
番号 ＤＶＤ名 制作 出版社 品目 テーマ 出版年月日
9399 はとよひろしまの空を 東映株式会社 東映株式会社 ＤＶＤ 平和教育 1999
9863 企業活動に人権的視点を②（字幕入り） 人権教育啓発推進センター 人権教育啓発推進センター ＤＶＤ 人権問題 2019
9864 障害のある人と人権（字幕入り） 人権教育啓発推進センター 人権教育啓発推進センター ＤＶＤ 障がい者問題 2019

9865 みんなで考えるＬＧＢＴｓ①（字幕入り） サン・エディケーショナル サン・エディケーショナル ＤＶＤ
性的指向・
性自認に関
する人権

2018

9866 コール＆レスポンス　（字幕入り） 東映株式会社 東映株式会社 ＤＶＤ 人権問題 2017
9867 ネット差別を許すな！（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
9868 アニメーション名作シリーズ　第1巻 いのちへの讃歌 東映株式会社 東映株式会社 ＤＶＤ いじめ　患者 2019

9869 みんなで考えるＬＧＢＴｓ②（字幕入り） サン・エディケーショナル サン・エディケーショナル ＤＶＤ
性的指向・
性自認に関
する人権

2018

9870 みんなで考えるＬＧＢＴｓ③（字幕入り） サン・エディケーショナル サン・エディケーショナル ＤＶＤ
性的指向・
性自認に関
する人権

2018

9871 お互いを活かし合うための人権シリーズ①　多様性入門 東映株式会社 東映株式会社 ＤＶＤ 企業の人権問題 2019
9872 高齢者福祉における職業倫理② 田中とも江 シルバーチャンネル ＤＶＤ 高齢者虐待 2018

番号 図書名 著者 出版社 品目 出版年月日
31948 みらいをひらく 三重県教育委員会 三重県教育委員会 図書 2019
31974 父さんはどうしてヒトラーに投票したの? Daeninckx Didier 解放出版社 図書 2019
31975 部落解放論の最前線 : 多角的な視点からの展開 朝治武 解放出版社 図書 2018
31976 担任力がそだつ : 教室発学級づくり実践論 総集編 磯野雅治 解放出版社 図書 2018
31977 部落差別解消推進法を学ぶ 奥田均 解放出版社 図書 2019
31978 スマホ廃人 石川結貴 文藝春秋 図書 2017
31979 スマホが学力を破壊する 川島隆太 集英社 図書 2018
31980 認知症の人の心の中はどうなっているのか? 佐藤真一 光文社 図書 2018
31981 多様性のレッスン : 車いすに乗るピアカウンセラー母娘が答える47のQ&A 安積遊歩 ミツイパブリッシング 図書 2019
31982 ぼくの素晴らしい人生 1～5巻 愛本みずほ 講談社 図書 2017
31987 多文化共生と人権 : 諸外国の「移民」と日本の「外国人」 近藤敦 明石書店 図書 2019
31988 人間に光あれ : 差別なき社会をめざして 中山武敏 花伝社 図書 2019
31989 歌は分断を越えて : 在日コリアン二世のソプラノ歌手・金桂仙 坪井兵輔 新泉社 図書 2019
31990 はじめて学ぶLGBT基礎からトレンドまで : スッキリわかる! 石田仁 ナツメ社 図書 2019
31991 けっこんしようよ 新沢としひこ 岩崎書店 図書 1990
31992 中国嫁日記 井上純一 エンターブレイン 図書 2012
31993 日本人の知らない日本語 海野凪子 メディアファクトリー 図書 2018/10/25
31994 ペコロスの母に会いに行く 岡野雄一 西日本新聞社 図書 2019
31995 健康で文化的な最低限度の生活　7～8巻 柏木ハルコ 小学館 図書 2018
31999 ママは身長100cm 伊是名夏子 ディスカヴァー・トゥエンティワン 図書 2019
32000 おばちゃん介護道 : 独身・還暦作家、91歳母を看る 山口恵以子 大和出版 図書 2018
32001 なぜ女性管理職は少ないのか : 女性の昇進を妨げる要因を考える 大沢真知子 青弓社 図書 2019
32002 東京貧困女子。 : 彼女たちはなぜ躓いたのか 中村淳彦 東洋経済新報社 図書 2019
32003 その子の「普通」は普通じゃない : 貧困の連鎖を断ち切るために 富井真紀 ポプラ社 図書 2019
32004 生きづらさを抱えるきみへ : 逃げ道はいくらでもある 朝日新聞社 ベストセラーズ 図書 2019

新着図書・ＤＶＤリスト（2019/4/1～2020/3/31）



32005 82年生まれ、キム・ジヨン チョナムジュ 筑摩書房 図書 2018
32006 こころ揺らす : 自らのアイヌと出会い、生きていく 北海道新聞社 北海道新聞社 図書 2018
32007 救いの森 小林由香 角川春樹事務所 図書 2019
32008 もしすべてのことに意味があるなら : がんがわたしに教えてくれたこと 鈴木美穂 ダイヤモンド社 図書 2019
32009 虐待・親にもケアを : 生きる力をとりもどすMY TREEプログラム 森田ゆり 築地書館 図書 2018
32010 外国人労働者・移民・難民ってだれのこと? 内藤正典 集英社 図書 2019
32011 スマホゲーム依存症 = SMARTPHONE GAME ADDICTION 樋口進 内外出版社 図書 2018
32012 人権ってなんだろう? アジア太平洋人権情報センター 解放出版社 図書 2018
32013 みんなたいせつ : 世界人権宣言の絵本 東菜奈 岩崎書店 図書 2018
32014 キラッキラの君になるために : ビリギャル真実の物語 小林さやか マガジンハウス 図書 2019
32015 親の「死体」と生きる若者たち 山田孝明 青林堂 図書 2019
32016 サンタのおばさん 東野圭吾 文藝春秋 図書 2001
32017 こぶたものがたり : チェルノブイリから福島へ 中澤晶子 岩崎書店 図書 2016
32018 かがやけ!虹の架け橋 : 3.11大津波で3人の子どもを失った夫妻の物語 漆原智良 アリス館 図書 2019
32019 夜廻り猫　1 深谷かほる 講談社 図書 2019
32020 ふたりママの家で パトリシア・ポラッコ サウザンブックス社 図書 2018
32028 ネット右翼とは何か 樋口直人 青弓社 図書 2019
32038 逆説の日本史　1～3巻 井沢元彦 小学館 図書 1998
32041 あっかんべェ一休　上～下巻 坂口尚 講談社 図書 1998
32043 沖縄修学旅行 新崎盛暉 高文研 図書 1999
32044 ブッダ　1～12巻 手塚治虫 潮出版社 図書 1992
32056 アドルフに告ぐ　1～4巻 手塚治虫 文芸春秋 図書 1986/7/30
32069 第39回全国中学生人権作文コンテスト入賞作文集 法務省人権擁護局 法務省人権擁護局 図書 2020/2/3
32070 第39回全国中学生人権作文コンテスト三重県大会入賞作文集 津地方法務局 津地方法務局 図書 2020/2/1
32096 格差と不平等を乗り越える教育事始 外川正明 解放出版社 図書 2019/7/10
32107 人権教育サポートガイドブック 三重県教育委員会 三重県教育委員会 図書 2020/3/1
32095 こども六法 山崎聡一郎 弘文堂 図書 2019/8/30
32097 ロヒンギャ難民100万人の衝撃 中坪央暁 めこん 図書 2019/8/25
32098 じいじが迷子になっちゃった 城戸久枝 偕成社 図書 2019/8/1
32099 ケーキの切れない非行少年たち 宮口幸治 新潮社 図書 2019/7/20
32100 つながりの作法 綾屋紗月 NHK出版 図書 2010/12/10
32102 真のダイバーシティをめざして ダイアン・J・グッドマン 上智大学出版 図書 2017/3/1
32103 あさドラ！1～2巻 浦沢直樹 小学館 図書 2019/4/3
32105 あなたはちっともわるくない 安藤由紀 復刊ドットコム 図書 2019/4/25
32101 戸籍と無戸籍 遠藤正敬 人文書院 図書 2017/5/10
32106 ころべばいいのに ヨシタケシンスケ ブロンズ新社 図書 2019/6/25

ヒューマンライツ №373～384 部落解放・人権研究所 解放出版社 図書
部落解放 772号～787 解放出版社 解放出版社 図書
部落解放研究 第210号～211号 部落解放・人権研究所 解放出版社 図書
人権と部落問題 №922～933 （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　2019.2.16～2020.1.15 （株）ＮＣＬ （株）ＮＣＬ 図書
げんき　№173～177 新開英二 エイデル研究所 図書
架橋 41号～42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

31943 奈良県同和問題関係史料第十九集 奈良県立同和問題関係史料ｾﾝﾀ奈ー良県教育委員会 図書 2019/3/20
31944 研究紀要　第二十三号 奈良県立同和問題関係史料ｾﾝﾀ奈ー良県教育委員会 図書 2019/3/20
31951 研究紀要 二十輯 研究推進委員会 兵庫県人権啓発協会 図書 2019/3/1
31952 水平社博物館研究紀要 第二十一号 駒井忠之 水平社博物館 図書 2019/3/31
31973 研究紀要 第24号 (財)世界人権問題研究センター 財団法人世界人権問題 図書 2019/7/1


