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書 籍 名
やってまっせ 人権総合学習 その１
やってまっせ 人権総合学習 その２
やってまっせ 人権総合学習 その３
表現する子ども達 人権の文化を創る
同和教育がひらく世界
人に出会う 小学校編実践資料 これからの人権・部落問題学習
学校給食と人権教育
わたし出会い発見
自分らしさを発見し、豊かな仲間づくりをめざす教材・実践集
わたし出会い発見Part２ ちがいに気づき、豊かさにつながる参加型
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Part３
人権総合学習をはじめよう 人権総合学習プラン集
わたし出会い発見Part４
新しい学びをより豊かに 人権総合学習Ｑ＆Ａ
じぇんだあ・ふりぃＢＯＸ
男女共生への第１歩を踏み出すための教材集
大阪の子どもたち－子どもの生活白書－1999年度版
子どもは今を生きている
現代の差別を考える１
人権の視点で育てる総合学習 実践／プラン集
各地の人権啓発パンフレットより－人権教育・啓発資料集
同和教育のたしかさを人権教育に
同和教育への提言 Ⅸ
同和教育への提言 Ⅹ
進路保障の取りくみをすすめるために 進学編 改訂版
さらに確かな部落問題学習の創造
なかま 一年用
なかま 二年用
なかま 三年用
なかま 四年用
なかま 五年用
なかま 六年用
なかま 中学校用
なかま 高校用（改訂）
なかま 小学校用 指導書
なかま 中学校用 指導書
成人用 なかま 学習ガイドブック みんなでとりくむために
Ｓｔｅｐ ｂｙ Ｓｔｅｐ Ⅲ 奈同教教育改革プロジェクト報告書
Ｓｔｅｐ ｂｙ Ｓｔｅｐ Ⅳ Ｌｅｔ's ｔｒｙ 総合学習！
サラム 生活編１
サラム 生活編２
サラム 民話編１
サラム 民話編２
サラム 民話編３
サラム 歴史編１
サラム あそび編
サラム 音楽編
サラム 指導案集
「ハンセン病」学習資料集
人権総合学習 「ハンセン病」学習素材集

発 行 所
大阪市同和教育研究協議会
大阪市同和教育研究協議会
大阪市同和教育研究協議会
大阪市同和教育研究協議会
大阪市同和教育研究協議会
大阪市同和教育研究協議会
大阪市同和教育研究協議会
大阪府人権・同和教育研究
協議会
大阪府人権・同和教育研究
協議会
大阪府人権・同和教育研究
協議会
大阪府人権・同和教育研究
協議会
大阪府人権・同和教育研究
協議会
大阪府人権・同和教育研究
協議会
オフィスプロシード
オフィスプロシード
全国同和教育研究協議会
全国同和教育研究協議会
全国同和教育研究協議会
全国同和教育研究協議会
全国同和教育研究協議会
全国同和教育研究協議会
奈良県部落解放研究所
奈良県部落解放研究所
奈良県部落解放研究所
奈良県部落解放研究所
奈良県部落解放研究所
奈良県部落解放研究所
奈良県部落解放研究所
奈良県部落解放研究所
奈良県部落解放研究所
奈良県部落解放研究所
奈良県部落解放研究所
奈良県同和教育研究会
奈良県同和教育研究会
ブレーンセンター
ブレーンセンター
ブレーンセンター
ブレーンセンター
ブレーンセンター
ブレーンセンター
ブレーンセンター
ブレーンセンター

電 話
06-6561-2407
06-6561-2407
06-6561-2407
06-6561-2407
06-6561-2407
06-6561-2407
06-6561-2407
06-6568-1678
06-6568-1678
06-6568-1678
06-6568-1678
06-6568-1678
06-6568-1678

06-6264-1892
06-6264-1892
06-6264-1891
06-6264-1891
06-6264-1891
06-6264-1891
06-6264-1891
06-6264-1891
0742-62-5179
0742-62-5179
0742-62-5179
0742-62-5179
0742-62-5179
0742-62-5179
0742-62-5179
0742-62-5179
0742-62-5179
0742-62-5179
0742-62-5179
0742-62-5555
0742-62-5555
06-6355-3320
06-6355-3320
06-6355-3320
06-6355-3320
06-6355-3320
06-6355-3320
06-6355-3320
06-6355-3320
大阪市外国人教育研究協議会 06-6964-7795
岡山県同和教育研究協議会 086-272-4533
岡山県同和教育研究協議会 086-272-4533

46 埼玉の部落 歴史と生活
47 総合学習Ⅰ－学び会う私たちの総合学習－
在日朝鮮人（韓国籍・朝鮮籍・日本籍）への差別をなくす取り組み
48
－改訂版(1996)－
49 日本学校に学ぶ在日朝鮮人児童・生徒の進路保障をめざして
50 まんがで学習 よくわかる「子どもの権利条約」事典
１９９６年度 実践の記録
51
－人権を基盤にすえた個性化教育をめざして－
52 ひとの権利 セクシュアリティと人権
53 人権・公害学習教材CD－ＲＯＭ版
54 沖縄教材 学習資料（教職員用）－「沖縄」認識を問い直すために
55 知っていますか？高齢化社会と人権 一問一答
56 知っていますか？医療と人権 一問一答
57 知っていますか？ＡＩＤＳと人権 一問一答
58 知っていますか？視覚障害者の暮らし 一問一答
59 知っていますか？ボランティアと人権 一問一答
60 知っていますか？アイヌ民族一問一答
61 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
62 知っていますか？ドメスティックバイオレンス 一問一答
63 知っていますか？死刑と人権 一問一答
64 知っていますか？セクシュアルハラスメント 一問一答
65 知っていますか？在日外国人問題一問一答
66 人権教育をひらく 同和教育への招待
67 「人権教育のための国連１０年」と同和教育
68 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
69 新修 部落問題事典
70 ハンセン病療養所隔離の９０年
71 部落解放年鑑
72 人権と福祉のまちづくりの課題と条件
73 人権問題についての町民意識調査報告書
74 日野町豊田地区生活実態調査報告書
75 部落問題用語解説（改訂増補版）
76 図説 現代の部落差別－実体と変化－
77 「人権教育」のゆくえ－「同和教育」転換の顛末－
78 部落解放の最終段階を見すえて
79 部落解放の「虚構理論」批判
80 証言・京都市の同和行政
81 部落差別撤廃論をめぐる批判的研究
82 「部落」が部落でなくなるとき－解放運動の発展的転換－
83 数字が語る在日韓国・朝鮮人の歴史
84 在日朝鮮人教育関係資料集
85 親と子がみた 在日韓国・朝鮮人白書
86 日本の侵略戦争とアジアの子ども
87 どう超えるのか？ 部落差別
88 皮革産業を支える人々 目でみる東京の皮革産業
あらゆる分野で人権文化の創造を これからどうする？「人権教育の
89
ための国連１０年（１９９５～２００４年）
90 子どもの教育と福祉の事典

埼玉県同和教育歴史教材編
0485-25-8531
集委員会
広島県同和教育研究協議会 082-245-2041
広島県同和教育研究協議会 082-245-2041
広島県同和教育研究協議会 082-245-2041
あかね書房
03-3263-0641
箕面市立萱野小学校

0727-21-3254

関西大学
熊本県同和教育研究協議会
”沖縄”資料集編集会議
解放出版社
解放出版社
解放出版社
解放出版社
解放出版社
解放出版社
解放出版社
解放出版社
解放出版社
解放出版社
解放出版社
解放出版社
解放出版社
解放出版社
解放出版社
解放出版社
解放出版社
滋賀県同和問題研究所
滋賀県同和問題研究所
滋賀県同和問題研究所
兵庫部落問題研究所
兵庫部落問題研究所
兵庫部落問題研究所
部落問題研究所
部落問題研究所
部落問題研究所
部落問題研究所
部落問題研究所
明石書店
明石書店
明石書店
明石書店
緑風出版
東京都同和事業促進協会
反差別国際運動日本委員会
（ＩＭＡＤＲ－ＪＣ）
建帛社

06-6368-1121
090-324-2135
0848-37-4945
06-6561-5273
06-6561-5273
06-6561-5273
06-6561-5273
06-6561-5273
06-6561-5273
06-6561-5273
06-6561-5273
06-6561-5273
06-6561-5273
06-6561-5273
06-6561-5273
06-6561-5273
06-6561-5273
06-6561-5273
06-6561-5273
06-6561-5273
077-525-5095
077-525-5095
077-525-5095
078-351-5265
078-351-5265
078-351-5265
075-721-6180
075-721-6180
075-721-6180
075-721-6180
075-721-6180
03-5815-1171
03-5815-1171
03-5815-1171
03-5815-1171
03-3812-9420
03-3845-6991
03-3568-7709
063-3944-2611

91 教育データランド 1999-2000
92 【学校教育】キーワード事典
障害児の高校進学・ガイド 「うちらも行くんよ！」１４都道府県の取り
93
組み
今人権教育を問う 子どもにとって本当に必要な「人権としての教育」
94
とはなにか？
95 萱野茂のアイヌ語辞典 ＣＤ－ＲＯＭ版
大阪の子どもたち－子どもの生活白書－2000年度版
96
子どもは今を生きている

時事通信社
旬報社

03-3591-1111
03-3943-9911

現代書館

03-3261-0778

大月書店

03-3813-4651

三省堂
大阪府人権・同和教育研究
協議会

03-3230-9411
06-6568-1678

1996年度 実践の記録－子どもが主体的に学び、確かな学力をつけ
97 ていくための授業の創造を－人権の視点に立って行動する力を育て 河合町立河合第一小学校
るために－
1997年度 実践の記録－子どもが主体的に学び、確かな学力をつけ
98 ていくための授業の創造を－人権の視点に立って行動する力を育て 河合町立河合第一小学校
るために－
1998年度 研究紀要 一人ひとりが意欲的・主体的に学習に取り組
み、すべての子どもが学習に参加できる指導法や教育内容を創造す
99
河合町立河合第一小学校
る。＊総合学習を通して、人権・部落問題学習をどのように取り組む
のか。
100 写真記録 部落
101 すきやねん大正ーＩ ｌｏｖｅ ｍｅ からはじめようー
102 子どもの権利条約と障害児
1999年度実践の記録
103
－人権を基盤にすえた基礎学力保障と人権総合学習の展開
第２２回全国解放保育研究集会 第３２回滋賀県同和保育研究集会
104
報告書
105 第２３回全国解放保育研究集会 第２１回広島県解放保育研究集会
106 ぬくもり 改訂版３．４
107 人権読本「ぬくもり」の研究と指導
108 これからの在日外国人教育２００１
109 人権文化を拓くⅠ
110 進路学習の手引き 改訂版
111 じんけんスキルブック
112 信貴山研 実践報告集（no.89)
113
114
115
116
117

人権問題研究
被差別部落の歴史ー新しい部落史の見方・考え方ー 改定版
私たちが創る部落史学習
渋染一揆 現地研修資料
教育子コミュニティ・ハンドブック

118 白書スクール・セクシュアルハラスメント
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129

「小１プロブレム」に挑戦 ー子どもたちにラブレターを書こうー
「人権教育のための国連１０年」と同和教育
同和教育進展のための基本法令・資料集
何が不自由で、どちらが自由か
子どもを見つめなおす視座 ～「ふつうの子」ってどんな子～
「同和教育はどの子も光る教育です。」
～子どもたちにラブレターを書こう～
差別の現実から学ぶこと ～被差別の視点から～
同和教育と人権 ～市民参加を土台にすえた教育を創るために～
「人権教育のための国連１０年」とこれからの同和教育
「学び」と「共生」を人びとのつながりの中で
２１世紀に羽ばたく 民族教育

130 部落史学習をどうすすめるか
131
132
133
134
135

新 歩く・みる・考える沖縄
小学校学習指導要領
小学校学習指導要領解説
中学校学習指導要領
中学校学習指導要領解説 ー総則編ー

柏書房
03-3947-8251
奈良県御所市立大正小学校 0745-62-5221
現代書館
03-3261-0778
箕面市立萱野小学校
滋賀県同和保育研究協議会
広島県解放保育研究集会実
行委員会
福岡市同和教育研究会
福岡市同和教育研究会
全国在日朝鮮人（外国人）教
育研究協議会
全国同和教育研究協議会
福岡市進路保障研究会
兵庫県人権・同和教育研究
協議会
大阪府人権・同和教育研究
協議会

0849-51-6462

075-2121338
06-6264-1891
092-712-4174
078-271-8189
06-568-1678

大阪市立大学人権問題研究会 06-6605-2023

京都城陽高等学校
香川県部落史をどう教える会
岡山部落解放研究所
解放出版社
子ども性虐待防止市民ネット
ワーク
明治図書
全国同和教育研究協議会
全国同和教育研究協議会
河合文化教育研究所
岡山県同和教育研究協議会

0774-52-6811
0879-43-4348
086-222-1624
06-6561-5273
03-5818-1171
03-3946-3152
06-568-0418
06-568-0418
052-735-1706
086-272-4533

岡山県同和教育研究協議会 086-272-4533
岡山県同和教育研究協議会
岡山県同和教育研究協議会
岡山県同和教育研究協議会
岡山県同和教育研究協議会
民族教育編集委員会
大阪府人権・同和教育研究
協議会
沖縄平和ネットワーク
文部科学省
文部科学省
文部科学省
文部科学省

086-272-4533
086-272-4533
086-272-4533
086-272-4533
03-5392-1181
06-568-1678
098-886-1215

136
137
138
139

すきやねん大正 ００授業改革実践レポート
エンカウンターで総合が変わる 小学校編
エンカウンターで総合が変わる 中学校編
Ｓｔｅｐ ｂｙ Ｓｔｅｐ Ⅴ ２１世紀の扉を開く人権教育を！

140 教材集ヒントがいっぱい！ おおさか発 総合学習への道
141
142
143
144

総合学習教材 わたしナビゲーション・メディア編
出入国管理 ー２１世紀の円滑な国際交流のためにー
「色覚異常」を正しく理解するために
人権啓発絵本 やったネ

145 てんいち先生 人権まんが
146 てんいち先生 人権まんが②
147 人権文化の広がりを 大分の人権教育啓発資料集 ２００２
148 Ｓｔｅｐ 人権教育のすすめ方
149
150
151
152
153
154
155

大分県部落解放小史
吉和事件から５０年 同和教育の原点を問ういとなみ
「子どもの権利条約」をどう教えるか
チャレンジ「部落史発見」
チャレンジ「部落史発見」
進路学習の手引き 改訂版
徳島県における同和教育のじっせん 第２３集（２００２年版）

156 じんけん ２００２ 高等学校人権教育学習資料集
157 ＫＭＪブックレット１ キーワードで学ぶ在日コリアンの人権
158 ２００１年度市同教 研究部活動の記録
159 ２００１年度市同教 研究部活動のまとめ
160 大阪の子どもたち ー子どもの生活白書ー ２００２年度版
161 人権問題に関する高校生意識調査ー報告書ー
162
163
164
165
166
167
168

人権文化の創造をめざして
ー「人権教育のための国連１０年」への参画ー
オッケトンムノリ
オッケトンムノリ 指導書
オッケトンムノリ 実践事例集
復刊版 むなつき坂をこえて 奈同教結成５０周年記念
奈良県同和教育研究会 ５０年の歩み
なかま 部落問題学習教材集

169 届け！ 私の思い ～「ニューカマー」の子どもたちの声～
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180

障害児の学校選択 やっぱり地域の学校だ
世界の子どもたち ＮＧＯの現場から
戸籍
ブラジルと出会おう
食肉 皮革 太鼓の授業
人権総合学習つくって知ろう！かわ・皮・革 太鼓
人権のステージ
データで考える結婚差別問題
「人権の宝島」冒険
部落史に学ぶ 新たな見方・考え方にたった学習の展開
高校生の部落問題

奈良県御所市立大正小学校
図書文化社
図書文化社
奈良県人権教育研究会
大阪府立高等学校同和教育
研究会
解放出版社
法務省入国管理局
大分県同和教育研究協議会
箕面市人権啓発推進協議会
市町村同和問題啓発活動推
進本部連絡協議会
市町村同和問題啓発活動推
進本部連絡協議会
大分県人権・同和教育研究
協議会
大分県人権・同和教育研究
協議会
大分県部落史研究会
広島県同和教育研究協議会
広島県同和教育研究協議会
福岡県同和教育研究会
福岡県同和教育研究会
福岡市進路保障研究会
徳島県人権教育研究協議会
徳島県高等学校人権教育研
究会
大阪国際理解教育研究セン
ター
大阪市同和教育研究協議会
大阪市同和教育研究協議会
大阪府人権教育研究協議会
奈良県高等学校同和教育研
究会

0745-62-5221
03-3943-2511
03-3943-2511
0742-62-5555
06-6561-2982
06-6561-5273
097-556-1012
0727-22-7400

097-556-1012
097-556-1012
097-556-1009
082-245-2041
082-245-2041

092-712-4174
088-625-6150
088-625-6150
06-6882-6688
06-6561-2407
06-6561-2407
06-6568-1678
0742-62-5555

奈良 人権・部落解放研究所 0742-62-5179
奈良県同和教育研究会
奈良県同和教育研究会
奈良県同和教育研究会
奈良県同和教育研究会
奈良県人権教育研究会
奈良県人権教育研究会
全関西在日外国人教育ネッ
トワーク
社会評論社
明治図書
現代書館
国土社
解放出版社
解放出版社
解放出版社
解放出版社
解放出版社
解放出版社
解放出版社

0742-62-5555
0742-62-5555
0742-62-5555
0742-62-5555
0742-62-5555
0742-62-5555

03-3814-3861
03-5818-1171
03-3221-1321
03-3943-3721
06-6561-5273
06-6561-5273
06-6561-5273
06-6561-5273
06-6561-5273
06-6561-5273
06-6561-5273

181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205

部落のアイデンティティ
新聞でみる部落問題
レッツ・コミュニケーション
部落史５０話
人権でめぐる博物館ガイド
人権脚本集 ＡＣＴ
部落史再入門 上巻 鳥の目と虫の目で見る部落史
部落史再入門 下巻 身分が見える、身分がわかる
解死人の風景
「チョゴリときもの」～日本に生きるー国籍と民族～
「チョゴリときもの」 在日韓国・朝鮮人～子育てと学校教育～
「チョゴリときもの」在日韓国・朝鮮人～豊かな共生の時代に向けて～
「チョゴリときもの」～統一と和解をめざす祖国ー在日は今～
人権相談ハンドブック
２００３年度版 全国のあいつぐ差別事件
ＨＩＢＡＫＵＳＨＡ 世界の終わりに
走れ！夢をのせて 手引き書
知っていますか？ハンセン病と人権 一問一答
知っていますか？沖縄 一問一答
知っていますか？女性差別 一問一答
人権の授業をつくる①
人権の授業をつくる②
やってみよう！ 総合学習
自分を生きる２１
大人教夏季研

206 三重県人権・同和教育研究大会要項・報告書集
207 「ハンセン病」学習素材集＜第２版＞
208 人権の旅おかやま「渋染一揆」現地研修資料
209
210
211
212
213
214

つたえたいことがある
第３４回大阪府人権教育研究南河内大会
竹田の子守唄
メッセージ・ソング
部落問題学習 実践事例集
部落問題学習（地域教材）実践資料集

215 新たな部落史像を求めて 近代編
216 大阪の子どもたち ２００２年度版
217 大阪の子どもたち ２００３年度版
218 部落史発見
219 子どもたち一人ひとりの自己実現のために
220 教科書無償
221 これからの同和行政・人権教育
222 聴こえますか 子どもの思いと声
223 人権・部落問題学習を深めるために
224 高校生のこころとジェンダー
225 高校生のこころとジェンダー

解放出版社
解放出版社
ＥＲＩＣ国際理解教育センター
解放出版社
解放出版社

06-6561-5273
06-6561-5273
03-3800-9416
06-6561-5273
06-6561-5273
大阪市人権教育研究協議会編 06-6561-2407
イシタキ人権学研究所
092-933-0426
イシタキ人権学研究所
092-933-0426
イシタキ人権学研究所
092-933-0426
京都市国際交流協会
075-752-3010
京都市国際交流協会
075-752-3010
京都市国際交流協会
075-752-3010
京都市国際交流協会
075-752-3010
解放出版社
06-6561-5273
解放出版社
06-6561-5273
グループ現代
03-3341-2863
滋賀県人権センター
077-522-8243
解放出版社
06-6561-5273
解放出版社
06-6561-5273
解放出版社
06-6561-5273
解放出版社
06-6561-5273
解放出版社
06-6561-5273
解放出版社
06-6561-5273
大阪市人権教育研究協議会編 06-6561-2407
大阪市人権教育研究協議会編 06-6561-2407
三重県人権・同和教育研究
059-233-5530
協議会
岡山県人権・同和教育研究
086-272-4533
協議会
岡山県人権・同和教育研究
086-272-4533
協議会
大阪市人権教育研究協議会編 06-6561-2407
大阪市人権教育研究協議会編 06-6561-2407
解放出版社
06-6561-5273
解放出版社
06-6561-5273
広島県同和教育研究協議会 082-245-2041
奈良県同和教育研究会
0742-62-5555
福岡県人権・同和教育研究
092-651-8600
協議会
大阪市人権教育研究協議会編 06-6561-2407
大阪市人権教育研究協議会編 06-6561-2407
福岡市同和教育研究会
092-712-4174
福岡県人権・同和教育研究
092-651-8600
協議会
解放出版社
06-6561-5273
奈良県部落解放研究所
0742-62-5179
大阪保育子育て人権情報研
06-6764-8181
究センター
全国同和教育研究協議会
06-568-0418
解放出版社
06-6561-5273
解放出版社
06-6561-5273

226
227
228
229
230
231
232

高校生のジェンダーとセクシュアリティ
思春期理解とこころの病
共育への道
共育への道「続」
総合的な学習を生かす評価 小学校
総合的な学習を生かす評価 中学校
環境教育はじめの一歩

233 過去と現在に学ぶスタディーツアー
234
235
236
237

ＦＯＯＤ 食べ物から考える環境教育ガイドブック
つくって学ぶ 人権総合学習 被差別部落の仕事に学ぶ
国際理解教育と人権
入門 朝鮮と日本の歴史

238 わたし 出会い 発見 パート４
239 総合学習をたのしむ
240 人権文化を拓く

明石書店
解放出版社
アドバンテージサーバー
アドバンテージサーバー
ぎょうせい
ぎょうせい
アドバンテージサーバー
全国在日朝鮮人（外国人）教
育研究協議会・福岡

03-5818-1171
06-6561-5273
03-5210-9171
03-5210-9171
03-3571-2126
03-3571-2126
03-5210-9171
092-631-4646

エコ・コミュニケーションセンター 03-5982-8081

東京都同和教育研究協議会
解放出版社
明石書店
大阪府人権・同和教育研究
協議会
アドバンテージサーバー
アドバンテージサーバー

03-3622-3141
06-6561-5273
03-5818-1171
06-6568-1678
03-5210-9171
03-5210-9171

241 人間回復の橋、心のかけ橋となれ

ハンセン病の正しい理解を進め
る普及啓発事業実行委員会

242 「渋染一揆」現地写真集
243 地球家族 フォトランゲージ版

岡山県同和教育研究協議会
ＥＲＩＣ国際理解教育センター
岡山県人権・同和教育研究
協議会
岡山県人権・同和教育研究
協議会
門真市教職員組合
全国同和教育研究協議会
全国同和教育研究協議会
大阪府人権・同和教育研究
協議会
大阪府人権・同和教育研究
協議会

086-272-4533
03-3800-9416

全国同和教育研究協議会

06-6264-1891

244 人権の旅おかやま 「ハンセン病」学習素材集＜第２版＞
245 人権のおかやま 「渋染一揆」現地研修資料
246 門真の子どもたちの学力向上をめざして
247 全同教 このよきもの
248 全同教 このよきもの
249 わたし 出会い 発見 パート５
250 わたし 出会い 発見 パート５
251
252
253
254
255
263
264
265
266
267
268
269
270

人権教育推進のための基本法令資料集｛改訂版｝
全同教同和教育資料ー２１
子どもの心がひらく人権教育 アイデンティティを求めて
いじめをなくし心をつなぐ－友だちづくりのスキルを－
新公益法人会計基準の解説
公益法人の設立・運営・監督の手引き

松下一世 解放出版社
松下一世 明治図書
財団法人公益法人協会
財団法人公益法人協会
親子支援ネットワーク
ＰＡＳ Ａ ＰＡＳ～一歩ずつ～
あんだんて
箕面市萱野小学校
２００２年度実践の記録－求める 伝えあう つながる わたしたち－
けやきの会
知っていますか？視覚障害者の暮らし 一問一答
解放出版社
自立と共生を求めて 障害者からの提言
解放出版社
わかりやすい！障害者基本法
楠敏雄
解放出版社
中学生のための進路ガイダンス
多文化共生センター
多文化進路ガイダンス実行委員会
・大阪
中学生のための進路ガイダンス
多文化共生センター
多文化進路ガイダンス実行委員会
・大阪
ＹＯＵ ＤＯＮ’Ｔ ＫＮＯＷ ＷＡＲ アレン・ネルソンの「戦争論」Ⅱ
㈱ かもがわ出版

086-272-4533
086-272-4533
06-6264-1892
06-6264-1892
06-6568-1678
06-6568-1678

06-6561-5273
03-3946-3151
03-3945-1017
03-3945-1017
075-595-8255
072-721-3254
06-6561-5273
06-6561-5273
06-6561-5273
06-4395-1377
06-4395-1377
075-432-2868

271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315

ネルソンさん、あなたは人を殺しましたか？
ベトナム帰還兵が語る「ほんとうの戦争」
ＣＤ 歌ぐみはぜの木
～夢のために～
トランスジェンダリズム宣言 性別の自己決定権と多様な性の肯定
ともに生き生きカット集 １・２・３ ＣＤーＲ
ともに生き生きカット集
ともに生き生きカット集 その２
ともに生き生きカット集 その３
話してみようよ！ エッチ・愛・カラダ 学ぶ！教える！
リピロダクティブ/ライツ
知っていますか？パワー・ハラスメント一問一答 職場のいじめ
金子雅臣
わかりやすい！障害者基本法
楠敏雄
図説 朝鮮通信使の旅 仲尾宏 辛基秀（しん ぎす）
ケガレ意識と部落差別を考える 辻本正教
知っていますか？スクール・セクシャル・ハラスメント一問一答
亀井明子
プロブレムＱアンドＡ 同性愛って何？
「わかりあうことから共に生きるために」
人権教育読本にんげん ひといのち １・２
人権教育読本にんげん ひとぬくもり ３・４
人権教育読本にんげん ひとつながり ５・６
人権教育読本にんげん ひときぼう 中学生
情報・メディア・図書館 森田英嗣 長尾彰夫
プロブレムＱアンドＡ 性同一性障害って何？
「一人一人の性のありようを大切・・」
まんがで学ぶ開発教育 世界と地球の困った現実
飢餓・貧困・環境破壊
私たちがめざす集団づくり 子どもが輝く学校に
部落史５０話 中尾健次
対立から対策へ ～歴史に学ぶ～ 全国同和教育研究会
こどもがききました 日本は朝鮮になにをしたの
シリーズいま伝えたい１ 朝鮮侵略
こどもがききました 日本は中国になにをしたの
シリーズいま伝えたい２ 中国侵略
サラム草書シリーズ⑪ サラムあそび編 こどもとくらし
キム先生の人権のおはなし
アジアの子ども
２００３年度市人教幼稚園ブロックのとりくみ
同和教育をみんなのものに
共に生きる 民族教育の充実をめざして 中学校版 実践事例集
ひとめでわかる韓国の歴史 ウリヌリ
人権教育読本 にんげん 指導の手引き
人権教育読本にんげん ひといのち １・２
人権教育読本にんげん ひとぬくもり ３・４
人権教育読本にんげん ひとつながり ５・６
人権教育読本にんげん ひときぼう 中学生
奈良同教教育改革プロジェクト報告書
Ｓｔｅｐ ｂｙ Ｓｔｅｐ Ⅳ Ｌｅｔ’ｓ ｔｒｙ 総合学習
Ｓｔｅｐ ｂｙ Ｓｔｅｐ Ⅴ ２１世紀の扉を開く人権教育を！
つくって学ぶ人権総合学習 被差別部落の仕事に学ぶ
やってまっせ 人権総合学習 その４
「まち ひと くらし ２１」 人権総合学習の中で
部落問題との出会いを
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
おもちゃ箱６ 子どもがみつけるたくさんの掘り出し物
ふりかえりＧｏｏｄｓ
おもちゃ箱７ 自らの生き方をつくる子 人権総合学習 教科の学習
仲間づくり

㈱ 講談社
社会批評社
大阪府教職員組合
大阪府教職員組合
大阪府教職員組合
大阪府教職員組合

03-5395-3534

女性部
女性部
女性部
女性部

03-3310-0681
06-6765-1558
06-6765-1558
06-6765-1558
06-6765-1558

明石書店

03-5818-1171

解放出版社

06-6561-5273

解放出版社
明石書店
解放出版社

06-6561-5273
03-5818-1171
06-6561-5273

解放出版社

06-6561-5273

緑風出版

03-3812-9420

明治図書
明治図書
明治図書
明治図書
㈱アドバンテージサーバー

03-3946-3151
03-3946-3151
03-3946-3151
03-3946-3151
03-5210-9171

緑風出版

03-3812-9420

明石書店

03-5818-1171

解放出版社
解放出版社
オフィスプロシード

06-6561-5273
06-6561-5273
06-6264-1892

明石書店

03-5818-1171

明石書店

03-5818-1171

株式会社 ブレーンセンター 06-6355-3300
明石書店
03-5818-1171
明石書店
03-5818-1171
株式会社 近畿出版印刷

072-362-9215

協同印刷所
アプロ社
明治図書
明治図書
明治図書
明治図書
明治図書

06-4304-1129
03-3946-3151
03-3946-3151
03-3946-3151
03-3946-3151
03-3946-3151

奈良県同和教育研究会

0742-62-5555

奈良県同和教育研究会
0742-62-5555
明石書店
03-5818-1171
大阪市同和教育研究協議会 06-6561-2407
大阪府同和教育研究協議会 06-6568-1678
解放出版社

06-6561-5273

東大阪市立長瀬北小学校

06-6729-0676

東大阪市立長瀬北小学校

06-6729-0676

316
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318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360

総合学習の時間に生かす これが平和学習だ！！
日教組平和学習冊子編集委員会
おおさか発 学びすと宣言！ 教科・総合学習で輝く人権教育教材集
全国水平社 差別に立ち向かった人たち
あなたと障害者と。
文部科学省「人権教育の指導方法等の在り方について 第１次とりま
とめ」を読む
人権総合学習 つくって知ろう！かわ・皮・革 かわと小物
人権総合学習 つくって知ろう！かわ・皮・革 くつ
人権総合学習 つくって知ろう！かわ・皮・革 はじめての和太鼓演奏
写真記録 全国水平社 部落解放同盟中央本部編
人物でつづる被差別民の歴史
朝鮮をどう教えるか
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
屠場文化 語られなかった世界
桜井厚 岸衛
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
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
平和と戦争の絵本 ①人はなぜたたかうの？
平和と戦争の絵本 ②平和ってなに？
平和と戦争の絵本 ③戦争はなぜくり返される
平和と戦争の絵本 ④非暴力で平和をもとめる人たち
平和と戦争の絵本 ⑤わたしたちは平和をめざす
平和と戦争の絵本 ⑥憲法で平和を考える
大阪の子どもたち 子どもの生活白書 ２００４年度版
特集 すべての子どもの学力を支える効果のある学校
部落問題学習実践本 「まちひとくらし２００４」 子どもからはじめる、
部落問題学習を・・・
日韓共通歴史教材 朝鮮通信使
豊臣秀吉の朝鮮侵略から友好へ
「同和利権の真相」の深層
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
教育不平等 同和教育から問う「教育改革」 外川正明

㈱アドバンテージサーバー

03-5210-9171

大阪府立学校人権教育研究会 06-6561-2982
（財）近江八幡市人権センター 0748-37-8890

おばけ箱

06-6352-3647

（有）オヒィスプロシード

06-6264-1892

解放出版社
解放出版社
解放出版社
解放出版社
解放出版社
解放出版社

06-6561-5273
06-6561-5273
06-6561-5273
06-6561-5273
06-6561-5273
06-6561-5273

解放出版社

06-6561-5273

株式会社 創土社

03-3970-2669

解放出版社

06-6561-5273

解放出版社

06-6561-5273

株式会社
株式会社
株式会社
株式会社
株式会社
株式会社

03-3813-4651
03-3813-4651
03-3813-4651
03-3813-4651
03-3813-4651
03-3813-4651

大月書店
大月書店
大月書店
大月書店
大月書店
大月書店

大阪府人権教育研究協議会 06-6568-1678
大阪府人権教育研究協議会 06-6568-1678
明石書店

解放出版社
解放出版社
解放出版社
大阪市人権教育研究協議会
人権教育読本 にんげん １，２ ＳＴＥＰ ひと・いのち 実践プラン集
研究部会
市販本 新しい歴史教科書 改訂版
扶桑社
市販本 新しい公民教科書 改訂版
扶桑社
おまえらばかか 江尻彰良
現代書館
人の値打ち 江口いと人権の詩
明石書店
荊を越えて 江口いと
青葉図書
山中捨五郎記 宿業をこえて
皓星社
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
暮らしの中で名神と差別を考える 差別墓石・法戒名を問い考える
解放出版社
会
めざめる女つぶやく男 ジェンダー・学び・プロジェクト編
解放出版社
「女人禁制」ＱアンドＡ 源淳子
解放出版社
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
解放出版社
知っていますか？女性とストレス 一問一答
解放出版社
わかりやすい日本民衆と女性の歴史 近・現代編
明石書店
人権教育をひらく 同和教育への招待
解放出版社
使ったら危険 「つくる会」歴史・公民教科書
明石書店
全同教同和教育資料ー２３ 進路保障の取り組みをすすめるために （有）オヒィスプロシード
全同教同和教育資料ー２４ 豊かな人権教育創造のために
（有）オヒィスプロシード

03-5818-1171
06-6561-5273
06-6561-5273
06-6561-5273

03-5403-8859
03-5403-8859
03-3221-1321
03-5818-1171
089-943-1165
03-5306-2088
06-6561-5273
06-6561-5273
06-6561-5273
06-6561-5273
06-6561-5273
06-6561-5273
03-5818-1171
06-6561-5273
03-5818-1171
06-6264-1892
06-6264-1892

361
362
363
364
365

２１世紀型授業づくり１０６ 学力保障と人権教育の再構築

異邦人の夜 梁石日
いま伝えたい 細菌戦のはなし 森正孝
七三一部隊のはなし 十代のあなたへのメッセージ
従軍慰安婦のはなし 十代のあなたへのメッセージ

長尾彰夫

西野瑠美子
西野瑠美子

なぜ「従軍慰安婦」を記憶にきざむのか 十代のあなたへのメッセージ

366 西野瑠美子
367 一緒がいいならなぜ分けた 特殊学級の中から 北村小夜
ＱアンドＡ 障害者の欠格条項 撤廃と社会参加拡大のために
368
臼井久美子
源流 水交会結成３０周年記念 地下水脈・Ⅲ
369
水交会（大阪部落出身教職員の会）
370 ＱアンドＡ 「日の丸・君が代」の基礎知識 山部義秀
371 わかりやすい 日本民衆の歴史と朝鮮 久保井則夫
372 入門 朝鮮と日本の歴史 久保井則夫
学校のセクシュアル・ハラスメント
373
教師のための解決指導マニュアル
大阪の子どもたちー子どもの生活白書ー２００５年度版
374
特集子どもたちの進路展望とキャリア教育
375 ウりマリ図鑑 １
376 おおさか発 学びすと宣言！ 教科・総合学習で輝く人権教育教材集
377 おおさか発 学びすと宣言Ⅱ 人権教育としてのキャリア教育
378 全同教同和教育資料ー２３ 進路保障の取り組みをすすめるために
379 全同教同和教育資料ー２４ 豊かな人権教育創造のために
ひらかれた学校を創る ひらかれた学力をはぐくむ 人権総合学習と
380
「ひらかれた学習」の取り組み
子どものくらしと健康・・学力と健康をむすぶ
381
全同教同和教育資料２２
382 岩陰の語り 松代大本営工事の労働証言
383 新 手さぐり 松代大本営 計画から差別の根源まで
384 小学生の社会 ポルトガル語翻訳版
わたし 出会い 発見 ｐａｒｔ５
385
集団の中で子どもとつながる・子どもがつながる 教材・実践集
同和教育副読本 葦の葉
386
ー荒商定の生徒たちの証言集（１９９０～２０００年度版）
同和教育副読本 葦の葉Ⅲ
387
ー荒商定の生徒たちの証言集（２０００～２００３年度版）
同和教育副読本 葦の葉 Ⅳ
388
ー荒商定の生徒たちの証言集（２００４～２００５年度版）
389
390
391
392
393

奈良県の同和教育の歴史

395 ならヒューライツブックス 第９集

397
398
399
400
401
402
403
404
405

03-3946-3151

明石書店

03-5818-1171

現代書館

03-3221-1321

明石書店

03-5818-1171

水交会

06-6561-2982

明石書店
明石書店
明石書店

03-5818-1171
03-5818-1171
03-5818-1171

明石書店

03-5818-1171

ならヒューライツブックス 第１０集 人権教育としての再構築３
ーこれからの人権教育・啓発への提言ー
セクシュアルマイノリティ 第２版
セクシュアルマイノリティ教職員ネットワーク
人権学習実践資料集 きりひらく２
総合的な学習の時間、ワークショップのヒント集
子どもは家庭でじゅうぶん育つ
不登校、ホームエデュケーションと出会う
登校拒否は病気じゃない
僕らしく君らしく自分色 登校拒否・私たちの選択
東京シューレの子どもたち
不登校という生き方 教育の多様化と子どもの権利 奥地圭子
この人が語る「不登校」 全国不登校新聞社
フリースクールとはなにか 子どもが創る・子どもと創る
ＮＰＯ法人東京シューレ
東京シューレ 子どもとつくる２０年の物語 奥地圭子

03-5818-1171
03-5818-1171
03-5818-1171

大阪府人権教育研究協議会 06-6568-1678
朝鮮新報社

03-3269-0131

大阪府立学校人権教育研究会 06-6561-2982
大阪府立学校人権教育研究会 06-6561-2982

（有）オヒィスプロシード
（有）オヒィスプロシード

06-6264-1892
06-6264-1892

大阪市立加島小学校

06-6309-8641

（有）オヒィスプロシード

06-6264-1892

株式会社郷土出版社
原山茂夫
日本文教出版

0263-86-8601
03-3389-4611

大阪府人権教育研究協議会 06-6568-1678

同和教育副読本「葦の葉」編
集委員会
同和教育副読本「葦の葉」編
集委員会
同和教育副読本「葦の葉」編
集委員会
大阪市人権教育研究協議会
人権教育読本 にんげん中学生 ＳＴＥＰ ひと・きぼう 実践プラン集
研究部会
歴史教科書 在日コリアンの歴史
明石書店
高校生のための社会科読本 軍都・大津
中島峰夫
高校生のための社会科読本２ 続 軍都・大津
中島峰夫
（社）反差別国際連帯解放研
リリアンス 研究紀要 解放研究しが 第１６号
究所しが

394 ならヒューライツブックス 第８集

396

明治図書
朝日新聞社
明石書店
明石書店
明石書店

03-5818-1171
077-526-1578
077-526-1578
077-521-6781

（財）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
（財）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
（財）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

明石書店

03-5818-1171

大分県人権・同和教育研究
協議会

097-556-1012

東京シューレ出版

03-5360-3770

（株）教育資料出版会

03-5211-7175

（株）教育資料出版会

03-5211-7175

日本放送出版協会
（株）講談社

03-3780-3339
03-5395-3536

（株）教育資料出版会

03-5211-7175

東京シューレ出版

03-5360-3770

406 父からの手紙 再び「癩者」の息子として 林力
407 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
408 出会いを紡いで（全同教講演集）
編：全同教
「つくる会」教科書はこう読む！
409
上杉聡、君島和彦、越田稜、高島伸欣
子ども虐待 今、学校・地域社会は何ができるか
410
山下英三郎、石井小夜子
411 知っていますか？在日外国人と参政権 一問一答 仲原良二
若者に伝えたい 韓国の歴史 共同の歴史認識に向けて
412
李元淳、邸在貞、徐毅植、君島和彦、国分麻里、手塚崇
多様性教育入門 参加型人権教育の展開
413
大阪多様性教育ネットワーク・森実 編著
414 地図で観る 世界の女性 ジョニー・シーガー
415 きみの家にも牛がいる 子森香折
ちょっとやばいんじゃない？ ナショナリズム
416
高橋哲哉、村井吉敬、姜尚中、辛淑玉、内海愛子、李省展
417 歴史教科書 在日コリアンの歴史 作成委員会
ねえ、ぼくのアスペルガー症候群の話、聞いてくれる？
418
ジェード・ウェルトン
419 解説と実践 人権教育のための世界プログラム 平沢安政
420 部落史に学ぶ２ 外川正明
わたし 出会い 発見 ｐａｒｔ６ 集団の中で子どもとつながる・子ども
421
がつながる 森実、新保真紀子
422 アイヌ文化紹介小冊子 ポン カンピソシ １

はなす

423 アイヌ文化紹介小冊子 ポン カンピソシ ２

着る

424 アイヌ文化紹介小冊子 ポン カンピソシ ３

食べる

425 アイヌ文化紹介小冊子 ポン カンピソシ ４

住まい

426 アイヌ文化紹介小冊子 ポン カンピソシ ５

折る

427 アイヌ文化紹介小冊子 ポン カンピソシ ６

口頭文芸

428 アイヌ文化紹介小冊子 ポン カンピソシ ７

芸能

429 アイヌ文化紹介小冊子 ポン カンピソシ ８

民具

430 アイヌ文化紹介小冊子 ポン カンピソシ ９

地名

431 アイヌ文化紹介小冊子 ポン カンピソシ １０ 総集編 ＣＤ
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448

ノーマライゼーションと部落解放 山中多美男
習熟度別授業で学力は育つか 梅原利夫、小寺隆幸
教育較差 較差拡大に立ち向かう 嶺井正也、池田賢市
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
あかり、みんなと一緒 背髄性筋萎縮症の少女、地域の学校で学ぶ
大竹元子 田中茜吏
朝鮮通信史をよみなおす 「鎖国」史観を越えて 仲尾宏
ビデオ 被差別部落の芸能と文化
ビデオ 自立をめざして
ビデオ 日本の国際化と人権
ビデオ 中国侵略 第１部
ビデオ 中国侵略 第２部
ビデオ 中国侵略 第３部
権利としての奨学金制度改善のたたかい ー第１３集ー
ふるさと だいすき 岩根物語
ふるさと だいすき 岩根物語
しらべる戦争遺跡の事典
続 しらべる戦争遺跡の事典

449 在日のオモニはいま
450

全朝教ブックレット③

他文化教育と在日朝鮮人教育Ⅱ 全朝教ブックレット⑧
中島智子・榎井縁・金光子・田渕五十生

株式会社 草風館
解放出版社
（有）オフィスプロシード

03-3262-1601
06-6561-5273
06-6264-1892

明石書店

03-5818-1171

現代書館

03-3221-1321

解放出版社

06-6561-5273

明石書店

03-5818-1171

解放出版社

06-6561-5273

明石書店
解放出版社 エルくらぶ

03-5818-1171
06-6561-5273

解放出版社

06-6561-5273

明石書店

03-5818-1171

明石書店

03-5818-1171

解放出版社
解放出版社

06-6561-5273
06-6561-5273

大阪府人権教育研究協議会 06-6568-1678
北海道立アイヌ民族文化研
究センター
北海道立アイヌ民族文化研
究センター
北海道立アイヌ民族文化研
究センター
北海道立アイヌ民族文化研
究センター
北海道立アイヌ民族文化研
究センター
北海道立アイヌ民族文化研
究センター
北海道立アイヌ民族文化研
究センター
北海道立アイヌ民族文化研
究センター
北海道立アイヌ民族文化研
究センター
北海道立アイヌ民族文化研
究センター
解放出版社
明石書店
現代書館
解放出版社

011-272-8801
011-272-8801
011-272-8801
011-272-8801
011-272-8801
011-272-8801
011-272-8801
011-272-8801
011-272-8801
011-272-8801
06-6561-5273
03-5818-1171
03-3221-1321
06-6561-5273

クリエイツかもがわ

075-661-5741

明石書店
解放出版社
解放出版社
解放出版社
解放出版社
解放出版社
解放出版社

03-5818-1171
06-6561-5273
06-6561-5273
06-6561-5273
06-6561-5273
06-6561-5273
06-6561-5273

教育改善要求大阪実行委員会

湖南市立岩根小学校
湖南市立岩根小学校
柏書房株式会社
柏書房株式会社
全国在日朝鮮人教育研究協
議会
全国在日朝鮮人教育研究協
議会

03-3947-8251
03-3947-8251
075-212-1338
075-212-1338

451 大津市制１００周年記念特別展 家族の一世紀
信楽焼歴史図録 しがらきやきものむかし話
452
伝統の信楽焼・資料集
453 クイズウルトラ 人権 １００問 監修：辛淑王
彦根東高校新聞部による消えた道探し
454
「朝鮮人街道」をゆく 門脇正人
455 近江鈴鹿の鉱山の歴史 中島伸男
１２歳から学ぶ 滋賀県の歴史
456
滋賀県中学校教育研究会社会科部会 編
457 2006年度部落司連続講座 講演録

大津市歴史博物館

077-521-2100

信楽古陶愛好会

「京都の被差別部落と教育」

458
459
460
461
462
463

県史２５ 滋賀県の歴史
近江歴史回廊 湖西湖辺の道
だまってられへん 松村智広
日本民衆文化の原郷 被差別部落の民俗と芸能 沖浦和光
「悪所」の民俗誌 色町・芝居町のトポロジー 沖浦和光
幻の漂白民・サンカ 沖浦和光
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
464
ジェンダー・学び・プロジェクト 編
465 ヒューマンライツ №１９８ 月刊
わたし 出会い 発見 Ｐａｒｔ ３ 人権総合学習プラン集
466
監修 長尾彰夫（大阪教育大学）

解放出版社

06-6561-5273

サンライズ出版

0749-22-0627

サンライズ出版

0749-22-0627

サンライズ出版

0749-22-0627

京都部落問題研究資料セン
ター
山川出版社
サンライズ出版
解放出版社
株式会社 文藝春秋
株式会社 文藝春秋
株式会社 文藝春秋

075-415-1032
03-3293-8131
0749-22-0627
06-6561-5273
03-3265-1211
03-3265-1211
03-3265-1211

解放出版社

06-6561-5273

解放出版社

06-6561-5273

解放出版社

06-6561-5273

467 新保真紀子
468 ハートで挑戦！ 自己解放への道 川口泰司
469 部落史ゆかりの地 宮武利正
470 見なされる差別 ─ なぜ、部落を避けるのか 奥田均
ヒューマンライツベーシック 結婚差別 データで読む現実と課題
471
奥田均
472 絵本 もう一つの日本の歴史 中尾健次・文 西村繁男・絵
IT危機一髪！
473
─掲示板・ブログ・メール・匿名書き込み対応マニュアル─
日英対訳 外国人をサポートするための生活マニュアル 役立つ情報
474
とトラブル解決法 秋本陽子 翻訳
第５９回全国人権・同和教育研究大会記念誌
475
「この地に生きることを誇りとして」

明治図書出版株式会社

03-3946-3152

解放出版社
解放出版社
解放出版社

06-6561-5273
06-6561-5273
06-6561-5273

解放出版社

06-6561-5273

解放出版社
大阪府立学校人権教育研究
会
株式会社スリーエーネット
ワーク
第５９回全同教石川県実行
委員会

06-6561-5273

476 荊冠の志操 西岡智が語る部落解放運動私記

柘植書房新社

03-3818-9270

477

解放出版社

06-6561-5273

479 必修朝鮮語に関わる資料集

同和教育副読本「葦の葉」編
集委員会
東京都立南葛飾高等学校定
03-3691-8476
時制
東京都立荒川商業高等学校
定時制

子どもがつながる学級集団づくり入門 若いせんせいに送るラブレター

西岡智

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
同和教育副読本 葦の葉 ５
478
荒商定の生徒たちの証言集（２００６～２００７年）

480 ２００６年度のまとめ
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495

誠信

水路を拓く
１９９５年～２００７年
東京都部落研・外文研（朝文研）連絡会議
これならわかる韓国・朝鮮の歴史Q&A
これならわかる沖縄の歴史Q&A
ジェンダー・フリーの絵本① こんなのへんかな？
ジェンダー・フリーの絵本② 生きるってすてき
ジェンダー・フリーの絵本③ 働くってたのしい
ジェンダー・フリーの絵本④ 女と男 これまで、これから
ジェンダー・フリーの絵本⑤ いろんな國、いろんな生き方
ジェンダー・フリーの絵本⑥ 学びのガイド
人権の絵本① 自分を大切に
人権の絵本② ちがいを豊かさに
人権の絵本③ それって人権？
人権の絵本④ わたしたちの人権宣言
人権の絵本⑤ タイムトラベル人権号
人権の絵本⑥ 学びの手引き

株式会社 大月書店
株式会社 大月書店
株式会社 大月書店
株式会社 大月書店
株式会社 大月書店
株式会社 大月書店
株式会社 大月書店
株式会社 大月書店
株式会社 大月書店
株式会社 大月書店
株式会社 大月書店
株式会社 大月書店
株式会社 大月書店
株式会社 大月書店

06-6561-2982
03-3292-5751
076-231-2025

03-3813-4651
03-3813-4651
03-3813-4651
03-3813-4651
03-3813-4651
03-3813-4651
03-3813-4651
03-3813-4651
03-3813-4651
03-3813-4651
03-3813-4651
03-3813-4651
03-3813-4651
03-3813-4651

496

IT危機一髪！
─掲示板・ブログ・メール・匿名書き込み対応マニュアル─

大阪府立学校人権教育研究
06-6561-2982
会

497 陶器製手榴弾弾体の考古学的研究

立命館大学２１世紀COE京都
アート・エンタテイメント創成研究

498
499
500
501
502
503
504

株式会社 北水
歴史民俗資料館
解放出版社
韓国民団京都府本部
株式会社 日本評論社
株式会社 明石書店
株式会社 三一書房
部落問題学習ネタつくろう会
大東市人権教育研究協議会
部落問題学習ネタつくろう会
大東市人権教育研究協議会
部落問題学習ネタつくろう会
大東市人権教育研究協議会

03-3264-4604
0561-82-0687
06-6561-5273
075-781-8281
03-3987-8621
03-5818-1171
03-5433-4231

株式会社 太郎次郎社

03-3815-0605

株式会社 太郎次郎社

03-3815-0605

「戦争と性」編集室
憲法９条・メッセージ・プロ
ジェクト

042-559-6941

大阪NPOセンター

06-6460-0268

大阪NPOセンター

06-6460-0268

株式会社 太郎次郎社
株式会社 ぱすてる書房

03-3815-0605
06-6251-3587

家族カウンセリングから学ぶ 人権マインド
瀬戸市歴史民俗資料館 研究紀要 XＩX
おとなの学び 人権研修リーダーのために
みんなで学ぼう 京都と韓国の交流の歴史（１）
憲法が変わっても戦争にならないと思っている人のための本
兵庫のなかの朝鮮 歩いて知る朝鮮と日本の歴史
「母」たちの戦争と平和 源淳子

505 部落問題学習の授業ネタ

～社会科日本史でやってみよう～

506 部落問題学習の授業ネタ

～社会科日本史でやってみよう～

507 部落問題学習の授業ネタ

～社会科日本史でやってみよう～

508

車イスからの宣戦布告
私がしあわせであるために私は政治的になる

509 癒しのセクシー・トリップ

安積遊歩

わたしは車イスの私がすき！ 安積遊歩

510 ねえ、自分を好きになろうよ！
511 戦争と性 第２７号
512 なんで？なんで？ブックレット４

安積遊歩
勇気の源は なんですか

THE BIG ISSUE JAPAN
ビッグイシュー日本版 ４５号
ホームレスの仕事をつくり自立を応援する
THE BIG ISSUE JAPAN
ビッグイシュー日本版 ８１号
514
ホームレスの仕事をつくり自立を応援する
515 女に選ばれる男たち 男社会をかえる 安積遊歩・辛淑玉
516 子どもが集まる掲示板 桝井典子・贄宏恵
513

思春期をむかえる子と向きあう佐世保事件からわたしたちがかんがえたこと

517 岡崎勝 保坂展人
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540

ガラスの玉ねぎ こどもの姿を映し出す１年白組教室通信
岡崎勝
がっこう百科
みんなで楽しむトロプス ーー協働的ゲームーー（１８分２５秒）
岡崎勝
今日も行くがや 体育教師 岡崎勝
他文化・他民族共生教育の原点
ー在日朝鮮人教育から在日外国人教育への歩み
ポーポキ、平和って、なに色？ ロニー・アレキサンダー
同和行政がきちんとわかる Q＆A 奥田均 村井茂
被差別部落の大学卒業者の進路と結婚
竹口等 外川正明 伊藤悦子
大和朝廷を震撼させた 蝦夷・アテルイの戦い 久慈力
どうすれば子どもは書くか ー生活つづり方への指導ステップ
坂田次男
暴力防止の４つの力 ーワークで学ぶ子どものエンパワメント
田上時子・NPO法人女性と子どものエンパワメント関西
ビジュアル部落史 第１巻 身分制社会と被差別民
大阪人権博物館
対話からはじまる人権学習 地域・職場・学校 岡田耕治
「NO」と上手に伝える技術
四百年の長い道 朝鮮出兵の痕跡を訪ねて 尹達世
北海道の名付け親 松浦武四郎
ーアイヌ民族と交流した伊勢人の生涯 語り手 山本命
わたし 出会い 発見 Parｔ ７ 仲間とつながる 社会をつくる 未
来をひらく 子どもとつくるキャリア教育 学習プラン・実践集
子どもたちから大人への伝言
ひとり親家庭で育ったわたしたちの本音
反貧困学習 格差の連鎖を絶つために 大阪府立西成高等学校
靖国神社問題を考える
ー学生のアンケート調査からみえる倒錯した時代状況 源淳子
ホロコースト記念館ガイドブック
戦争と市民 ～湖国から平和へのメッセージ～
クラスメイトは外国人

0774-43-0210

株式会社 ジャパンマシニスト 0465-64-0887
株式会社 ジャパンマシニスト 0465-64-0887
株式会社 ジャパンマシニスト 0465-64-0887
有限会社オゾン

052-935-8738

風媒社

052-331-0008

株式会社 明石書店

03-5818-1171

株式会社 エピック
株式会社 解放出版社
京都部落問題研究資料セン
ター
批評社

078-241-7561
06-6561-5273

株式会社 解放出版社

06-6561-5273

株式会社 解放出版社

06-6561-5273

大阪人権博物館

06-6561-5891

株式会社 解放出版社
株式会社 あさ出版
株式会社 リーブル出版

06-6561-5273
03-3983-3225
088-822-3720

十楽

0598-21-5150

075-415-1032
03-3813-6344

大阪府人権教育研究協議会(東
06-6789-8422
大阪市立意岐部東小学校内)

NPO法人しんぐるまざぁず・
ふぉーらむ・関西
株式会社 解放出版社

06-6561-5273

キング印刷有限会社
大津市歴史博物館
株式会社 明石書店

084-963-5400
077-521-2100
03-5818-1171

541 全国水平社創立大会綱領・宣言・則・決議
542 差別のカラクリ 奥田均
だまってられへん・・・今日の笑いはあすの元気 差別なんかに負けて
543
たまるか！ 松村智広
544 へこたれへん・・・差別はきっとなくせる 松村智広
545 いのちの食べ方 森達也
546 太郎が恋をする頃までには・・・ 栗原美和子

大阪人権博物館
株式会社 解放出版社

06-6561-5891
06-6561-5273

株式会社 解放出版社

06-6561-5273
06-6561-5273
03-3203-5791
03-5411-6211

557 ナチス体制下におけるスィンティとロマの大量虐殺
558 続 しらべる戦争遺跡の事典
559 ヤマト王権と渡来人 大橋信弥・花田勝広

株式会社 解放出版社
株式会社 理論者
株式会社 幻冬舎
（財）奈良 人権・部落解放研
究所
奈良県人権教育研究会
株式会社 解放出版社
株式会社 明石書店
大阪人権博物館
大阪人権博物館
大阪人権博物館
大阪人権博物館
熊本日日新聞社
（財）アイヌ文化振興・研究推
進機構
株式会社 解放出版社
柏書房株式会社
サンライズ出版株式会社

560 牛を屠る

株式会社 解放出版社

06-6561-5273

株式会社 技術評論社

03-3513-6150

株式会社 解放出版社

06-6561-5273

株式会社 社会評論社

03-3814-3861

株式会社 社会評論社

03-3814-3861

滋賀県高島市
株式会社 文芸社
株式会社 ｳｲﾝかもがわ
サンライズ出版株式会社

03-5369-2299
075-432-3455
0749-22-0627

明治図書出版株式会社

03-3946-3152

東京アイヌ史研究会

0552-72-8273

547 「五万日の日延べ」を越えて
548
549
550
551
552
553
554
555

なかま 実践事例集 第３集
部落問題学習の授業ネタ ５歳から１８歳でやってみよう
えほん 日本国憲法 しあわせに生きるための道具
ビジュアル部落史 第２巻 近代日本社会と被差別部落
ビジュアル部落史 第３巻 水平社運動と融和運動
ビジュアル部落史 第４巻 戦後の部落解放運動
ビジュアル部落史 第５巻 被差別民の文化と芸能
ガイドブック 水俣を歩き、ミナマタに学ぶ 改訂版

556 アイヌ語ラジオ講座テキスト Vol.３，４

佐川光晴

561 これからはじめるPoｗerPointの本
562 みんなちがって、つながる・ふかまる

門脇香奈子
障害共生保育への招待

563 教育の中のアイヌ民族（近代日本アイヌ教育史） 竹ヶ原幸朗
近代北海道史をとらえなおす（教育史・アイヌ史からの視座）
564
竹ヶ原幸朗
565 朽木村史 資料編・通史編
566 ガジュマルは抱いて生きる 野口観道
567 滋賀県学徒勤労動員の記録 あの日 銃後も戦場でした 水谷孝信
568 湖国に模擬原爆が落ちた日 滋賀の空襲を追って 水谷孝信
発達障害の子どもとあったかクラスづくりー通常の学級で無理なくでき
569
るユニバーサルデザインー 松久真実・米田和子
東京・ｲﾁｬﾙﾊﾟへの道 明治初期における開拓使のアイヌ教育をめぐって

570 東京アイヌ史研究会
571 近江の文化と伝統 「近江の文化と伝統」編集委員会

572 部落解放・人権研究報告書 ＮＯ１７ 人権教育と道徳教育を考える
ー新潟県高等学校「同和」教育資料 第三集ー
人の世に熱あれ 人間に光あれ
574 これでなっとく！部落の歴史 続・私のﾀﾞｲｶﾞｸ講座 上杉聡
<働く>ときの完全装備 １５歳から学ぶ労働者の権利
575
橋口昌治・肥下彰男・伊田広行
573

かず先生のメルマガ通信

576 松下一世

ー心理学から読み解く子どもの人間関係ー

アンチ「いじめ」大作戦！ ーかけがえのない命の輝きをー
松下一世
578 元気になる会議 ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ・ﾐｰﾃｲﾝｸﾞのすすめ方 ちょんせいこ
579 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
577

<社会科・人権学習教材> (クイズ集） 夜間中学校から考える在日コリアン

580 田辺九二彦
581
582
583
584
585

ドキュメント93 償いきれぬ罪など 48年目の夏に ～池田正枝さんの
証言～ DVD
闇の中の歴史 ～池田正枝さんの証言～ DVD
列島映像、９２ ～池田正枝さんの証言～ DVD
ニュース 提訴元女子挺身隊員 ～池田正枝さんの証言～ DVD
にんげんマップ 車いすの私が好き 安積遊歩 DVD

0742-62-5179
0742-62-5555
06-6561-5273
03-5818-1171
06-6561-5891
06-6561-5891
06-6561-5891
06-6561-5891

06-6561-5273
03-3947-8251
0749-22-0627

「ライズヴィル都賀山」
077-583-7181
社団法人 部落解放・人権研
06-6581-8572
究所
新潟県高等学校教職員組合 025-265-4151
株式会社 解放出版社

06-6581-8542

株式会社 解放出版社

06-6581-8542

明治図書出版株式会社

03-3946-3153

明治図書出版株式会社

03-3946-3153

株式会社 解放出版社
明治図書出版株式会社

06-6581-8542
03-3946-3153

田辺九二彦

0749-85-2832

読売テレビ
富山テレビ
富山テレビ
NHK

586 ETV特集 安積遊歩 DVD
587 朝鮮通信使 DVD
石ころの叫び 韓国ハンセン病回復者と家族の歩んだ道
588
金新芽 著 菊池義弘 訳
宗教に差別のない世界を求めてー浅野温知遺稿集（上・下）－
590
浅野温知
信頼ベースのクラスをつくる
よくわかる学級
591
ファシリテーション①ーかかわりスキル編
ちょんせいこ
592 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
連続大量差別はがき事件ー被害者としての誇りをかけた闘い
593
浦本誉至史
594 元気になる会議 ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ・ﾐｰﾃｲﾝｸﾞのすすめ方 ちょんせいこ
595 人やまちが元気になるファシリテーター入門講座
596 ローカル局のこころ（三重テレビ取材帳） 小川秀幸
調べられた土地 避けられた地域

597 ＤＶＤ
598 どんとこい貧困 湯浅誠
599 貧困襲来 湯浅誠
600 森のようちえん 今村光章

～土地差別調査の根絶に向けて～

601 「差別禁止法」をつくる
602 朝鮮通信使と京都

仲尾宏

603 鄭早苗先生追悼文集
604 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
605 松原三中から始まる物語 ー解放への光を求める教師たち
よくわかる学級ファシリテーション・テキスト ーﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞｹｰｽ会議編ー

606 岩瀬直樹 ちょんせいこ
607 どうしたら生きのびることができるのか 琵琶湖・人・地球
現代の「女人禁制」 性差別の根源を探る
608
「大峰山女人禁制」の解放を求める会
心と体を守るために 子どもの虐待について考えよう
609
子どものための「児童虐待防止」教材/指導書 DVD
610 水平社宣言 レプリカセット
611 河原ノ者・非人・秀吉 服部英雄
612 新しい在留管理制度と在日外国人の人権
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630

NHK
新生出版
真宗大谷派宗務所出版部
株式会社 解放出版社
株式会社 解放出版社
株式会社 解放出版社
株式会社 解放出版社
株式会社 解放出版社
株式会社 風詠社
人権政策確立要求大阪実行
委員会
株式会社 イースト・プレス
山吹書店
株式会社 解放出版社
差別禁止法の制定を求める
市民活動委員会
財団法人世界人権問題研究
センター
社団法人大阪国際理解教育
研究センター
株式会社 解放出版社
株式会社 解放出版社
株式会社 解放出版社

永島鉄雄 白地社

仲尾宏

発達障害チェックシートできました すぎむらなおみ
AEDって 何だろう？ 「AED教育の効果的な普及にかかわる研究班」
マイペースプロジェクト ＪＥＲＲＹＢＥＡＮＳ ＣＤ
担任力をみがく！ 教室発学級づくり実践論 磯野雅治
担任力でひらく！ 教室発学級づくり実践論 磯野雅治
輝 いのちの言葉 臼田輝
子づれシングル ひとり親家族の自立と社会的支援 神原文子
フェミニストカウンセリングの実践 井上摩耶子
アジア・太平洋人権レビュー2011 外国にルーツをもつ子どもたち 思
い・制度・展望 財団法人アジア・太平洋人権情報ｾﾝﾀｰ
子どもを見る眼 先生たちへの応援歌 土田光子
うちは精肉店 本橋成一
担任・教室のお悩み解消 なんでも相談１２ｹ月 土田光子
信頼ベースのクラスをつくる 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
人権ってなに？Q&A 阿久澤麻理子 金子匡良
マリアナ先生の多文化共生レッスン 右田マリアナ春美
子どもたちとつくる 貧困とひとりぼっちのないまち
幸重忠孝・村井琢哉
特定非営利活動法人 山科醍醐こどものひろば ＣＤ
第２版 知っていますか？人権教育 一問一答 森実

株式会社 解放出版社
滋賀県（子ども・青少年局）
水平社博物館
株式会社 山川出版社
社団法人大阪国際理解教育
研究ｾﾝﾀｰ
株式会社 生活書院

株式会社 雲母書房
株式会社 雲母書房
臼田則男
株式会社 明石書店
世界思想社
株式会社 現代人文社
株式会社 解放出版社
社団法人 農村漁村文化協会

解放出版社
解放出版社
解放出版社
明石書店
かもがわ出版
株式会社 解放出版社

631 いのちをいただく 内田美智子 諸江和美
まんが クラスメイトは外国人 入門編 はじめて学ぶ多文化共生
632
「外国につながる子どもたちの物語」編集委員会
633 コンパシート[羅針盤]
634 人権教育のためのコンパス[羅針盤]
635 ﾏﾝｶﾞで考えよう そうなんだ！人権
「出会いを求めて」第8集 ー翻身の営みー 教師や親は子どもとどう
636
向きあったか
637 石川の部落問題教材資料集
638 この子らに民族の心を 大阪の学校文化と民族学級 朴正恵
639 民族まつりの創造と展開 上 論考編
飯田剛史
640 民族まつりの創造と展開 下 資料編
飯田剛史
人権教育実践ブックレット② 多文化共生社会と人権教育 part1 差
641
別の現実に学ぶ外国人教育実践
人権教育実践ブックレット③ 多文化共生社会と人権教育 paｒｔ2 外
642
国人とともに生きる地域・学校づくり
643 ふしぎなともだち たじまゆきひこ
644 気持ちの本 森田ゆり
645 [研究ﾉｰﾄ]滋賀県湖南・甲賀地方の在日コリアン 仲尾宏
646 傍（はた）が楽するから働くと言うんよ
647 反貧困学習ー格差の連鎖を断つために 大阪府西成高等学校
648 人権教育実践ﾌﾞｯｸﾚｯﾄ④ 人権教育と部落問題学習
649 教室はおもちゃばこ２ 子どものもちあじを活かして 沖本和子
650 地域活動ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰになろう

ちょんせいこ

651 しっぱい！とおもったけど トッド・パール
多様性の学級づくり 人権教育アクティビティ集
652
大阪多様性教育ネットワーク・森実
653 人権教育への足跡「人権感覚の醸成」と行政での歩み 中澤勇夫
654 アンネ・フランク さくらももこ 宮原かごめ 大塚信
655 アンネ・フランク展「希望の未来」よくわかるテキスト
656 多様性教育 学習ガイドブック 大阪多様性教育ﾈｯﾄﾜｰｸ編
657 被抑圧者の教育学 パウロ・フレイレ
658 健康で文化的な最低限度の生活１ 柏木ハルコ
659 健康で文化的な最低限度の生活２ 柏木ハルコ
661 「同対審答申」を読む
662 これだけは知っておきたい！外国人相談の基礎知識
663 人権が大事にされる学校づくり

桒原成壽

664
665
666
667

じぶんをいきるためのるーる IPPO.
部落問題学習の授業ネタ 部落問題学習ネタつくろう会
ちょんせいこのホワイトボード・ミーティング ちょんせいこ
ひとを結ぶ 国際理解・多文化共生イラスト集 宮里幸雄
地球市民の人権教育 15歳からのﾚｯｽﾝﾌﾟﾗﾝ
668
肥下彰男・阿久澤麻理子
「いま、どんなきもち？」実践のススメ

伝え、感じ、かかわりあうために

669 沖本和子
670 子どもたちよ！きみに伝える私の戦争 中日新聞編集局編
ソーシャルファームちょっと変わった福祉の現場から
671
NPO法人コミュニティシンクタンク あうるず編
672
673 はじめて色覚にであう本 色って いろいろ
674 ひとあしひとあし前へ この子たちと歩んだ37年 岩崎正芳
はじめてみよう！これからの部落問題学習
675
ひょうご部落解放・人権研究所編

西日本新聞社
株式会社 明石書房
人権教育啓発推進ｾﾝﾀｰ
人権教育啓発推進ｾﾝﾀｰ
人権教育啓発推進ｾﾝﾀｰ
石川県同和教育研究協議会
石川県同和教育研究協議会
有限会社 新幹社

公益社団法人全国人権教育
研究協議会
公益社団法人全国人権教育
研究協議会
くもん出版
童話館出版
長浜教育集会所
株式会社 解放出版社
公社全国人権教育研究協議会

株式会社 解放出版社
社会福祉法人大阪府社会福
祉協議会
株式会社 解放出版社
株式会社 解放出版社
中澤勇夫
株式会社 集英社
ホロコースト記念館
大阪多様性教育ﾈｯﾄﾜｰｸ
株式会社 亜紀書房
株式会社 小学館
株式会社 小学館
株式会社 解放出版社
株式会社 松柏社
(公社)全国人権教育研究協
議会
株式会社 解放出版社
株式会社 解放出版社
株式会社 小学館
株式会社 解放出版社
株式会社 解放出版社
株式会社 解放出版社
中日新聞社
㈱創森社
しきかく学習カラーメイト
株式会社 解放出版社
株式会社 解放出版社

676
677

2017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 編
部落問題学習の授業ネタ２
部落問題学習ネタつくろう会 編
「特別の教科 道徳」って なんだ？ 宮澤弘道・池田賢市 編著
道徳科の「授業革命」人権を基軸に 園田雅春
レイシャルハラスメントQ&A
金明秀
マリオンちゃん 「ﾏﾘｵﾝちゃん」絵本制作ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ
青い目の人形 甲南のメリーさん
人権って なんだろう？
(一財)ｱｼﾞｱ・太平洋人権情報ｾﾝﾀｰ 編

678
679
680
681
682
683
684
685
686 イスラムが効く！ 内藤正典・中田考
687 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 編
688 移民政策とは何か 髙谷幸
排除される若者たち フリーターと不平等の再生産
689
（社）部落解放・人権研究所編
690

株式会社 解放出版社
株式会社 解放出版社
株式会社 現代書館
株式会社 解放出版社
株式会社 解放出版社
彦根市立稲枝北小学校
甲賀文化 輝き
株式会社 解放出版社

㈱ミシマ社
株式会社 解放出版社
人文書院
株式会社 解放出版社

DVD
1
2
3
4
5
6
7
8

最強のふたり
運動靴と赤い金魚
スタンリーのお弁当箱
部落史学習ビデオ Ⅰ 渋染一揆に学ぶ
部落史学習ビデオ Ⅱ 全国水平社の思想と闘いに学ぶ
部落史学習ビデオ Ⅲ 被差別部落の成り立ちに学ぶ
世界の果ての通学路
戦争体験者証言映像 戦争証言
滋賀県平和祈念館

