
新着図書・ＤＶＤリスト（2020/4/1～2021/3/31）
番号 ＤＶＤ名 制作 出版社 品目 テーマ 出版年月日
9873 水平社を立ち上げた人々（字幕入り） 東映株式会社教育映像部 東映株式会社 ＤＶＤ 同和問題 2020
9874 ひとと皮革（かわ）の歴史（字幕入り） 東映株式会社教育映像部 東映株式会社 ＤＶＤ 同和問題 2020
9875 「いま、ここ」からの出発　上巻（字幕入り） 風楽創作事務所 フルーク映像株式会社 DVD 同和問題 2019
9876 「いま、ここ」からの出発　下巻（字幕入り） 風楽創作事務所 フルーク映像株式会社 DVD 同和問題 2019
9877 鳥海先生の新・始めの一歩！ 鳥海房枝 シルバーチャンネル ＤＶＤ 高齢者虐待 2020
9878 出会いから学ぶ（字幕入り） 風楽創作事務所 フルーク映像株式会社 DVD 同和問題 2015
9879 つなぐ×なくす（字幕入り） 風楽創作事務所 フルーク映像株式会社 DVD 同和問題 2020
9880 お互いを活かし合うための人権シリーズ③（字幕入り） 東映株式会社教育映像部 東映株式会社 DVD 同和問題 2020
9881 許すな「えせ同和行為」（字幕入り） 経済産業省中小企業庁 東映株式会社 DVD 同和問題
9882 ハンセン病問題を知る（字幕入り） 法務省人権擁護局 毎日映画社 DVD 人権問題（ハンセン病） 2021

番号 図書名 著者 出版社 品目 出版年月日
32143 いま、部落問題を語る 山本栄子 生活書院 図書 2019
32144 みんなの当事者研究 熊谷晋一郎 金剛出版 図書 2017
32145 アナザー1964　パラリンピック序章 稲泉連 小学館 図書 2020
32146 奪われる子どもたち 冨坂キリスト教センター 教文館 図書 2020
32147 どっちの勝ち？ トニ・モリスン みすず書房 図書 2020
32148 14歳の君へ 池田晶子 毎日新聞出版 図書 2019
32149 情報戦争を生き抜く 津田大介 朝日新書 図書 2018
32150 Ｑ＆Ａでわかる子どものネット依存とゲーム障害 樋口進 少年写真新聞社 図書 2020
32151 ネット依存・ゲーム依存がよくわかる本 樋口進 講談社 図書 2020
32152 足をどかしてくれませんか。 林香里 亜紀書房 図書 2019
32154 ゲイ風俗のもちぎさん もちぎ KADOKAWA 図書 2019/9/5
32155 病魔という悪の物語 金森修 筑摩書房 図書 2020/5/15
32156 路 吉田修一 文春文庫 図書 2020/6/20
32157 13坪の本屋の奇跡 木村元彦 ころから 図書 2020/4/10
32163 未来を創る人権教育 志水宏吉 明石書店 図書 2019/9/20
32164 ゲンバクとよばれた少年 中村由一 講談社 図書 2019/9/9
32165 優生保護法が犯した罪 優生手術に対する謝罪を求める会 現代書館 図書 2018/2/28
32166 八月のひかり 中島信子 汐文社 図書 2020/5/1
32167 上野先生、フェミニズムについてゼロから教えてください！上野千鶴子 大和書房 図書 2020/4/5
32168 この星は、私の星じゃない 田中美津 岩波書店 図書 2019/5/23
32169 女性のいない民主主義 前田健太郎 岩波新書 図書 2020/11/5
32170 性転師 伊藤元輝 柏書房 図書 2020/6/1
32171 母ふたりでかぞくはじめました 小野春 講談社 図書 2020/3/25
32172 ゲイ風俗のもちぎさん2 もちぎ KADOKAWA 図書 2020/4/30
32173 大地よ 宇梶静江 藤原書店 図書 2020/9/20
32174 ボクはやっと認知症のことがわかった 長谷川和夫 KADOKAWA 図書 2020/10/30
32175 日本のセーフティーネット格差 酒井正 慶應義塾大学出版会 図書 2020/11/10
32180 結婚の奴 能町みね子 平凡社 図書 2019/12/20
32158 ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー ブレイディみかこ 新潮社 図書 2020/3/30
32159 部落問題学習の授業ネタ3 部落問題学習ネタつくろう会 解放出版社 図書 2019/11/10
32160 全国のあいつぐ差別事件　2019年度版 部落解放・人権政策確立要求 中央実行委員会 解放出版社 図書 2019/11/10



32161 人権教育への招待 神村早織 解放出版社 図書 2019/4/20
32162 「共生」を求めて 田中宏 解放出版社 図書 2019/9/1
32181 人権侵害にかかわる差別事例判例集 部落解放・人権研究所 解放出版社 図書 2020/3/20
32194 暴露と曲解　部落ってどこ？ 奥田均 解放出版社 図書 2020/10/1
32206 トコトン生きるための15問 玉木幸則 解放出版社 図書 2020/11/25
32210 多様性ファシリテーションガイド 森田ゆり 解放出版社 図書 2020/9/20
32211 ４羽のめんどりと１羽のおんどり レーナ・ランドストローム 解放出版社 図書 2020/12/20
32212 子どもの権利ってなあに？ アラン・セーール 解放出版社 図書 2020/12/10
32213 Ｑ＆Ａ部落差別解消推進法 部落解放同盟中央本部 解放出版社 図書 2017/6/1
32214 おんなたちは鬼になる 富山洋子 解放出版社 図書 2019/6/20
32215 道徳科の「授業革命」 園田雅春 解放出版社 図書 2018/6/20
32219 身の回りから人権を考える80のヒント 武部康広 解放出版社 図書 2020/12/20
32224 生きる闘う学ぶ 『生きる闘う学ぶ』編集委員会 解放出版社 図書 2019/3/25
32208 学校では教えてくれない差別と排除の話 安田浩一 皓星社 図書 2017/10/20
32216 こころのナース夜野さん１ 水谷緑 小学館 図書 2020/1/15
32217 こころのナース夜野さん２ 水谷緑 小学館 図書 2020/7/15
32218 性暴力被害を聴く 金富子 岩波書店 図書 2020/9/25
32221 児童虐待から考える 杉山春 朝日新聞出版 図書 2017/12/30
32222 1955の夏 大川吉崇 伊勢新聞社 図書 2020/7/28
32223 これからの男の子たちへ 太田啓子 大月書店 図書 2021/8/21
32199 リエゾン　1 竹村　優作 講談社 図書 2020/6/23
32200 リエゾン　2 竹村　優作 講談社 図書 2020/10/23
32202 使い捨て外国人 指宿昭一 朝陽会 図書 2020/4/15
32204 モテないけど生きてます ぼくらの非モテ研究会 青弓社 図書 2020/9/28
32205 老活のすすめ 坂東眞理子 飛鳥新社 図書 2020/9/15
32207 「これからの世界」を生きる君に伝えたいこと ウスビ・サコ 大和書房 図書 2020/7/5
32220 １０代から知っておきたい　あなたを閉じこめる「ずるい言葉」森山至貴 ＷＡＶＥ出版 図書 2020/8/23
32201 リエゾン　3 竹村　優作 講談社 図書 2020/12/23
32203 ふるさとって呼んでもいいですか ナディ 大月書店 図書 2019/6/14
32209 「繊細さん」の本 武田友紀 飛鳥新社 図書 2018/8/5
32225 人権教育サポートガイドブックⅡ 三重県教育委員会 図書 2021/3/1

ヒューマンライツ №385～396 部落解放・人権研究所 解放出版社 図書
部落解放 788～803号 解放出版社 解放出版社 図書
部落解放研究 第212号～213号 部落解放・人権研究所 解放出版社 図書
人権と部落問題 №934～945 （社団）部落問題研究所 部落問題研究所 図書
月刊人権と社会　2020.1.16～2021.1.15 （株）ＮＣＬ （株）ＮＣＬ 図書
げんき　№178～182 新開英二 エイデル研究所 図書
架橋 43号～44号 （財）鳥取市人権情報センター （財）鳥取市人権情報センター図書

32082 研究紀要　第二十四号 奈良県立同和問題関係史料ｾﾝﾀｰ 奈良県教育委員会 図書 2020/3/20
32094 研究紀要 二十一輯 研究推進委員会 兵庫県人権啓発協会 図書 2020/3/1
32091 水平社博物館研究紀要 第二十二号 駒井忠之 水平社博物館 図書 2020/3/31
32128 研究紀要 第25号 財団法人世界人権問題研究センター 財団法人世界人権問題 図書 2020/7/1
32139 ＬＵＣＩＦＥＲ ルシファー　23 水平社博物館 水平社博物館 図書 2020/10/31
32081 人権問題に関する三重県民意識調査報告書 三重県環境生活部人権課 三重県 図書 2020/3/1
32084 2019年度四日市市人権作文集第27集 四日市市教育委員会 四日市市教育委員会 図書 2020/2/21


