますか？部落問題 知っていますか？一問一答編集委員会 解放出版社 １９９０年 知っていますか？一問一答 部落問題 ２冊
57 知ってますか？部落問題　第２版 知っていますか？一問一答編集委員会 解放出版社 ２００２年 知っていますか？一問一答 部落問題
58 知ってますか？「同和」保育 大阪同和保育研究協議会 解放出版社 １９９１年 知っていますか？一問一答 保育
59 知ってますか？ボランティアと人権 早瀬昇・牧口明 解放出版社 １９９７年 知っていますか？一問一答 ボランティア
60 知ってますか？ユニークフェイス 松本学・石井政之・藤井輝明 解放出版社 ２００１年 知っていますか？一問一答 ユニークフェイス
61 知ってますか？セクシュアルハラスメント 養父智美・牟田和恵 解放出版社 １９９９年 知っていますか？一問一答 セクシュアルハラスメント

62 企業研修入門 香野貞人 解放出版社 １９８３年 社会教育
63 企業研修の実際 部落解放研究所 解放出版社 １９８７年 社会同和教育４ 社会教育
64 集団主義保育の理論と実践 玉置哲淳 明治図書 １９８７年 集団主義保育シリーズ１ 保育
65 乳児の関係性の発展と集団づくり 玉置哲淳 明治図書 １９８８年 集団主義保育シリーズ２ 保育
66 私を創ったものーいのちの輝きを綴るー 土田光子 明治図書 ２００１年 腎管教育を生かした学級づくり２ 学級づくり
67 これからの人権教育 日本教職員組合人権教育 アドバンテージサーバー １９９８年 人権教育実践ブックレット 人権教育
68 部落の歴史 小林　茂 解放解放研究所:解放出版社 １９８５年 人権ブックレット１ 差別の歴史 ２冊
69 心に翼を 解放解放研究所:解放出版社 １９８８年 人権ブックレット１０ エッセイ
70 人権ブックレット１１

71 オールロマンス事件 平野一郎 解放解放研究所:解放出版社 １９８８年 人権ブックレット１２ オールロマンス 2冊
72 狭山事件とは 森井　暲 解放解放研究所:解放出版社 １９８８年 人権ブックレット１３ 狭山
73 差別事件と糾弾権 和島岩吉 解放解放研究所:解放出版社 １９８９年 人権ブックレット１４ 糾弾闘争 ２冊
74 放置された1000部落 北　孔介 解放解放研究所:解放出版社 １９８９年 人権ブックレット１５ 部落問題
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75 部落地名総監事件 友永健三 解放解放研究所:解放出版社 １９８９年 人権ブックレット１６ 地名総監
76 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 解放解放研究所:解放出版社 １９８９年 人権ブックレット１７ 人権啓発
77 識字運動とは 元木健、内山一雄 解放解放研究所:解放出版社 １９８９年 人権ブックレット１８ 識字 2冊
78 人権とは 友永健三 解放解放研究所:解放出版社 １９８９年 人権ブックレット１９ 国際人権
79 部落解放のあゆみ 村越末男 解放解放研究所:解放出版社 １９８６年 人権ブックレット２ 部落解放
80 熱と光を 解放解放研究所:解放出版社 １９９０年 人権ブックレット２０ エッセイ
81 解放解放研究所:解放出版社 人権ブックレット２１

82 解放解放研究所:解放出版社 人権ブックレット２２

83 開設　人権差別撤廃条約 金　東勲 解放解放研究所:解放出版社 １９９０年 人権ブックレット２３ 人種差別 2冊
84 国際化時代の企業と人権 小林洋一郎 解放解放研究所:解放出版社 １９９０年 人権ブックレット２４ 　企業 2冊
85 差別戒名とは 松根　鷹 解放解放研究所:解放出版社 １９９０年 人権ブックレット２５ 戒名
86 身元調査とプライバシー 阪本昌成 解放解放研究所:解放出版社 １９９０年 人権ブックレット２６ 身元調査 ２冊
87 アメリカの平等雇用 横田耕一 解放解放研究所:解放出版社 １９９１年 人権ブックレット２７ 雇用
88 部落解放基本法とは 部落解放基本法制定要求国民運動中央実行委員会 解放解放研究所:解放出版社 １９９１年 人権ブックレット２８ 部落解放基本法 2冊
89 企業の社会貢献と人権 藤原俊昭、田村宏之 解放解放研究所:解放出版社 １９９１年 人権ブックレット２９ 企業
90 人権からみた日本国憲法 田畑　忍、鈴木祥蔵 解放解放研究所:解放出版社 １９８７年 人権ブックレット３ 日本国憲法
91 第三期の部落解放運動 大賀正行 解放解放研究所:解放出版社 １９９１年 人権ブックレット３０ 解放運動 2冊
92 激動する世界と人権 武者小路公秀 解放解放研究所:解放出版社 １９９１年 人権ブックレット３１ 世界人権
93 若者は部落問題をどう見ているのか 田宮　武 解放解放研究所:解放出版社 １９９１年 人権ブックレット３２ 調査
94 問われる啓発 小森哲郎 解放解放研究所:解放出版社 １９９２年 人権ブックレット３３ 調査 ２冊
95 松本治一郎伝 平野一郎 解放解放研究所:解放出版社 １９９２年 人権ブックレット３４ 松本治一郎
96 にんげん賛歌　私の人権教室 解放解放研究所:解放出版社 １９９２年 人権ブックレット３５ エッセイ
97 共に生きるアジア 武者小路公秀 解放解放研究所:解放出版社 １９９２年 人権ブックレット３６ 国際
98 改訂版　識字運動とは 元木健、内山一雄 解放解放研究所:解放出版社 １９９２年 人権ブックレット３７ 識字 ２冊
99 自分らしく学ぶ　啓発新時代 加藤敏明 解放解放研究所:解放出版社 １９９２年 人権ブックレット３８ 啓発

100 足元からの部落解放基本法実現へ 部落解放基本法制定要求国民運動中央実行委員会 解放解放研究所:解放出版社 １９９３年 人権ブックレット３９ 法：部落解放基本法

101 入門企業と部落問題 竹村　毅、香野貞人 解放解放研究所:解放出版社 １９８７年 人権ブックレット４ 　企業 ２冊
102 職場研修をどうすすめるか 藤原俊昭 解放解放研究所:解放出版社 １９９３年 人権ブックレット４０ 社会教育
103 わたしの世界人権宣言 世界人権宣言中央実行委員会 解放解放研究所:解放出版社 １９９３年 人権ブックレット４１ 世界人権
104 日本の先住民族アイヌ 野村義一、山川力、手島武雅 解放解放研究所:解放出版社 １９９３年 人権ブックレット４２ アイヌ
105 参加型学習とリーダー養成 武本勝 解放解放研究所:解放出版社 １９９３年 人権ブックレット４３ 参加型学習
106 日本を問うアジア 松井やより 解放解放研究所:解放出版社 １９９４年 人権ブックレット４４ アジア女性問題
107 障害者と社会参加 定藤丈弘 解放解放研究所:解放出版社 １９９４年 人権ブックレット４５ 障害者
108 国連と人権ＮＧＯ 武者小路公秀、鈴木美恵子 解放解放研究所:解放出版社 １９９４年 人権ブックレット４６ 反差別国連運動
109 解放解放研究所:解放出版社 １９９５年 人権ブックレット４７

110 戸籍と人権 二宮周平 解放解放研究所:解放出版社 １９９５年 人権ブックレット４８ 戸籍 ２冊
111 いま人権教育が変わる 森　実 解放解放研究所:解放出版社 １９９５年 人権ブックレット４９ 国連人権教育10年

112 魂の叫び 解放解放研究所:解放出版社 １９８７年 人権ブックレット５ アパルトヘイト 2冊
113 解放解放研究所:解放出版社 人権ブックレット５０

114 解放解放研究所:解放出版社 人権ブックレット５１

115 いじめを越えて　 新保真紀子 解放解放研究所:解放出版社 １９９７年 人権ブックレット５２ いじめ ２冊
116 命を選別する医療 天笠啓祐 解放解放研究所:解放出版社 １９９８年 人権ブックレット５３ 脳死
117 参加型学習がひらく未来 森　実 解放解放研究所:解放出版社 １９９８年 人権ブックレット５４ 参加型学習
118 人権社会のシステムを 北口末広 解放解放研究所:解放出版社 １９９９年 人権ブックレット５５ 身元調査
119 解放解放研究所:解放出版社 ２００１年 人権ブックレット５６

120 はい、子どもの人権オンブズパーソンです 住友　剛 解放解放研究所:解放出版社 ２００１年 人権ブックレット５７ 子どもの人権
121 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 解放解放研究所:解放出版社 ２００１年 人権ブックレット５８ 法：啓発推進法
122 部落問題図書５０選 解放解放研究所:解放出版社 １９８７年 人権ブックレット６ 図書目録
123 解放教育のめざすもの 鈴木祥蔵 解放解放研究所:解放出版社 １９８７年 人権ブックレット７ 臨時教育審議会答申

124 「同対審」答申の意義と今日 大賀正行 解放解放研究所:解放出版社 １９８８年 人権ブックレット８ 同対審 3冊
125 仏教と部落差別 柏原祐泉 解放解放研究所:解放出版社 １９８８年 人権ブックレット９ 仏教
126 みんな、たからもの 鹿島和夫 講談社 １９８６年 せんせいあのねの著者 綴り方指導
127 人権文化の創造をめざして 全国同和教育研究協議会 １９９７年 全同教講演集１ 講演
128 同和教育のたしかさを人権教育に 全国同和教育研究協議会 １９９８年 全同教講演集２ 講演
129 人権文化の豊かな開花を 全国同和教育研究協議会 １９９９年 全同教講演集３ 講演
130 人権文化の基底を拓く 全国同和教育研究協議会 ２０００年 全同教講演集４ 講演 ２冊
131 「人権教育のための国連１０年」と同和教育 全国同和教育研究教議会 １９９６年 全同教同和教育資料１３ 国連人権教育10年 ２冊
132 同和教育進展のための基本法令・資料集 全国同和教育研究協議会事務局 全国同和教育研究協議会 １９９７年 全同教同和教育資料１４ 法令、資料 2冊
133 人権教育進展のための基本法令・資料集 全国同和教育研究協議会 全国同和教育研究協議会 ２００４年 全同教同和教育資料２１ 法令･資料
134 豊かな人権教育創造のために 豊川地区同和教育研究会 全国同和教育研究協議会 ２００５年 全同教同和教育資料２４ 実践事例
135 出会いを紡いで 全国同和教育研究教議会 ２００６年 全同教同和教育資料２５ 全同教講演集
136 同和教育への提言 全国同和教育研究協議会 全国同和教育研究協議会 １９８６年 第37回全同教大会特別部会 講演集
137 続同和教育への提言 全国同和教育研究協議会 全国同和教育研究協議会 １９８７年 第38回全同教大会特別部会 講演集
138 全国同和教育研究協議会 全国同和教育研究協議会 １９８８年 第39回全同教大会特別部会 講演集
139 同和教育への提言Ⅲ 全国同和教育研究協議会 全国同和教育研究協議会 １９８９年 第40回全同教大会特別部会 講演集 3冊
140 同和教育への提言Ⅳ 全国同和教育研究協議会 全国同和教育研究協議会 １９９０年 第41回全同教大会特別部会 講演集
141 同和教育への提言Ⅴ 全国同和教育研究協議会 全国同和教育研究協議会 １９９１年 第42回全同教大会特別部会 講演集 2冊
142 同和教育への提言Ⅵ 全国同和教育研究協議会 全国同和教育研究協議会 １９９２年 第43回全同教大会特別部会 講演集
143 同和教育への提言Ⅶ 全国同和教育研究協議会 全国同和教育研究協議会 １９９３年 第4４回全同教大会特別部会 講演集
144 同和教育への提言Ⅷ 全国同和教育研究協議会 全国同和教育研究協議会 １９９４年 第45回全同教大会特別部会 講演集 ８冊
145 同和教育への提言Ⅸ 全国同和教育研究協議会 全国同和教育研究協議会 １９９５年 第46回全同教大会特別部会 講演集
146 同和教育への提言ⅹ 全国同和教育研究協議会 全国同和教育研究協議会 １９９６年 第47回全同教大会特別部会 講演集 １０冊
147 同和教育における国語の授業 佐古田好一 部落解放研究出版部 １９７０年 同教育シリーズ１６ 国語の授業
148 文学の授業と同和教育 菅野小学校 部落解放研究出版部 １９７１年 同教育シリーズ２６

149 同和教育における国語の授業おける学級経営 佐古田好一 部落解放研究出版部 １９７２年 同教育シリーズ２９

150 同和教育の理論と方法 小川太郎 部落解放研究出版部 １９７１年 同教育シリーズ９ 同和教育
151 親のしごとと人権学習 奈良県・大阪同和教育研究会 解放出版社 １９８６年 同和教育実践の記録１ 実践の記録
152 綴ることと人権学習 奈良県・大阪同和教育研究会 解放出版社 １９８７年 同和教育実践の記録２ 実践の記録 2冊



153 地域をさぐる人権学習 奈良県・大阪同和教育研究会 解放出版社 １９８７年 同和教育実践の記録３ 実践の記録 ２冊
154 仲間をつなぐ人権学習 奈良県・大阪同和教育研究会 解放出版社 １９８７年 同和教育実践の記録４ 実践の記録
155 文学の読みと人権学習 奈良県・大阪同和教育研究会 解放出版社 １９８８年 同和教育実践の記録５ 実践の記録
156 「私の歩んできた道～差別を生きて」 山口　祝 佐賀県環境生活局人権・同和対策課 平成１５年 同和問題講演会講演録 講演記録 ６冊
157 学ぼう人間の尊さをー生きがいをを、みんなのものにー 川内俊彦 佐賀県環境生活局人権・同和対策課 平成１０年 同和問題講演会講演録 講演記録 ３冊
158 「あした元気になあれ」 松村智洋 佐賀県環境生活局人権・同和対策課 平成１３年 同和問題講演会講演録 講演記録 ９冊
159 「いじめなんかじゃくたばるもんか!!」 原田大二郎 佐賀県環境生活局人権・同和対策課 平成１５年 同和問題講演会講演録 講演記録 ６冊
160 私が見てきたこと、感じたこと 江川紹子 佐賀県環境生活局人権・同和対策課 平成８年 同和問題講演会講演録 講演記録
161 「部落差別に対する心の叫び」 江口いと 佐賀県環境生活局人権・同和対策課 平成１５年 同和問題講演会講演録 講演記録
162 路地裏の人権 田中正人 佐賀県企画県民部人権・同和対策課 平成１２年 同和問題講演会講演録 講演記録 ４冊
163 「部落差別をぶっ飛ばせ」 若宮啓文 佐賀県企画県民部人権・同和対策課 平成１２年 同和問題講演会講演録 講演記録 ９冊
164 わたしたちメッセージー未来を拓く子どもたちのためにー 清見久夫・順子 佐賀県人権･同和対策課 平成１６年 同和問題講演会講演録 講演記録 ５冊
165 人権の時代を拓くー母住井すゑの闘いと遺言ー 増田れい子 佐賀県生活環境部同和対策課 平成９年 同和問題講演会講演録 講演記録 ２冊
166 「人権と部落問題」 高野真澄 佐賀県総務部人事課 同和問題講演会講演録 講演記録
167 今、何が求められているか 田村正男 佐賀県福祉生活部同和対策課 平成８年 同和問題講演会講演録 講演記録
168 差別の重荷 小笠原亮一 佐賀県福祉生活部同和対策課 平成７年 同和問題講演会講演録 講演記録 ５冊
169 人権文化の創造をめざして 奈良人権・部落解放研究所 ２００１年 ならヒューマンライツブックス１ 国連人権教育10年

170 企業が拓く人権文化 奈良人権・部落解放研究所 ２００１年 ならヒューマンライツブックス２ 企業
171 ならヒューマンライツブックス３

172 人権が共存する町づくり１ 奈良人権・部落解放研究所 ２００２年 ならヒューマンライツブックス４ まちづくり
173 今、光っていたい　ー娘ののこしてくれたものー 田中　蔚 明石書店 １９９３年 日航機事故 同和教育:啓発
174 室見川を子どもたちの故郷に 井上　宏 福岡市同和教育研究会 １９９２年 ぬくもりブックレット１ 実践記録集
175 ぬくもりブックレット２

176 差別は生きている 新谷恭明 福岡市同和教育研究会 １９９５年 ぬくもりブックレット３ 講演記録
177 発達の遅れと教育 全日本特殊教育連盟 日本文化科学社 １９９５年 発達の遅れと教育４４８号 障害：進路
178 授業改革の鍵は授業以外にあった 福岡県人権・同和教育研究協議会 福岡県人権・同和教育研究協議会 ２００４年 福岡県同教ブックレットシリーズ② 授業：実践事例
179 部落が語りかけるとき 部落解放同盟小倉地区協議会 福岡部落史研究会 １９９２年 ブックレット菜の花１ 部落史
180 これからの人権教育・啓発 福岡人権研究所 ２００５年 ブックレット菜の花１０ 県・啓発推進指針
181 「六曜」迷信と部落差別 狩野俊就・羽江忠彦 福岡部落史研究会 １９９４年 ブックレット菜の花２ 迷信
182 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年 ブックレット菜の花３ 国連人権教育10年 2冊
183 部落史の授業を見直す 福岡部落史研究会 福岡県部落解放・人権研究所準備室 １９９９年 ブックレット菜の花４ 部落史 2冊
184 子どもたちの表現を拓く 福岡部落史研究会 福岡県部落解放・人権研究所準備室 １９９９年 ブックレット菜の花５ 生活つづり方
185 人権の世紀のために 川向秀武 福岡県部落解放・人権研究所 ２０００年 ブックレット菜の花６ 部落問題 2冊
186 人権教育の新しい地平へ 谷口研二 福岡県部落解放・人権研究所 ２００２年 ブックレット菜の花７ 「かがやき」活用 2冊
187 ブックレット菜の花８

188 ブックレット菜の花９

189 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 ２００３年 部落史入門下巻 部落史
190 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 ２００３年 部落史入門上巻 部落史
191 被差別部落の青春 角岡伸彦 講談社文庫 ２００３年 文庫 エッセイ
192 いま、島で 灰谷健次郎 新潮文庫 昭和62年 文庫 エッセイ
193 ろくべえまってよ 灰谷健次郎 新潮文庫 昭和62年 文庫 児童
194 銀の虚城(ホテル） 森村誠一 角川文庫 昭和４９年 文庫 小説
195 砂場の少年 灰谷健次郎 新潮文庫 平成2年 文庫 小説 2冊
196 砂場の少年 灰谷健次郎 新潮文庫 平成2年 文庫 小説 2冊
197 とんぼがえりで日がくれて 灰谷健次郎 新潮文庫 平成元年 文庫 小説
198 兎の目 灰谷健次郎 新潮文庫 昭和５９年 文庫 小説 2冊
199 太陽の子 灰谷健次郎 新潮文庫 昭和６１年 文庫 小説
200 橋のない川（４） 住井すゑ 新潮文庫 昭和56年 文庫 小説
201 橋のない川（３） 住井すゑ 新潮文庫 昭和56年 文庫 小説
202 我利馬の船出 灰谷健次郎 新潮文庫 平成2年 文庫 小説
203 灰谷健次郎の保育園日記 灰谷健次郎 新潮文庫 平成2年 文庫 保育
204 同和利権の真相 寺園敦史、一ノ宮美成 宝島社 ２００２年 別冊宝島 同和利権
205 人権　差別からの解放 平野一郎 明治図書 １９８４年 明治図書選書２１ 差別 2冊
206 わたし出会い発見 平沢安政 大阪府同和教育連絡協議会 １９９６年 わたし出会い発見 教材･実践
207 わたし出会い発見　パート２ 平沢安政 大阪府同和教育連絡協議会 １９９８年 わたし出会い発見 教材･実践
208 わたし出会い発見　パート３ 永尾彰夫 大阪府同和教育連絡協議会 １９９９年 わたし出会い発見 教材･実践
209 わたし出会い発見　パート４ 森　実 大阪府同和教育連絡協議会 ２００１年 わたし出会い発見 教材･実践
210 わたし出会い発見　パート５ 高田一宏 大阪府同和教育連絡協議会 ２００４年 わたし出会い発見 教材･実践 ２冊
211 わたし出会い発見　パート６ 森　実 大阪府同和教育連絡協議会 ２００６年 わたし出会い発見 教材･実践
212 わたし出会い発見　パ－ト７ 大阪府同和教育連絡協議会 わたし出会い発見 教材･実践
213 わたし出会い発見　パート8 大阪府同和教育連絡協議会 2003
214 ＡＩＤＳをどう教えるか　第２版 五島真理為、尾藤りつ子 教育出版社 ２００２年 ＡＩＤＳ
215 ＣＡＰへの招待 ＣＡＰセンター・ＪＡＰＡＮ 解放出版社 ２００４年 ＣＡＰ
216 まんが　アパルトヘイトの歴史 日本ユネスコ協会連盟 日本評論社 １９９０年 アパルトヘイト
217 アムネスティ人権報告②民族とゆらぐ人権 アムネスティインターナショナル日本支部 明石書店 １９９３年 アムネスティ 2冊
218 体験活動を生かして個を育てる 新富康央 黎明書房 ２０００年 生きる力 実践報告

219 のびのび子育て　知っておきたい育児のこつ 大阪同和保育研究協議会 解放出版社 １９９４年 育児
220 差別意識の諸相　現況と変革の課題 小泉哲郎 明石書店 １９８８年 意識調査
221 いじめに立ち向かう ミッシェル・エリオット、平野裕二 アドバンテージサーバー １９９７年 いじめ
222 実践　いじめ授業主要事件「判決文」を徹底的活用 梅野正信・采女博文 エイデル研究所 ２００１年 いじめ
223 ボク死なないよ 松下真理子 教職員出版部 １９９７年 いじめ
224 新しい私がほんとうの私 飯沼美紀 不知火書房 １９９８年 いじめ
225 人間関係を豊かにする授業実践プラン 安達　昇他 小学館 １９９７年 いじめ不登校　実践書　

226 人物編世界の歴史がわかる本 綿引　弘 三笠書房 一般　歴史
227 解放の道ひとすじ 宮武利正 部落解放同盟九州地方協議会 １９９８年 上杉佐一郎
228 人権は世界を動かす 上杉佐一郎 解放出版社 １９９１年 上杉佐一郎
229 人権は世界を動かす 上杉佐一郎 解放出版社 １９９１年 上杉佐一郎
230 連帯を求めて 上杉佐一郎 解放出版社 １９８６年 上杉佐一郎



231 メッセージソング 藤田　正 解放出版社 ２０００年 歌
232 当たり前の教師として４０年 作本信久 明石書店 １９８９年 エッセイ
233 みんなのために自分のために 黒田　清・大谷昭宏 解放出版社 １９９２年 エッセイ
234 風雪の叫びー被差別部落の古老に学ぶー 長野県同和教育推進教員の会 解放出版社 １９８６年 エッセイ
235 魂あいふれて 酒井美字子 平和プリント １９９２年 エッセイ
236 青い海と空の物語　地球人学校員慶良間 飛鷹照和 遊戯社 ２００４年 エッセイ
237 図書文化 エンカウンター
238 エンカウンターで学級が変わる　パート2　小学校編 國部久子　岡田　弘 図書文化 １９９７年 エンカウンター 実践エクササイズ集

239 エンカウンターで学級が変わる　中学校編 國分康孝 図書文化 １９９６年 エンカウンター
240 エンカウンターで学級が変わるパート２　中学校編 國分康孝 図書文化 １９９７年 エンカウンター
241 エンカウンターで学級が変わるパート３　中学校編 國分康孝 図書文化 １９９９年 エンカウンター
242 エンカウンターで学級が変わるパート３　小学校編 國分康孝 図書文化 １９９９年 エンカウンター
243 エンカウンターで学級が変わる高等学校編 國分康孝 図書文化 １９９９年 エンカウンター
244 エンカウンターで学級が変わる　ショートエクササイズ集 林　伸一、飯野哲朗、梁瀬のり子 図書文化 １９９９年 エンカウンター 実践エクササイズ集

245 完全なる冤罪　ー徳本事件ー 和島岩吉 解放出版社 １９８１年 冤罪
246 子どものエンパワーメントと教育 部落解放・人権研究所 解放出版社 ２０００年 エンパワーメント
247 「オール・ロマンスじけん」再考 キムチョンミ、前川　修 大阪人権博物館 ２００２年 オールロマンス
248 インドのダリット（被差別カースト） 反差別国際運動日本委員会 反差別国際運動日本委員会 ２００１年 カースト
249 水平社会をめざして　部落解放の新しい段階 友永健三 解放出版社 １９９２年 解放運動
250 人間のたたかいの砦から 上田卓三 解放出版社 １９７５年 解放運動
251 日本社会の「いま」を撃つ　ー水平社宣言の視点からー 京都新聞社 解放出版社 １９９２年 解放運動
252 部落の歴史と解放運動 奈良元辰也 解放出版社 １９７５年 解放運動 2冊
253 『あいうえお』からの解放運動 部落解放同盟福岡県川崎町連絡協議会 たいまつ社 １９７６年 解放運動 2冊
254 現代部落解放試論 師岡佑行 柘植書房 １９８４年 解放運動 ３冊
255 解放運動夜話（第１集）ーわが回想の記ー 小森龍邦 部落解放同盟広島県連語婦会出版局 １９９９年 解放運動：エッセイ
256 むらの生活史長野県部落解放運動史　第1集 なかまの歴史調査委員会 部落解放同盟望月町協議会 １９９４年 解放運動史 2冊
257 これからの解放教育学力保障とカリキュラム創造 部落解放研究所 解放出版社 １９９３年 解放教育
258 解放教育論再考 田中欣和 柘植書房 １９８１年 解放教育 2冊
259 解放教育論再考 田中欣和 柘植書房 １９８１年 解放教育
260 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年 解放教育
261 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年 解放教育
262 解放教育の父　谷内照義先生 谷内照義先生をしのぶ会実行委員会 ２０００年 解放教育：寺内照義

263 みんな地球市民人権の歴史と現代②差別 部落解放研究所 部落解放研究所 １９９６年 学習の手引き 2冊
264 世　界　　2006年4月号 瀧井宏臣 岩波書店 ２００６年 学力低下
265 世　界　　2006年5月号 瀧井宏臣 岩波書店 ２００６年 学力低下
266 学力保障と解放教育 部落解放研究所 解放出版社 １９８７年 学力保障
267 荊を越えて 江口いと 青葉図書 昭和56年 歌集
268 石川一雄獄中歌集 石川一雄 たいまつ新書 １９７９年 歌集
269 家族 読売新聞社婦人部 明石書店 １９９２年 家族：エッセイ
270 この解かれて強き子どもたちと 福岡県同和教育研究協議会 福岡県同和教育研究協議会 １９８９年 学級づくり 実践集 ５冊
271 家庭連絡・通信のじょうずな教師 杉山正一、松本敬他 東洋館出版社 昭和５１年 学校と家庭の連絡通信

272 教育コミュニティ　ハンドブック 池田　寛 解放出版社 ２００１年 学校と地域の連携
273 ヒューマン・ライツーたのしい活動事例集ー グラハム・パイク、中川喜代子 明石書店 １９９３年 活動事例集 実践書

274 ソ連邦沿海州で考えたこと 柴谷篤弘 阿吽社 １９９１年 環境
275 学校教育相談・初級講座 小泉英二 学事出版 １９９０年 教育相談
276 教科書の中の現代社会 教科書統制を撃つ会 柘植書房 １９８４年 教科書 ２冊
277 韓国の教科書の中の日本と日本人 ﾕﾝ　ﾊｸｼﾞｭﾝ　筒井真樹子 一光社 １９８９年 教科書：韓国
278 子どもと創る文学の授業　高学年編 大阪自動言語研究会 一光者 １９９０年 教材･実践
279 しんけんに　じんけん 大分県人権教育研究協議会 大分県人権教育研究協議会 ２００２年 教材実践集
280 じんけんスキルブック 兵庫県人権・同和教育研究協議会 兵庫県人権・同和教育研究協議会 ２００１年 教材実践集
281 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 解放出版社 ２００１年 教材集
282 「いのち」を考える授業プラン４８ 教育技術ＭＯＯＫ 小学館 ２０００年 教材集
283 子どものいる風景 中山眞也 葦書房 昭和59年 教師の記録
284 クイズウルトラ人権100問 辛叔玉 解放出版社 ２００５年 クイズ：人権
285 リーダーのＧＷＴ 坂野公信 遊戯社 昭和63年 グループワークトレーニング

286 ケガレ　差別思想の深層 沖浦和光 解放出版社 １９９９年 ケガレ
287 ケガレ意識と部落差別を考える 辻本正教 解放出版社 １０９９年 ケガレ
288 けいはつ「ケガレ」意識を考える 辻本正教 奈良県部落解放研究所 １９８９年 ケガレ 入門書

289 人権劇脚本集　ACT  1  （中学校版） 大阪市人権教育研究協議会 大阪市人権教育研究協議会 ２００３年 劇：脚本
290 ヒューライツフォーラム２００４ 大分県人権教育研究協議会 大分県人権教育研究協議会 ２００４年 研究大会資料
291 元号制批判 井上清 明石書店 １９８９年 元号
292 日本現代史読本 原田勝正 東洋経済新聞社 昭和63年 現代史
293 人間の誇りうるとき 中山栄一 解放出版社 １９９０年 講演：エッセイ
294 第１回差別と人権を考える佐賀県民集会講演集 上杉佐一郎、町田宗夫 部落解放基本法制定要求佐賀県実行委員会 １９９０年 講演記録 ５冊
295 第２回差別と人権を考える佐賀県民集会講演集 村越末男、イーデス・ハンソン 部落解放基本法制定要求佐賀県実行委員会 １９９１年 講演記録 ５冊
296 第３回差別と人権を考える佐賀県民集会講演集 小森龍邦、山城真伍 部落解放基本法制定要求佐賀県実行委員会 １９９２年 講演記録 ４冊
297 第４回差別と人権を考える佐賀県民集会講演集 友永健三、露の新治 部落解放基本法制定要求佐賀県実行委員会 １９９３年 講演記録 ７冊
298 第５回差別と人権を考える佐賀県民集会講演集 寺澤亮一、秋辺得平 部落解放基本法制定要求佐賀県実行委員会 １９９４年 講演記録 ５冊
299 第６回差別と人権を考える佐賀県民集会講演集 新屋英子 部落解放基本法制定要求佐賀県実行委員会 １９９５年 講演記録 ５冊
300 第７回差別と人権を考える佐賀県民集会講演集 谷元昭信、古川　愼 部落解放基本法制定要求佐賀県実行委員会 １９９６年 講演記録 ３冊
301 第８回差別と人権を考える佐賀県民集会講演集 組坂繁之、劇団野火の会 部落解放基本法制定要求佐賀県実行委員会 １９９７年 講演記録 ３冊
302 第９回差別と人権を考える佐賀県民集会講演集 林　力、デープ･スペクター 部落解放基本法制定要求佐賀県実行委員会 １９９８年 講演記録 ５冊
303 第１０回差別と人権を考える佐賀県民集会講演集 中山武敏、願児我楽夢 部落解放基本法制定要求佐賀県実行委員会 １９９９年 講演記録 ２冊
304 第１１回差別と人権を考える佐賀県民集会講演集 北口末広、劇団野火の会 部落解放基本法制定要求佐賀県実行委員会 ２０００年 講演記録 １冊
305 第１２回差別と人権を考える佐賀県民集会講演集 徳田靖之、池田栄子 部落解放基本法制定要求佐賀県実行委員会 ２００１年 講演記録 ２冊
306 講演集　新しい部落史の見方･考え方 京都府城陽高等学校同和部 京都府城陽高等学校同和部 ２０００年 講演集 2冊
307 進化する高校深化する学び 菊池栄治 学事出版 ２０００年 高校
308 学校に教育をとりもどすために 林　竹二 筑摩書房 １９８０年 高校



309 高校友の会活動の手びき 部落解放同盟大阪府連合会 １９７８年 高校
310 思春期理解とこころの病 阿形恒秀、石神　亙、中村敏子 教育出版社 ２００３年 高校：こころ　教材集

311 With you 福岡県高同教実践集 福岡県高等学校同和教育研究協議会 福岡県高等学校同和教育研究協議会 １９９６年 高校：実践 ２冊
312 ともに 福岡県高等学校人権・同和教育研究協議会 福岡県高等学校人権・同和教育研究協議会 ２００６年 高校：実践集 実践集

313 おおさか発　学びすと！ 大阪府立人権教育研究会 大阪府立人権教育研究会 ２００４年 高校教材
314 風鳴る丘の子どもたち なかのうみつお 風鳴る丘の子どもたち刊行委員会 １９９５年 高校実践エッセイ
315 どうなる丸刈・校則 野口善國 ヒューマンブックレット １９９１年 校則
316 世界の国内人権機関 人権フォーラム２１ 解放出版社 １９９９年 国際：調査報告
317 ユニセフによる地球学習の手引き 金澤　孝、渡辺　弘 教育出版社 １９９７年 国際理解：中学校
318 「国民学校の朝」がくる 林　雅行 柘植書房 １９８３年 国民学校
319 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 解放出版社 １９９９年 国連人権教育10年

320 子育てに夢とロマンを 福永宅司 西日本新聞社 ２００４年 子そだて
321 子育ての四季 阪口惠美子 解放出版社 １９９５年 子そだて:エッセイ
322 大人のための子どもの権利条約新しい発想これからの実践 鈴木祥蔵・桂　正孝・森　実 解放出版社 １９９６年 子どもの権利条約
323 子ども発知りたい子どもの権利条約 伊藤書佳、小林広樹、三嶋信行 ジャパンマシニスト １９９０年 子どもの権利条約
324 子どもによる子どものための「子ども権利条約」 小口尚子・福岡鮎美 小学館 １９９５年 子どもの権利条約
325 子どもの権利教育マニュアル Ｄ.セルビー＋Ｇ.パイク 日本評論社 １９９５年 子どもの権利条約
326 ルポルタージュ　在日＆在外コリアン 高賛侑 解放出版社 ２００４年 在日
327 差別を見る 今野敏彦 明石書店 １９８９年 差別
328 年報部落問題研究１差別の定義をめぐって 差別を考える研究会 明石書店 １９９２年 差別 ２冊
329 年報　差別問題研究１　差別の定義をめぐって 差別を考える研究会 明石書店 １９９２年 差別 2冊
330 部落からの告発 大阪部落解放研究所 亜紀書房 １９７０年 差別
331 新版差別と闘い続けて 朝田善之助 朝日新聞社 １９７９年 差別
332 講座　差別と人権　１部落 磯村英一,一番ヶ瀬康子 雄山閣 昭和５９年 差別
333 講座　差別と人権　２　部落 磯村英一,一番ヶ瀬康子 雄山閣 昭和60年 差別
334 図解今日の部落差別 村越末男、三輪嘉男 解放出版社 １９８６年 差別：実態調査 2冊
335 人ある限り人権を 部落解放研究所 解放出版社 １９８８年 差別：世界、日本
336 変溶する部落 部落解放・人権研究所 解放出版社 １９９５年 差別：調査研究
337 差別意識の情況と変革 八木晃介 解放出版社 １９８２年 差別意識
338 差別の意識構造 八木晃介 解放出版社 １９８０年 差別意識
339 あいつぐ差別事件 部落解放同盟大阪府連合会議 解放出版社 １９８６年 差別事件
340 全国のあいつぐ差別事件１９８３年 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 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 １９８４年 差別事件
341 全国のあいつぐ差別事件１９８３年･８６年 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 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 １９８６年 差別事件
342 全国のあいつぐ差別事件１９９０年 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 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 １９９０年 差別事件
343 全国のあいつぐ差別事件１９９２年 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 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 １９９２年 差別事件
344 全国のあいつぐ差別事件１９９３年 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 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 １９９３年 差別事件
345 全国のあいつぐ差別事件１９９８年 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 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 １９９８年 差別事件
346 全国のあいつぐ差別事件１９９９年 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 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 １９９９年 差別事件
347 全国のあいつぐ差別事件２０００年 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 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 ２０００年 差別事件
348 全国のあいつぐ差別事件２００2年 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 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 ２００２年 差別事件
349 続発する差別事件　１９８６年～１９９７年 部落解放基本法制定要求佐賀県実行委員会 部落解放基本法制定要求佐賀県実行委員会 １９９８年？ 差別事件 事務局保管 マル秘

350 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年 差別事件、地区
351 部落問題に向きあった１００人 大阪人権博物館 大阪人権博物館 ２００５年 差別問題
352 開け心が窓ならば　差別反対大合唱 読売新聞大阪社会部 解放出版社 １９８３年 差別問題　「窓」投稿集 入門書

353 真実に目をとざした最高裁 部落解放同盟狭山中央闘争委員会 １９７７年 狭山
354 狭山事件　自分の目で確かめてみよう 狭山事件学習資料　編集委員会 狭山事件学習資料　編集委員会 １９９４年 狭山事件
355 部落差別と冤罪 高杉晋吾 三一書房 １９７７年 狭山事件
356 狭山事件・現地からの報告 狭山市民の会 たいまつ社 １９７９年 狭山事件
357 狭山差別裁判　第4集 部落解放同盟中央本部 部落解放同盟中央本部 １９７２年 狭山事件 2冊
358 狭山事件石川一雄・獄中27年 リトル・モア リトル・モア １９９１年 狭山事件
359 石川さんは無実だ 狭山事件弁護団、部落解放中央共闘会議 部落解放中央闘争委員会 １９７６年 狭山事件
360 真実に目を閉ざした最高裁 西岡　智 部落解放中央闘争委員会 １９７７年 狭山事件
361 人権の学びを創る 部落解放研究所 解放出版社 ２００１年 参加型学習
362 人権読本　にんげんの詩 今野敏彦 明石書店 １９９４年 詩
363 識字　ーすべての人々に文字をー 読売新聞社 明石書店 １９９０年 識字
364 識字と人権 国際識字年推進中央実行委員会 解放出版社 １９９１年 識字
365 四十年目の手紙 部落解放同盟中央本部 解放出版社 １９９１年 識字：エッセイ
366 小さなほとけたちのなみだ 田代一茂 伊万里こすもす村 平成4年 詩集 2冊
367 自主活動を創るー子どもと共にー 大阪府同和教育研究協議会自主活動専門委員会 大阪府同和教育研究協議会 １９９０年 自主活動 実践報告 ３冊
368 人権・同和問題研修会 唐津市・唐津市教育委員会 自治体人権教育資料

369 部落の歴史から見えるもの 長崎県教育員会 長崎県教育員会 １９９８年 自治体人権教育資料

370 先生、聞いてほしいねん　親の知らない子どもの素顔 吉岡たすく ＰＨＰ研究所 １９８８年 実践（小）子どもとのふれあい

371 Let's Do it! 2005 福岡県人権・同和教育研究協議会 福岡県人権・同和教育研究協議会 ２００５年 実践交流会資料
372 With  you　福岡県高同教実践集 福岡県高等学校同和教育研究協議会 福岡県高等学校同和教育研究協議会 １９９６年 実践集:高校
373 総合学習を楽しもう　自ら学ぶ力と人権感覚を育てよう 豊川地区同和教育研究会 豊川地区同和教育研究会 １９９９年 実践事例 2冊
374 同和教育実践がひらく人権教育 森　実 解放出版社 ２００２年 実践の記録
375 人権の授業をつくる 奈良県同和教育研究会、大阪府同和教育研究協議会 解放解放研究所:解放出版社 １９９６年 実践の記録 指導書付き ２冊
376 行こさくら 西田英二 解放出版社 ２００１年 児童：絵本
377 誰だって、いつだって「まち」の宝物探検隊 あらゆる差別をなくす北九州市民会議 あらゆる差別をなくす北九州市民会議 １９９７年 児童書
378 かぎりなくやさしい花々 星野富弘 偕成社 １９８６年 児童書
379 おおさこのかや かとうよういち 海鳥社 １９９１年 児童書
380 とうちゃんはトビ 解放教育自主講座・小倉 海鳥社 １９８９年 児童書
381 とうちゃんのひざし かとうよういち 海鳥社 １９９２年 児童書
382 まんじゅうざむらい 今江祥智 解放出版社 １９９６年 児童書
383 マサヒロ 田中文子 解放出版社 １９９５年 児童書
384 地の底にいななく 冨永敏治 解放出版社 １９９７年 児童書
385 希望の草原　五郎兵衛用水物語 川元祥一 解放出版社 １９９７年 児童書
386 ブラック・ウイングス、集合せよ 橋本香折 解放出版社 １９９９年 児童書



387 むくげの花は咲いていますか 坂井ひろ子 解放出版社 １９９９年 児童書
388 山の粥 児童書 ｐ１７
389 「障害」って何だろう？どんどん 障害児教育自主教材編成委員会 障害児教育自主教材編成委員会 １９８５年 児童書：教材
390 お話　近代の歴史　隣のくにと日本 稲垣有一 一文字工房 １９８６年 児童書：朝鮮
391 さねとうあきら評論集状況の中の児童文学 さねとうあきら 明石書店 １９９１年 児童文学評論
392 小学校学習指導要領 文部省 文部省 平成10年 指導要領
393 小学校学習指導要領解説 文部省 文部省 平成11年 指導要領
394 渋染め一揆　　ーブンとサブー みゆきてつ 部落問題研究所 １９８７年 渋染め一揆 マンガ

395 源　流　水交会結成３０周年記念誌 水交会（大阪部落出身教職員） 水交会（大阪部落出身教職員） ２００５年 自分史
396 同和行政の話 河内俊彦 明石書店 １９８６年 社会教育
397 人権文化の広がりを　地域啓発のヒント集 大分県人権教育研究協議会 大分県人権教育研究協議会 ２００６年 社会教育
398 同和教育の中で考えたこと 大谷清人 海鳥社 １９９２年 社会教育
399 同和行政　戦後の軌跡 金井宏司 解放出版社 １９９１年 社会教育
400 企業と部落問題学習 部落解放研究所 社会教育
401 子育てと人権 大分県人権教育研究協議会 大分県人権教育研究協議会 ２００１年 就学前教育
402 集団就職その追跡研究 小川利夫・高沢武司 明治図書 １９６７年 就職
403 就職へのかけ橋 同和地区人材雇用開発センター 解放出版社 １９９３年 就職
404 同和教育クローズアップ福岡３「授業と学力」 福岡市同和教育研究会 福岡市同和教育研究会 ２００２年 授業：実践
405 部落史教育から授業へ 松永唯道 福岡市同和教育研究会 １９９６年 授業実践：部落史
406 授業の再生をめざして　１　授業の原点 福岡市同和教育研究会 福岡市同和教育研究会 １９９３年 授業の実践：指導案

407 授業の再生をめざして　２　授業と集団 福岡市同和教育研究会 福岡市同和教育研究会 １９９４年 授業の実践：指導案

408 授業の再生をめざして　３　授業と解放の学力 福岡市同和教育研究会 福岡市同和教育研究会 １９９５年 授業の実践：指導案

409 娘の受験期 和田はつ子 三一書房 １９９０年 受験：小説
410 人権･同和教育基本資料 東京書籍 小・中学校　社会
411 障害児問題入門 生瀬克己 解放出版社 １９９１年 障害
412 精神障害者の主張 「精神障害者の主張」編集委員会 解放出版社 １９９４年 障害
413 障害と民族のはざまで 飯沼二郎、藤林晋一郎 解放出版社 １９９４年 障害
414 私も学校に行きたい　 岩楯恵美子 柘植書房 １９７８年 障害
415 障害者と差別語 生瀬克己 明石書店 １９８６年 障害者
416 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年 障害者
417 差別に生きる 長尾政次 佐賀市同和教育研究会 昭和６１年 小誌
418 村へ回帰しつつ超える 昭和５１年 小誌
419 ２１世紀人権の世紀を担うあなたに 熊本県人教社会教育部会 熊本県人権教育研究協議会 ２００４年 小誌：てびき
420 メディア・リテラシー教育をつくる 森田英嗣 アドバンテージサーバー ２０００年 情報
421 進研プレス　　職業まるわかり辞典 ベネッセ ２０００年 職業
422 食肉の部落史 のびしょうじ 明石書店 １９９８年 食肉
423 生きて今私が語る京都 富士谷あつ子 阿吽社 １９９２年 女性差別
424 [主人」ということば 福田真弓 明石書店 １９９３年 女性差別
425 「主人」ということば 福田真弓 明石書店 １９９３年 女性差別
426 奈良・大峰山「女人禁制」の解禁をめぐって 木津　譲 木津　譲 ２００２年 女性差別
427 ここが問題。さてどうする。２３世紀カリキュラムづくりへの道しるべ 日教組カリキュラム委員会 アドバンテージサーバー ２０００年 新学習指導要領：インクルーシヴ教育

428 ここが問題。さてどうする。２２世紀カリキュラムづくりへの道しるべ 日教組カリキュラム委員会 アドバンテージサーバー ２０００年 新学習指導要領：高校

429 ここが問題。さてどうする。２１世紀カリキュラムづくりへの道しるべ 日教組カリキュラム委員会 解放出版社 ２０００年 新学習指導要領：中学校

430 人権のウラとオモテ　不利な立場の人々の視点 内野正幸 明石書店 １９２２年 人権
431 やさしい人権教室 川内俊彦 解放出版社 １９８４年 人権 入門書

432 人権百話 林　力 解放出版社 １９９３年 人権：エッセイ
433 やってまっせ　人権総合学習　その１ 大阪市同和教育研究協議会 大阪市同和教育研究協議会 １９９９年 人権学習 実践書

434 やってまっせ　人権総合学習　その２ 大阪市同和教育研究協議会 大阪市同和教育研究協議会 １９９９年 人権学習 実践書

435 やってまっせ　人権総合学習　その３ 大阪市同和教育研究協議会 大阪市同和教育研究協議会 ２０００年 人権学習 実践書

436 やってまっせ　人権総合学習　その４ 大阪市同和教育研究協議会 大阪市同和教育研究協議会 ２０００年 人権学習 実践書

437 勇気がでてくる人権学習　傍観から行動へ 白井俊一 解放出版社 １９９８年 人権学習 実践報告

438 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年 人権学習 実践報告

439 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年 人権学習 実践報告

440 求められる人権救済法制の論点 内田博文 解放出版社 ２００６年 人権救済法
441 実践人権教育の方法ーフランスのテキストからー リシャール・フォルタ、中川喜代子 明石書店 １９９３年 人権教育 ワークシート

442 人権教育をひらく同和教育への招待 中野睦夫、池田寛、中尾健次、森実 解放出版社 ２０００年 人権教育
443 食肉皮革太鼓の授業ー人権教育の内容と方法ー 三宅都子 解放出版社 １９９８年 人権教育 実践報告

444 人権のための教育 ラルフ・ペットマン　福田寛・中川喜代子 明石書店 １９８７年 人権教育：活動事例集 オーストラリア

445 同和教育クローズアップ福岡１「人権教育の視点から総合学習をつくる」 福岡市同和教育研究会 福岡市同和教育研究会 ２００１年 人権教育：授業実践 2冊
446 多様性トレーニングガイド 森田ゆり 解放出版社 ２０００年 人権啓発 実践書

447 ここが大切!人権啓発 山中多美男 解放出版社 １９９２年 人権啓発
448 あした・きらりん 大阪市人権啓発課 平成13年 人権啓発演劇ストーリー

449 人権相談　テキストブック 北口末広、村井　茂 解放出版社 ２００５年 人権相談
450 人権問題と同和教育 磯村栄一 解放出版社 １９８３年 人権問題
451 人権差別撤廃条約 ナタン・レルーナー斉藤恵彦 解放出版社 １９８３年 人種差別
452 解放理論と親鸞の思想 小森龍邦 解放出版社 １９８３年 親鸞 ３冊
453 保護のてびき 厚生省社会・援護局保護課 厚生省社会・援護局保護課 平成１１年 進路保障
454 高校教育をうける権利の完全保障をめざして 私立高校生超過学費返還請求訴訟団事務局 １９７８年 進路保障
455 子どもの未来と進路保障 進藤佳哉 福岡市同和教育研究会 １９９６年 進路保障
456 水平社の原像 朝治　武 解放出版社 ２００１年 水平社
457 水平社宣言・綱領 部落解放・人権研究所 解放出版社 ２００２年 水平社
458 全国水平社六十年史 部落解放同盟中央本部 解放出版社 １９８２年 水平社
459 証言　全国水平社 福田雅子 日本放送出版協会 昭和60年 水平社
460 水平社の源流 水平社博物館 解放出版社 ２００２年 水平社
461 水平社宣言・綱領 （社）部落解放・人権研究所 教育出版社 ２００２年 水平社宣言 ２冊
462 性と生をどう教えるか 中山千夏 解放出版社 １９９７年 性
463 すべての人に人権を 世界人権宣言中央実行委員会 解放出版社 １９９２年 世界人権
464 職業と世系に基づく差別 （社）部落解放・人権研究所 解放出版社 ２００５年 世界の差別



465 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年 世界プログラム
466 男の子の性の本 メンズセンター 解放出版社 ２０００年 セクシャリティ
467 女の子の性の本 池田久美子･尾藤りつ子 解放出版社 ２００３年 セクシャリティ
468 セクシャルマイノリティー セクシャルマイノリティー教職員ネットワーク 明石書店 ２００３年 セクシャルマイノリティー

469 性同一性障害はオモシロイ 佐倉智美 現代書館 １９９９年 セクシャルマイノリティー

470 戦争について 戦争 ｐ１６
471 教育の現代的課題著総合学習 東京学芸大学教育実践総合センター アドバンテージサーバー ２０００年 総合学習
472 やってみよう！総合学習 高校総合学習プロジェクトおおさか 解放出版社 ２００２年 総合学習
473 太鼓職人 三宅都子 解放出版社 １９９７年 太鼓 ２冊
474 辺界の輝き 五木寛之沖浦和光 岩波書店 ２００２年 対談集：民衆文化
475 体罰 沖原　豊 第一法規 昭和５５年 体罰
476 NHKおはようジャーナル　体罰 NHK取材班、今橋盛勝 日本放送出版協会 昭和６１年 体罰
477 タカノマサオとは何かー夜間中学の革命児か、敗北者かー 川瀬俊治 みずのわ出版 １９９８年 高野雅夫
478 警察史竹槍一揆資料 松崎武俊 葦書房 １９８８年 竹槍一揆
479 筑前竹槍一揆の研究 石瀧豊美 イシタキ人権学研究所 ２００４年 竹槍一揆
480 多様性教育入門　参加型人権教育の展開 大阪多様性教育ネットワーク・森実 解放出版社 2005年 多様性教育 ２冊
481 自分史を生きる２１ 大阪府人権教育協議会 大阪府人権教育協議会 ２００３年 男女共生教材・実践集

482 日本の女性と人権 富岡恵美子、吉岡睦子 明石書店 １９９５年 男女平等
483 同和はこわい考　ー地対協を批判するー 藤田敬一 阿吽社 １９８７年 地対協
484 ちびくろサンボよすこやかによみがえれ 灘本昌久 怪書房 １９９９年 ちびくろサンボ
485 今、改めて「部落地名総監」差別事件を問う 友永健三 解放出版社 ２００６年 地名総監
486 江戸時代に隣の国から来た朝鮮通信使 ネットワーク朝鮮通信使展 ネットワーク朝鮮通信使展 １９９４年 朝鮮 パンフレット

487 民族名をとりもどした日本籍朝鮮人 民族名をとりもどす会 明石書店 １９９０年 朝鮮人
488 民族名をとりもどした日本籍朝鮮人 ウリ・イルム 明石書店 １９９０年 朝鮮人
489 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 １９９７年 朝鮮人
490 どうすれば子どもは書くかー生活つづり方への指導のステップー 坂田次男 解放出版社 ２００４年 綴り方指導
491 同和教育白書 広島県福山地区地区高等学校同和教育推進協議会 １９７０年 定通分白書
492 天皇制と小さな民主主義　本島長崎市長銃撃に抗する市民たち 言論の自由を求める長崎市民の会 明石書店 １９９０年 天皇制
493 洞村の強制移転　天皇制と部落差別 辻本正教 解放出版社 １９９０年 天皇制
494 ＬＵＭＩＥＲＥ（リュミエール）学校同和教育実践講座 学校同和教育実践講座刊行委員会 解放出版社 １９９３年 同和教育実践報告 実践書

495 戦後同和教育の歴史　資料編 鈴木祥蔵、横田三郎、村越末男 解放出版社 １９７７年 同和教育の歴史
496 戦後同和教育の歴史　 鈴木祥蔵、横田三郎、村越末男 解放出版社 １９７６年 同和教育の歴史
497 被差別の生活と文化 曽和信一、坂上優子、堀正嗣 明石書店 １９９１年 同和問題
498 同和問題と同和対策 磯村英一 解放出版社 １９８２年 同和問題
499 新・同和問題と同和団体 高木正幸 土曜美術社 １９９０年 同和問題
500 差別と私たちの暮らし 吉田猪三巳 解放出版社 １９８２年 同和問題 ２冊
501 やさしい同和問題の知識 磯村栄一 明石書店 １９８６年 同和問題の知識
502 平和人権平等への道 友永健三 解放出版社 １９８４年 友永健三
503 平和人権平等への道 友永健三 解放出版社 １９８４年 友永健三
504 内申書を考える 今橋盛勝、瀬戸則夫、鶴保英記 日本評論社 １９９０年 内申書
505 よき日えの軌跡 磯本恒信 長崎県部落史研究所 １９８５年 長崎
506 日教組はいま 江川　洋 労働教育センター １９７７年 日教組
507 差別への転落ー日本共産党批判ー 佐和慶太郎 解放出版社 １９７７年 日本共産党 ３冊
508 愛と夢と命と　　今、人がかがやくとき 大阪府同和教育研究協議会 大阪府同和教育研究協議会 １９９３年 橋のない川
509 八鹿闘争の真相 部落解放同盟福岡県連合青年部 部落解放同盟福岡県連合青年部 １９７５年 八鹿闘争
510 兵庫県南部大震災から見えてきたもの 兵庫県・神戸同和教育研究協議会 兵庫県・神戸同和教育研究協議会 １９９５年 阪神大震災
511 こどもがききました。日本は中国に何したの 映画「侵略」上演委員会 明石書店 １９９４年 反戦
512 こどもがききました。日本は朝鮮に何したの 映画「侵略」上演委員会 明石書店 １９９１年 反戦
513 平和の語り部集 核廃絶・平和と憲法を生かす佐賀県民の会 核廃絶・平和と憲法を生かす佐賀県民の会 １９９７年 反戦
514 そのとき、赤ん坊が私の手の中に アレン・ネルソン 憲法９条・メセージ・プロジェクト ２００６年 反戦
515 憲法は、政府に対する命令である ダグラス・ラミス 平凡社 ２００６年 反戦
516 日本は、本当に平和憲法を捨てるのですか？ ダグラス・ラミス 平凡社 ２００３年 反戦
517 ハンセン病・隔絶４０年 伊奈教勝 明石書店 １９９４年 ハンセン病
518 孤高の桜 井上佳子 葦書房 ２０００年 ハンセン病
519 ハンセン病とキリスト教 荒井英子 岩波書店 １９９６年 ハンセン病
520 忘れえぬ子どもたち 藤本フサコ 不知火書房 １９９７年 ハンセン病
521 生徒たちを限りなく信じて 福岡県高等学校教職員組合 福岡県高等学校教職員組合 １９８４年 非行
522 反差別の思想と行動 上田卓三 明治図書 １９７９年 被差別
523 人権白書 世界人権宣言中央実行委員会 解放出版社 １８８４年 被差別者の立場
524 したたかに生きるくらしに根ざして 本川浩二 広島県同和教育研究協議会 １９８９年 被差別部落
525 私の記録　糸　筑豊の被差別部落で 松崎　一 解放出版社 １９９２年 被差別部落の生活

526 被差別の生活と文化 曽和真一、坂上優子、掘正嗣 明石書店 １９９１年 被差別民の生活
527 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年 被差別民の歴史 ３冊
528 被爆の記録 佐賀市郡原爆被害者団体協議会 佐賀市郡原爆被害者団体協議会 平成10年 被爆 2冊
529 ８ヶ国語訳「世界の人へ」朝鮮被爆者の記録 盛善吉、高實康 同時代社 １９９４年 被爆者
530 時間（とき）を歩く 阿南重幸 長崎県同和教育研究協議会 １９９８年 フィールドワーク
531 被差別部落の青春 角岡信彦 講談社 １９９９年 部落：ルポルタージュ 単行本

532 被差別部落の青春 角岡信彦 講談社文庫 ２００３年 部落：ルポルタージュ 文庫本

533 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 ２００２年 部落解放
534 世の中、なにか変だぞ 吉田賢作 解放出版社 １９８６年 部落解放
535 現部落解放試論 師岡佑行 柘植書房 １９８４年 部落解放
536 新版入門・部落解放運動 部落解放研究所・部落解放同盟大阪府連合会 解放出版社 １９８６年 部落解放運動
537 入門部落解放運動 部落解放研究所 部落解放同盟大阪府連合会 １９８３年 部落解放運動
538 部落解放への軌跡　ー部落解放基本法制定を求めてー 部落解放基本法制定要求国民運動中央実行委員会 部落解放基本法制定要求国民運動中央実行委員会 １９８７年 部落解放基本法 2冊
539 入門部落解放教育 部落解放研究所 解放出版社 １９８３年 部落解放教育
540 部落解放教育論　ー近代学校を問い直すー 小沢有作 社会評論社 １９８２年 部落解放教育
541 差別をなくする運動と教育の前進のために 部落解放同盟大阪府連合会 部落解放同盟大阪府連合会 １９７５年 部落解放研究集会報告書

542 風吹きあがる 部落解放文学賞実行委員会 解放出版社 １９９４年 部落解放文学賞入選集



543 現代の部落解放運動 部落解放同盟大阪府連合会 部落解放研究所 １９７４年 部落解放問題
544 部落解放理論の根本問題 大賀正行 解放出版社 １９７７年 部落解放問題
545 入門　現代部落解放論 小森龍邦 解放出版社 １８８４年 部落解放問題
546 部落解放と今日の労働運動 平垣美代司 解放出版社 １９７７年 部落解放問題
547 人権　差別からの解放 平野一郎 明治図書 １９７３年 部落差別
548 人間根にあるもの 木津　譲 解放出版社 １９８９年 部落差別
549 日本の部落差別　歴史・現状・課題 反差別国際運動日本委員会 反差別国際運動日本委員会 ２００１年 部落差別　　写真
550 かあちゃんのｵｶﾞﾘ 部落解放同盟大阪府連合会婦人部 解放出版社 １９８１年 部落差別：文集
551 入門民衆と差別の歴史 松下志郎 明石書店 １９９２年 部落史
552 九州被差別部落史研究 松下志朗 明石書店 １９８５年 部落史 2冊
553 解死人の風景 石瀧豊美 イシタキ人権学研究所 ２００３年 部落史
554 部落史葉思ったよりおいしい 石瀧豊美 イシタキ人権学研究所 ２００４年 部落史
555 シンポジュウム『部落の近世政治起源説』をめぐって 京都部落史研究所 京都部落史研究所 １９９７年 部落史
556 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年 部落史:人物
557 続　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 ２００６年 部落史:人物
558 部落史発見　部落史学習の新しい発展 福岡市同和教育研究会 福岡市同和教育研究会 １９９８年 部落史学習：授業実践

559 福岡発！今doki部落史学習　上巻 福岡市同和教育研究会 福岡市同和教育研究会 ２００６年 部落史資料
560 福岡発！今doki部落史学習　下巻 福岡市同和教育研究会 福岡市同和教育研究会 ２００６年 部落史資料
561 私たちの部落問題 部落解放研究所 解放出版社 １９９４年 部落問題
562 部落問題への招待ー資料と解説ー 寺木伸明・野口道彦 解放出版社 ２００６年 部落問題
563 部落問題要論 小森哲郎 解放出版社 １９８９年 部落問題
564 遠くより近くをー差別を考える視点ー 田村正男 解放出版社 １９８２年 部落問題 入門書

565 部落差別を克服する思想 川元祥一 解放出版社 ２００１年 部落問題
566 入門部落問題１問１答 北口末広 解放出版社 １９８６年 部落問題
567 部落問題と人権のいま 長崎県部落史研究所 ２００２年 部落問題
568 部落差別を克服する思想 川元祥一 解放出版社 ２００１年 部落問題
569 部落問題論への招待　資料と解説 寺木信明・野口道彦 解放出版社 ２００１年 部落問題：資料
570 被差別部落のない学校・園の部落問題学習　part2 大阪府同和教育研究協議会 大阪府同和教育研究協議会 １９８８年 部落問題学習 実践集 3冊
571 まち　ひと　くらし　２１ 中野陸夫　中尾健次 大阪府同和教育研究協議会 ２０００年 部落問題実践集
572 世界の文化遺跡と日本を考える 文化財保護振興財団 文化財保護振興財団 ２０００年 文化遺跡
573 文学教育基本論集（３） 西郷竹彦、浜本純逸、足立悦夫 明治図書 １９８８年 文学教育
574 「保育一元化」への提言 鈴木祥蔵 明石書店 ２０００年 保育
575 人権保育とはなにか？ 玉置哲淳 解放出版社 １９９１年 保育
576 人権の保育をつくる 大阪同和保育研究協議会 解放出版社 １９９６年 保育
577 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年 保育
578 ななめから見ない保育 Ｌ.Ｄ.スパークス 解放出版社 １９９４年 保育
579 人権保育カリキュラム 鈴木祥蔵・堀　正嗣 明石書店 １９９９年 保育：人権
580 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・デイッビトソン 解放出版社 ２００３年 保育：同和 実践書

581 世界はいまー差別撤廃法と日本ー 部落解放研究所 部落解放研究所 １９８５年 法律
582 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年 松本治一郎
583 松本治一郎 福岡人権研究所 西日本新聞社 ２００３年 松本治一郎
584 松本治一郎と解放運動 朝日新聞西部本社 部落解放研究所 昭和４８年 松本治一郎
585 松本治一郎伝 部落解放同盟中央本部 解放出版社 １９８７年 松本治一郎
586 証言　水俣病 栗原　彬 岩波新書 ２０００年 水俣病 2冊
587 環　水俣病とは何か 藤原書店 ２００６年 水俣病
588 定本　被差別部落の民話 田中龍雄 明石書店 １９９５年 民話
589 部落解放・人権図書目録 深く解放・人権図書目録刊行会 １９９３年 目録
590 「矢田教育差別事件」とは何か 部落解放同盟中央本部 部落解放同盟中央本部 １９６９年 矢田教育差別事件

591 みんながいるそれがはじまり 「みんながいるそれがはじまり」編集委員会 アドバンテージサーバー １９９９年 養護学校：演劇
592 幼児教育の理論と制度 鈴木祥蔵 明石書店 １９９０年 幼児教育
593 幼児期からの人権教育 ラルフ・ペットマン 明石書店 ２００２年 幼児教育：事例集
594 対立から対等へ ～歴史に学ぶ～ 仲尾　宏、上杉　聰 全国同和教育研究協議会 ２００４年 歴史
595 「人権教育の指導方法等の在り方について」を読む 全国同和教育研究協議会 全国同和教育研究協議会 ２００４年
596 宮中賢所物語 高谷朝子 ビジネス社 ２００６年 けがれ
597 笑って元気　ハッスル公務員口演記 矢野大和 家の光協会 ２００５年 講演録
598 反差別の思想と行動 宮崎　学 和歌山人権研究所 ２００７年 差別
599 現代における差別のなかの子ども立ち上がる子どもたちの訴え 黒田芳之 東方出版 １９７３年 同和教育シリーズ７ 差別
600 現代における“部落の歴史”考ー部落の歴史から何を学か 天野卓郎 東方出版 １９７０年 同和教育シリーズ４ 部落歴史
601 差別その根源を問う　上 野間宏　安岡章太郎 朝日選書 １９８４年 差別
602 差別その根源を問う　下 野間宏　安岡章太郎 朝日選書 １９８４年 差別
603 「障害児」保育の現在（いま） 曽和信一・堀正嗣 柘植書房 １９８３年 障害児
604 これでわかった！部落の歴史 上杉　聰 解放出版社 ２００４年 部落史
605 『カムイ伝』のすゝめ 中尾健次 解放出版社 １９９７年 部落史
606 どんな子どもに育てるのか 山中多美男 解放出版社 １９７５年 解放保育シリーズ１ 保育 2冊
607 子どもは集団のなかで育つ 鈴木祥蔵 解放出版社 １９７８年 解放保育シリーズ２ 保育
608 子どものからだを育てる 鈴木祥蔵 解放出版社 １９８０年 解放保育シリーズ３ 保育 2冊
609 子どもの環境を考える 山中多美男 解放出版社 １９８０年 解放保育シリーズ４ 保育
610 こんな保育をめざしたい 全国解放保育連絡協議会 解放出版社 １９８８年 解放保育シリーズ５ 保育
611 近世部落の中世起源 落合重信 明石書店 １９９２年 部落史
612 被差別民とその部落の起こりと歴史 山中順雅 国書刊行会 １９９９年 部落史 2冊
613 部落史50話 中尾健次 解放出版社 ２００３年 部落史
614 今Dokiの部落史学習　上巻 福岡市同和教育研究協議会 ２００６年 部落史 教材
615 部落史の再発見 部落解放・人権研究所 解放出版社 １９９６年 部落史
616 続部落史の再発見 部落解放・人権研究所 解放出版社 １９９９年 部落史
617 日本の歴史をよみなおす 網野善彦 筑摩書房 １９９１年 部落史
618 続・日本の歴史をよみなおす 網野善彦 筑摩書房 １９９６年 部落史
619 宗教と部落問題（続） 部落解放研究所 解放出版社 １９８５年 差別戒名 2冊
620 よみがえる部落史 上杉　聰 社会思想社 ２０００年 部落史



621 今部落史がおもしろい 渡辺俊雄 解放出版社 １９９６年 部落史
622 宗教と部落問題 部落解放研究所 解放出版社 １９８２年 差別戒名
623 人権マインド 富田冨士也 北水 ２００３年 シリーズ人権マインド１ 家族カウンセリング

624 人に子どもに光あれ 富田冨士也 北水 ２００４年 シリーズ人権マインド２ 家族カウンセリング

625 明日、かがやく　部落出身教師たちの手記 全国部落出身教職員連絡会 解放出版社 １９９２年 エッセイ 2冊
626 「部落史」論争を読み解く 沖浦和光 解放出版社 ２０００年 部落史
627 賤民身分論 塚田　孝 解放出版社 １９９４年 部落史
628 テクノ文明の未来 瀧井宏臣 明石書店 １９９９年
629 鬼哭啾啾 辛　淑玉 解放出版社 ２００３年 エッセイ：朝鮮
630 就職差別反対闘争　上 兵庫解放教育研究会 明治図書 １９７５年 部落解放新書４ 就職
631 就職差別反対闘争　下 兵庫解放教育研究会 明治図書 １９７５年 部落解放新書５ 就職
632 部落・ある靴職人の視点 土方　鉄 解放出版社 １９７７年 部落解放新書３ 部落問題
633 国際人権規約と人間解放 和島岩吉 解放出版社 １９７７年 部落解放新書４ 国際人権規約
634 荊冠の叫び 西口敏夫 解放出版社 １９７８年 部落解放新書９ エッセイ：朝鮮 2冊
635 教室の小さな青春　高校３年生の呟きノート 井上麻里子 三一書房 １９８９年 高校
636 校則指導で悩む教師へ 広瀬寿克 明治図書 １９９１年 生徒指導
637 萬葉百歌 山本健吉、池田彌三郎 中公新書 昭和３８年 万葉集
638 教育労働者の権利 日本教職員組合 労働旬報社 昭和４２年 労働者の権利
639 連帯　みんなでとりくむ部落解放の手引き 部落解放研究所 解放出版社 １９７５年 社会同和教育２ 部落解放 ２冊
640 いま解放理論は 小森龍邦 芸備人権新報社 １９９４年 解放理論
641 地方改善対策提要 地方改善研究会 厚健出版 昭和６２年 法　関係
642 地方改善対策提要 地方改善研究会 厚健出版 平成３年 法　関係
643 地方改善対策提要 地方改善研究会 厚健出版 平成１１年 法　関係
644 但馬の雪の下でー八鹿高校差別教育事件の背景 全国解放教育研究会 明治図書 １９７６年 解放教育新書１３ 高校:差別 ２冊
645 狭山同盟休校の闘いー石川兄ちゃんは無実だー 部落解放同盟福岡県連合会 明治図書 １９７７年 解放教育新書２０ 同盟休校闘争
646 はるかなる波涛　下 兵庫解放教育研究会 明治図書 １９７５年 解放教育新書６ 在日朝鮮人生徒
647 はるかなる波涛　下 兵庫解放教育研究会 明治図書 １９７７年 解放教育新書２１ 在日朝鮮人生徒
648 不可侵　不可被侵 解放出版社 １９７７年 部落解放新書１ 松本治一郎対談集 ２冊
649 入門部落の歴史 原田伴彦 解放出版社 １９７７年 部落解放新書２ 部落史
650 木を植えた子どもたち 岡田みつよ 未来を創る会 １９９９年 エッセイ：実践報告
651 ウソツキ教育物語 いちおかまさのり 東方出版 １９７２年 家庭教育
652 埋れ火を吹く 福山解放教育研究会 解放出版社 １９７６年 部落解放新書１８ 高校：定時制通信制

653 部落民宣言と盟休闘争 部落解放同盟長野連合会 解放出版社 １９７７年 部落解放新書２６ 解放運動
654 日の当たらない谷間 高知県同和教育研究協議会 解放出版社 １９７７年 部落解放新書２３ 解放教育
655 業・宿業観と人間解放 小森龍邦 解放出版社 １９８４年 部落解放新書１２ 宗教と差別
656 第６回部落解放西日本講座 部落解放研究所 部落解放研究所 １９８１年 講演集
657 反差別共同闘争 上田卓三 解放出版社 １９７６年 部落解放新書１０ 反差別国連運動
658 解放教育を考える 山中多美男 解放出版社 １９７７年 部落解放新書１１ 解放教育
659 身分差別社会の真実 斉藤洋一　大石慎三郎 講談社 １９９５年 部落史
660 食卓に毒菜がやってきた 瀧井宏臣 コモンズ ２００２年 食
661 ヤッホー人生、道なかば 北窓正明 解放出版社 １９９３年 エッセイ
662 同盟休校闘争とは何か 中村拡三 解放出版社 １９７６年 同盟休校闘争
663 部落解放のめざすもの 小森龍邦 解放出版社 １９７８年 部落解放新書８ 部落解放 2冊
664 私の部落史ー夜を彫りつつー 兵庫解放教育研究会 明治図書 １９７５年 部落解放新書３ エッセイ
665 続・私の部落史 兵庫解放教育研究会 明治図書 １９７７年 部落解放新書２４ エッセイ
666 どんだけ学校に出たいかー通・就学保障運動ー 兵庫解放教育研究会 明治図書 １９７５年 部落解放新書７ エッセイ
667 初めての部落問題 角岡信彦 文藝春秋 ２００５年 エッセイ
668 合成洗剤の話 日本消費者連盟 三一書房 １９９１年 合成洗剤
669 あぶないゴミ ごみ問題を考える会 三一書房 １９９１年 ゴミ問題
670 竹の民族誌 沖浦和光 岩波書店 １９９１年 竹と日本文化
671 いまようやくここに立って 上田卓三 明治図書 １９８６年 新書にんげん３ 反戦平和 教材集

672 ぼくもまた 上田卓三 明治図書 １９８６年 新書にんげん４ 反差別 教材集

673 水のしずめに 上田卓三 明治図書 １９８６年 新書にんげん５ 部落問題 教材集

674 あした元気になあれ 松村智宏 解放出版社 １９９６年 エッセイ
675 続・あした元気になあれ 松村智宏 解放出版社 ２００４年 エッセイ
676 だまってられへん 松村智宏 解放出版社 ２００７年 エッセイ
677 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 解放出版社 ２００５年 若者
678 続・教育への道 小川恭司・嶺井正也 アドバンテージサーバー ２０００年 学校づくり
679 人の値打ち　江口いと人権の詩 江口いと 明石書店 １９９８年 詩集
680 解放教育の創造と学力 中村拡三 明治図書 １９７５年 部落解放新書８ 解放教育
681 新版・勉強の本ーよくできる子にするにはー 相良民治・青木　博 東方出版 昭和４２年 家庭教育
682 かりだされる子どもたち 林　雅行 柘植書房 １９８４年 健全育成運動 ３冊
683 史料で語る四国の部落史　近代篇 四国部落史研究協議会 明石書店 １９９４年 部落史 2冊
684 広島県　被差別部落の歴史 広島部落史研究協議会 亜紀書房 １９９５年 部落史
685 被差別部落の歴史 原田伴彦 朝日新聞社 昭和48年 部落史
686 入門部落解放教育 鈴木祥蔵、玉置哲淳 解放出版社 １９８３年 部落史
687 学級通信　ガリバー 村田英一 社会評論社 １９７３年 学級通信
688 差別認識への序章 林　力 あらき書店 １９８１年 差別認識
689 釈迦に説法 田村正男 解放出版社 １９８９年 仏教　差別
690 世界の反差別運動と部落解放運動 反差別国際会議実行委員会 反差別国際会議実行委員会 １９８２年 世界
691 部落総目次 部落問題研究所 部落問題研究所 目録
692 中教審と教育改革 横浜国立大学 三一書房 １９７１年 中教審
693 話し合い活動の原則 杉山正一 明治図書 １９７０年 学級指導
694 機関誌　すいしん「通信制」の現状と課題 住吉同和教育推進協議会 住吉同和教育推進協議会 １９７４年 識字学校
695 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 解放出版社 １９７９年 部落差別
696 “いじめ”と反差別の教育 野口良子 明石書店 １９８６年 いじめ
697 女性のための人権シリーズ人権の歴史 部落問題研究所 部落問題研究所 昭和４６年 女性のための人権シリーズ１ 人権
698 女性のための人権シリーズ子どものしあわせと教育 部落問題研究所 部落問題研究所 昭和４５年 女性のための人権シリーズ２ 教育 佐賀県の話



699 女性のための人権シリーズ憲法とくらし 部落問題研究所 部落問題研究所 昭和４５年 女性のための人権シリーズ３ 憲法
700 「同和」保育の基礎理論 大阪同和保育連絡協議会 大阪同和保育連絡協議会 １９７６年 保育 ２冊
701 解放理論の主体形成の理論 小森龍邦 東方出版 １９８１年 部落差別 ２冊
702 どんな子どもに育てるか 山中多美男 解放出版社 １９７５年 解放保育シリーズ１ 保育
703 ７０部落解放運動 部落解放同盟中央本部 部落解放同盟中央本部 １９７０年 解放運動 ２冊
704 ７１部落解放運動 部落解放同盟中央本部 部落解放同盟中央本部 １９７１年 解放運動
705 ７３部落解放運動 部落解放同盟中央本部 部落解放同盟中央本部 １９７３年 解放運動
706 解放の炎をうけつぎ　子どもの広場Ⅱ 部落解放研究所 解放出版社 １９７５年 作文　児童
707 くらしをみつめる子ら 奈良県同和教育研究会 池田出版印刷社 １９７８年 作文　児童
708 日本における差別と人種 部落解放研究所 解放出版社 １９８０年 差別
709 部落差別の実態と「特別措置法」強化改正 「同和対策事業特別措置法」強化改正国民運動中央実行委員会 １９８１年 特別措置法
710 労働者にとって部落問題とはなにか 部落解放同盟中央本部 部落解放同盟中央本部 １９７７年 部落問題
711 よめる、かける、考える識字は私の生きる力です。 国際識字推進中央実行委員会 国際識字推進中央実行委員会 １９９０年 識字
712 「３０人学級」に照らし･･･照らされて 福岡県同和教育研究協議会 福岡県同和教育研究協議会 １９９０年 授業実践
713 偏見をのり越えるⅠ－部落のなりたちと解放論ー 三重町同和対策室 三重町同和問題啓発推進協議会 １９８９年 部落差別
714 人間の解放 部落解放研究所 部落解放研究所 １９８９年 第１４回部落解放西日本講座講演集 講演集
715 憲法と部落問題 高野真澄 広島部落解放研究所 昭和４９年 憲法
716 人権って何？Ｑ＆Ａ 阿久澤麻里子、金子匡良 解放出版社 ２００６年 人権
717 人や町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 ２００７年 ファシリテーター
718 ネット掲示板と人権 福岡県高等学校・人権同和教育研究協議会 福岡県高等学校・人権同和教育研究協議会 ２００７年 ネット掲示板
719 福岡の部落解放史 上 福岡部落史研究会 海鳥社 １９８９年 部落史
720 京都　格別な寺 宮元健次 光文社新書 ２００５年 寺
721 京都名庭を歩く 宮元健次 光文社新書 ２００４年 庭園
722 とうめい人間　ﾄﾛﾛﾝとﾍﾟﾛﾘの正義の旅 市木四十五 新風舎 ２００６年 児童
723 子どもの心がひらく人権教育 松下一世 解放出版社 １９９９年 子どもの人権アイデンティテｨ ２冊
724 まち　ひと　くらし　vol.2 大阪府人権教育研究協議会 大阪府人権教育研究協議会 ２００７年 実践プラン集
725 いじめをなくし、心をつなぐ 松下一世 明治図書 ２００１年 人権教育を生かした学級づくり３ 学級づくり
726 かず先生のメルマガ通信 松下一世 明治図書 ２００５年 人権教育を生かした学級づくり４ 学級づくり
727 部落のアイデンティティ 松下一世 解放出版社 ２００２年 アイデンティティ
728 人権学習シリーズvol4　ちがいのとびら 財団法人大阪府人権協会　編 大阪府人権協会 ２００３年 人権学習
729 私の人権行政論 炭谷　茂 解放出版社 ２００７年 人権行政
730 ハートで挑戦！ 川口泰司 解放出版社 ２００６年 エッセイ ２冊
731 ホスピタリティをみがく本 ホスピタリティ・トレーニング研究会/編著 遊戯社 ２００７年 グループワークトレニング 教材･実践
732 差別原論 好井裕明 平凡社 ２００７年 差別
733 部落史を見直そう　Ｑ＆Ａ 佐同教 佐同教 ２００６年 佐同教ブックレット 部落史 ５冊
734 絵本　もう一つの日本の歴史 中尾健次 解放出版社 ２００７年 部落史
735 この地に生きることを誇りとして 全同教 ２００７年 全同教石川大会記念誌 記念誌
736 「人権教育の指導方法等の在り方に第１次とりまとめ」を読む 全同教 ２００７年
737 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年 インターネット
738 家族カウンセリングから学ぶ人権マインド 富田富士也 株式会社　北水 ２００３年 カウンセリング
739 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 解放出版社 ２００８年 人権研修
740 部落史資料教材化の取り組みについて 松尾　潤一郎 佐賀部落解放研究所　 １９９７年 紀要抜粋 部落史 ２冊
741 身分としての百姓、職業としての百姓 石瀧豊美 イシタキ人権学研究所 ２００７年 部落史
742 パーソナリティ障害 岡田　尊司 ＰＨＰ新書 ２００４年
743 部落史を読む 藤田敬一・師岡佑行編 阿吽社 １９９８年 部落史
744 日本の江戸時代 田中圭一 刀水書房 １９９９年 部落史
745 百姓の江戸時代 田中圭一 ちくま新書 ２０００年 部落史
746 村からみた日本史 田中圭一 ちくま新書 ２００２年 部落史
747 日本歴史の中の被差別民 奈良人権・部落解放研究所編 新人物往来社 ２００１年 部落史
748 迷信と科学 板倉聖宣 仮説社 ２００７年
749 やぶれたたいこ 大分県部落史研究会 大分県部落史研究会 １９９３年 部落史　絵本
750 やさしさ、きびしさ、くち惜しさ 福岡県高等学校部落解放研究連絡協議会 福岡県高等学校部落解放研究連絡協議会 ２０００年 福岡県高部連文集

751 人権いろいろ話 林　力 福岡県同和教育研究協議会 ２００１年 人権　エッセイ
752 人権教育としての再構築 奈良人権・部落解放研究所 なら　ヒューライツステーション ２００２年 人権教育
753 文教ニュースＮｏ．１４ 佐賀大学文化教育学部人権教育推進委員会 佐賀大学 ２００３年 人権教育特集
754 日本の歴史と人権問題 大阪人権歴史資料館 解放出版社 １９９４年 歴史
755 部落問題論　解放教育論 林　力 林　力 １９８７年 資料集 人権教育
756 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年 部落史
757 日本民衆の歴史と朝鮮 久保井　規夫 明石書店 １９８７年 資料集 朝鮮
758 「いじめ」を克服するために 大阪府同和教育研究協議会 大阪府同和教育研究協議会 １９８６年 いじめ　解放教育
759 近・現代史に反差別の史眼を 中尾健次・寺木伸明 熊本県同和教育研究協議会 １９８９年 歴史
760 雑草のようにⅠ 久留米市同和教育研究協議会 久留米市同和教育研究協議会 １９９３年
761 峠を越えて 徳島県板野郡板野町立板野中学校 徳島県板野郡板野町立板野中学校 ２０００年 人権教育
762 峠を越えて　１９９４年度　第１部 徳島県板野郡板野町立板野中学校 徳島県板野郡板野町立板野中学校 １９９５年 人権教育
763 峠を越えて　１９９４年度　第２部 徳島県板野郡板野町立板野中学校 徳島県板野郡板野町立板野中学校 １９９５年 人権教育
764 まち　ひと　くらし　　中学校編 大阪府同和教育研究協議会 大阪府同和教育研究協議会 １９９２年 実践資料集 部落問題学習
765 いのちありがとう 大阪府同和教育研究協議会 大阪府同和教育研究協議会 実践資料集 性教育
766 とっておきの道徳授業 佐藤幸司 日本標準 ２００１年 実践資料集 道徳
767 とっておきの道徳授業Ⅱ 佐藤幸司 日本標準 ２００２年 実践資料集 道徳
768 とっておきの道徳授業Ⅲ 佐藤幸司 日本標準 ２００４年 実践資料集 道徳
769 とっておきの道徳授業Ⅳ 佐藤幸司 日本標準 ２００５年 実践資料集 道徳
770 とっておきの道徳授業Ⅴ 佐藤幸司 日本標準 ２００６年 実践資料集 道徳
771 とっておきの道徳授業Ⅵ 佐藤幸司 日本標準 ２００７年 実践資料集 道徳
772 生と死の教育 山下文夫 解放出版社 ２００８年 実践資料集 いのち　性教育 ２冊
773 佐賀県立名護屋城博物館 佐賀県立名護屋城博物館 佐賀県立名護屋城博物館 １９９９年 総合案内
774 日韓交流の窓 佐賀県立名護屋城博物館 佐賀県立名護屋城博物館 ２０００年 展示図録 朝鮮
775 子どもの権利条約 ニュースステーション テレビ朝日 １９９４年 子どもの権利条約
776 部落差別は、今 ２００２年 部落問題「部落解放基本法」制定要求国民運動中央実行委員会



777 新・子どもの虐待 森田ゆり 岩波ブックレット ２００４年 岩波ブックレットNO.625 子どもの虐待
778 気持ちの本 森田ゆり 童話館出版 ２００３年 絵本
779 進路１　生き方を考える 研究部活動のまとめ「進路保障」 大阪市同和教育研究協議会 ２０００年
780 効果のある学校 鍋島祥郎 解放出版社 ２００３年
781 アンチ「いじめ」大作戦！ 松下一世 明治図書 ２００８年 人権を生かした教室づくり６

782 楊貴妃に恋をした男たち 安藤隆章
783 じぇんだぁ・ふりぃＢＯＸ 大阪府同和教育研究協議会 １９９８年 男女共生 ２冊
784 ええやん　そのままで トッド・パール 解放出版社 ２００８年 絵本
785 人権のまちをゆく 全国同和教育研究協議会 全国同和教育研究協議会 ２００８年 同和教育資料－２６ ２冊
786 暴力防止の４つの力 田上時子　 解放出版社 ２００８年 ２冊
787 うまれてきたんだよ 内田麟太郎・味戸ケイコ 解放出版社 ２００８年 エルくらぶ 絵本
788 いのちのまつり「ヌチヌグスージ」 草場一壽・平安座資尚 サンマーク出版 ２００４年 絵本
789 つながってる「いのちのまつり」 草場一壽・平安座資尚 サンマーク出版 ２００７年 ＣＤもあり　弓削田健介 絵本
790 差別からみる日本の歴史 ひろたまさき 解放出版社 ２００８年
791 部落問題学習の授業ネタ 部落問題学習ネタつくろう会 部落問題学習ネタつくろう会 ２００７年
792 ビジュアル部落史① 大阪人権博物館 大阪人権博物館 ２００７年 部落史資料
793 ビジュアル部落史② 大阪人権博物館 大阪人権博物館 ２００６年 部落史資料
794 ビジュアル部落史③ 大阪人権博物館 大阪人権博物館 ２００７年 部落史資料
795 ビジュアル部落史④ 大阪人権博物館 大阪人権博物館 ２００８年 部落史資料
796 ビジュアル部落史⑤ 大阪人権博物館 大阪人権博物館 ２００８年 部落史資料
797 ルポタージュ部落　四国・九州編 解放新聞社編 解放出版社 １９９４年
798 復刻版　むなつき坂をこえて 奈良県同和教育研究会 奈良県人権教育研究会 ２００２年
799 知っていますか？聴覚障害者とともに一問一答 稲葉通太・デフサポートおおさか 解放出版社 ２００７年 ｢障害｣児教育
800 よみがえった黒べえ 木下川解放子ども会文　渡辺つむぎ絵 東京都連墨田支部 ２００９年 絵本
801 人間の輪 愛媛県人権教育協議会編 (有)愛媛プロシード ２００６年 資料 指導書つき
802 太郎が恋をする頃までには 栗原美和子 幻冬舎 ２００８年 小説
803 部落の歴史　前近代 寺木伸明 解放出版社 ２００２年 部落史
804 部落の歴史　近代 秋定嘉和 解放出版社 ２００４年 部落史
805 CSRと人権 竹村毅 解放出版社 ２００８年
806 夜明けの人々 川元祥一 明治図書 ２００５年 人権教育教材集１
807 春駒 川元祥一 明治図書 ２００５年 人権教育教材集２
808 学校が元気になるファシリテ－タ－入門講座 ちょうせいこ 解放出版 ２００９年
809 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年 ２冊
810 ボロを着た王子様 村崎太郎 ポプラ社 ２００９年
811 いのちをいただく 内田美智子 西日本新聞社 ２００９年 絵本
812 子どもの人権を育てる 玉置哲淳 解放出版 ２００９年
813 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 解放出版 ２００９年
814 きずな小学校用　手引書 熊本県学用品株式会社 熊本県学用品株式会社 ２００９年
815 きずな中高校用　手引書 熊本県学用品株式会社 熊本県学用品株式会社 ２００９年
816 プレイフェア－～競争しないで学ぶ～ Ｍ・ウェインスタイン 遊戯社 ２００５年
817 差別と日本
818 わたしのせいじゃないーせきにんについてー レイフ・クリスチャンソン 岩崎書店 ２００８年 絵本
819 ドキュメント高校中退 青砥恭 筑摩書房 ２００９年
820 子どもの貧困白書 石井昭男 明石書店 ２００９年
821 えほん日本国憲法 野村まり子 明石書店 ２００８年
822 わたしのいもうと 松谷みよ子 偕成社 １９９７年 絵本
823 へこたれへん 松村　智広 解放出版 ２００９年
824 部落問題学習の授業ネタ 部落問題学習ネタつくろう会 解放出版 ２００９年
825 ダイバ－シティ･トレ－ニング･ブック 森田ゆり 解放出版 ２００９年 多様性研修の手引き

826 あなたもできる 大阪同和･人権問題企業連絡会編 解放出版 ２００５年 企業の人権研修のハンドブック

827 人権のまちをゆく 全国同和教育研究協議会 オフィスポロシード ２００８年 同和教育資料
828 沖縄子ども白書 地域と子どもの「いま」を考える 「沖縄子ども白書」編集委員会 ボーダーインク ２０１０年
829 効果のある学校 鍋島祥郎 解放出版 ２００３年
830 みんなちがって、つながる・ふかまる 戸田有一他 解放出版 ２００９年
831 タカタカとリンドン 黒田征太郎 西日本新聞社 ２００８年 絵本
832 働くときの完全装備 橋口昌治、肥下彰男、伊田広行 解放出版社 ２０１０年 寄贈
833 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年 寄贈
834 幼い子とくらしとこころ 内田良子 （株）ｼﾞｬﾊﾟﾝﾏｼﾆｽﾄ社 ２００５年
835 子育てはなぞとき 内田良子 （株）ｼﾞｬﾊﾟﾝﾏｼﾆｽﾄ社 ２００９年
836 登園しぶり　登校しぶり 内田良子 （株）ｼﾞｬﾊﾟﾝﾏｼﾆｽﾄ社 ２０１０年
837 これでなっとく！部落の歴史 上杉　聰 解放出版 ２０１０年
838 じんけんスキルブック 兵庫県人権教育研究協議会 兵庫県人権教育研究協議会 ２０１０年 寄贈 大阪人権
839 よくわかる学級ファシリテーション ちょんせいこ 解放出版社 ２０１１年 寄贈 解放出版社
840 エッチのまわりにあるもの すぎむらなおみ 解放出版社 ２０１１年 寄贈 解放出版社
841 連続大量差別はがき事件 浦本誉至史 解放出版社 ２０１１年 寄贈 解放出版社
842 誰の為でもない 白竜 毎日新聞社 １９９９年 寄贈 解放出版社
843 新すぐわかる公益法人制度 福島達也 学陽書房 ２００８年 寄贈
844 教えて考えさせる授業 市川伸一 図書文化社 ２００７年 寄贈
845 続　あした元気になあれ 松村智広 解放出版 ２００４年 寄贈
846 部落史５０話 中尾健二 解放出版 ２００３年 寄贈
847 部落史は思ったよりおいしい 石滝豊美 イシキタ人権学研究所 ２００４年 寄贈
848 女子禁制 木津譲 ２００２年 寄贈
849 兵庫県南部大地震から見えてきたもの 兵庫県同和教育研究協議会 大阪出版 １９９５年 寄贈
850 迷信と差別を考える 差別を考える研究会 解放出版 ２０００年 寄贈
851 解死人の風景 石滝豊美 イシキタ人権学研究所 ２００３年 寄贈
852 三発目の原発 佐々木盛弘 福岡県人権研究所 ２０１０年 寄贈
853 今ＤＯＫＩ部落史学習（上） 福岡市同和教育研究会 ２００６年 寄贈
854 部落史に学ぶ２ 外川正明 解放出版社 ２００６年 寄贈



855 これでわかった部落の歴史 上杉　聰 解放出版 ２００４年 寄贈
856 ツボ 石滝豊美 糸島の会 寄贈
857 鳥の目と虫の目で見る部落史（上） 石滝豊美 イシキタ人権学研究所 ２００３年 寄贈
858 身分が見える　身分がわかる 石滝豊美 イシキタ人権学研究所 ２００３年 寄贈
859 あした元気になあれ 松村智広 解放出版 １９９６年 寄贈
860 構成的なｸﾞﾙｰﾌﾟｴﾝｶｳﾝﾀｰ 片野智治 誠信書房 ２００１年 寄贈
861 エンカウンター 国分康孝 誠信書房 １９８１年 寄贈
862 小学校作文の単元 白石寿文、桜井直男 教育出版センター １９８９年 寄贈
863 あたらしい憲法のはなし 文部省 広島平和教育研究所 １９81年 寄贈(2冊）
864 子どもと一緒に読みたい詩 小林信次、水内喜久雄 あゆみ出版 １９９２年 寄贈
865 わたしたちが創る部落史学習 香川県部落史をどう教える会 大気堂 ２００１年 寄贈
866 部落史発見 福岡市同和教育会 １９９８年 寄贈
867 人権･同和教育基本資料 東京書籍
868 よくわかる学校ファシリテーション ちょんせいこ 解放出版 ２０１１年 寄贈 解放出版社
869 法教育は何をめざすのか 池田賢市 国民教育分科総合研究所 ２００８年
870 フランス教育の伝統と革新 池田賢市 大学教育出版 ２００９年
871 ぼくたちのしごと 長谷川義史 エルクラブ ２００４年 寄贈 解放出版社
872 松原三中から始まる物語 矢野洋 解放出版 ２０１２年 寄贈 解放出版社
873 よくわかる学校ファシリテーション ちょんせいこ 解放出版 ２０１２年 寄贈 解放出版社
874 子ども学のすすめ 西九州大学子ども研究会 佐賀新聞社 ２０１２年
875 差別禁止法をつくる「改訂」 ２０１２年 差別禁止法の制定を求める市民活動委員会

876 国際標準の学力 松下一世 明治出版 ２０１２年 寄贈 松下　一世
877 差別に学ぶ第４集 佐賀県同和教育研究会 寄贈 池田　満
878 「同和」教育はなぜ必要か 村越末男 明治図書 １９８８年 寄贈 池田　満
879 「人権」の教育はなぜ必要か 村越末男 明治図書 １９８７年 寄贈 池田　満
880 私の教育論＝宮之原貞光 宮之原貞光 寄贈 池田　満
881 部落問題要説 部落解放研究所 解放出版 １９７８年 寄贈 池田　満
882 同和教育入門 東上高志 寄贈 池田　満
883 人権差別からの解放 平野一郎 明治図書 寄贈 池田　満
884 解放教育選書 福地孝造 明治図書 寄贈 池田　満
885 差別の論理と解放の思想 村越末男 明治図書 １９７２年 寄贈 池田　満
886 感性に訴える同和教育 田中 明石書店 １９８８年 寄贈 池田　満
887 人権は世界を動かす 上杉佐一郎 解放出版 １９９１年 寄贈 池田　満
888 福岡の同和教育 福岡県同和教育研究協議会 １９７５年 寄贈 池田　満
889 子どもを見る眼 土田光子 解放出版 ２０１２年 寄贈 解放出版
890 人権保育のための絵本ガイド 特テオ非営利法人ちゃいるどネット 特テオ非営利法人ちゃいるどネット ２０１２年
891 身近な国の遊び アジア子どもプロジェクト 兵庫県在日外国人教育研究協議会 ２０１３年


