
新着図書・ＤＶＤリスト（2021/4/1～2022/3/31）
番号 ＤＶＤ名 制作 出版社 品目 テーマ 出版年月日

9883 虹の向こうには 三重テレビ放送 三重テレビ放送 ＤＶＤ 人権問題（ハンセン病） 2019
9884 私たち一人ひとりができること（字幕入り） 東映株式会社 東映株式会社 DVD 人権問題（コロナ差別） 2021
9885 アゲハがとんだ 東映株式会社 東映株式会社 DVD 平和学習 2019
9886 ヒロシマの記憶 株式会社中国放送 株式会社日映映像 ＤＶＤ 平和学習 2005
9887 長崎の記憶 株式会社長崎放送 株式会社日映映像 ＤＶＤ 平和学習 2009
9888 橋のない川 ガレリア・西友 株式会社シグロ ＤＶＤ 同和問題（水平社運動） 1992
9889 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
9890 12年後の決断　～吉岡綾～（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 2022/11/21

9891
靴下の穴から未来が見えた　～江嶋修作　川口泰司　坂田かお
り・愛梨・瑠梨　（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 2022/11/21

9892
靴下の穴から未来が見えた　～江嶋修作　川口泰司　坂田かお
り・愛梨・瑠梨（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 2022/11/21

番号 図書名 著者 出版社 品目 出版年月日
32256 にほんでいきる 毎日新聞取材班 明石書店 図書 2020
32257 無意識のバイアス ジェニファー・エバーハート 明石書店 図書 2020
32258 グーチョキパーのうた 趙博 解放出版社 図書 2021
32260 訴えたらむしろ負ける　ハラスメント図鑑 こじらじ 大和書房 図書 2020
32261 武漢日記 方方 河出書房新社 図書 2020
32262 女の子はどう生きるか 上野千鶴子 岩波書店 図書 2021
32263 カカムラド ガフワラ 双葉社 図書 2020
32264 学校行かなきゃいけないの 雨宮処凛 河出書房新社 図書 2021
32265 被差別部落認識の歴史 黒川みどり 岩波書店 図書 2021
32266 ちくちくとふわふわ なないろ ちこらブックス 図書 2019
32267 アフリカ出身サコ学長日本を語る ウスビ・サコ 朝日新聞出版 図書 2020
32268 二平方メートルの世界で 前田海音 小学館 図書 2021
32269 災害からの命の守り方 森松明希子 文芸社 図書 2021
32270 西成で生きる 花田庚彦 彩図社 図書 2021
32271 新たなマイノリティの誕生 ジャスティン・ゲスト 弘文堂 図書 2019
32272 ヤングケアラーわたしの語り 澁谷智子 生活書院 図書 2020
32273 ぼくは性別モラトリアム からたちはじめ 幻冬舎 図書 2020
32274 男の子になりたかった女の子になりたかった女の子 松田青子 中央公論新社 図書 2021
32275 ほとんど憲法　上 木村草太 河出書房新社 図書 2020
32276 ほとんど憲法　下 木村草太 河出書房新社 図書 2020
32277 石の肺 佐伯一麦 岩波書店 図書 2020
32278 認知症の9大法則と1原則 杉山孝博 法研 図書 2017/7/28
32279 訴歌 阿部正子 皓星社 図書 2021/4/26
32280 ルポ　思想としての朝鮮籍 中村一成 岩波書店 図書 2017/1/12
32281 グッド・モーニング・トゥ・ユー！ 公文和子 いのちのことば社 図書 2021/7/1
32282 沖縄戦の子どもたち 川満彰 吉川弘文館 図書 2021/6/1
32283 他者を感じる社会学 好井裕明 ちくまプリマー新書 図書 2020/11/10
32284 ルポ「命の選別」誰が弱者を切り捨てるのか？ 千葉紀和 文芸春秋 図書 2020/11/30
32285 新型コロナウイルス　ナースたちの現場レポート 日本看護協会出版会編集部 日本看護協会出版会 図書 2021/3/10
32286 まめつぶこぞうパトゥフェ 宇野和美 BL出版 図書 2018/10/20
32287 女ふたり暮らしています キム・ハナ ＣＣＣメディアハウス 図書 2021



32293 天使の正体 金澤泰子 かまくら春秋社 図書 2012/3/14
32307 歌と映像で読み解くブラックライヴズマター 藤田正 シンコーミュージックエンタテイメント図書 2020/12/16
32312 自立生活楽し 佐々木和子 解放出版社 図書 2021/5/20
32313 ホワイトフラジリティ ロビン・ディアンジェロ 明石書店 図書 2021/6/5
32314 世界を動かす変革の力 アリシア・ガーザ 明石書店 図書 2021/1/20
32315 アドボガシーってなに 栄留里美 解放出版社 図書 2021/4/15
32316 ひきこもり白書2021 一般社団法人ひきこもりＵＸ会議 一般社団法人ひきこもりＵＸ会議 図書 2021/6/30
32321 差別はたいてい悪意のない人がする キム・ジヘ 大月書店 図書 2022/1/31
32326 キャラメル色のわたし シャロン・Ｍ・ドレイパー すずき出版 図書 2020/8/28
32327 あいつゲイだって 松岡宗嗣 柏書房 図書 2021/12/10
32328 性の教育　ユニバーサルデザイン 小栗正幸 金剛出版 図書 2021/2/10
32329 うつモンスターがやってきた エルドムート・フォン・モッシュ ラグーナ出版 図書 2021/4/27
32330 もやる言葉、ヤバイ人 アルテイシア 大和書房 図書 2021/7/1
32335 こころのナース夜野さん3 水谷緑 小学館 図書 2021/2/17
32336 こころのナース夜野さん4 水谷緑 小学館 図書 2021/10/17
32337 ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー2 ブレイディみかこ 新潮社 図書 2021/9/15
32338 くうちゃんいってらっしゃい まえがわかえで 白順社 図書 2021/12/24
32339 世界一やさしい依存症入門 松本俊彦 河出書房新社 図書 2021/8/30
32340 コロナ禍の東京を駆ける 稲葉剛 岩波書店 図書 2020/11/26
32341 ＡＬＬＹになりたい 小島あゆみ かもがわ出版 図書 2021/9/24
32343 車いすの横に立つ人 荒井裕樹 青土社 図書 2020/7/22
32344 まとまらない言葉を生きる 荒井裕樹 柏書房 図書 2021/5/25
32345 多文化共創社会への33の提言 川村千鶴子 都政新報社 図書 2021/5/8
32346 非モテからはじめる男性学 西井開 集英社新書 図書 2021/7/21
32347 あのときも「こうあるべき」がしんどかった パレットーク シンコーミュージックエンタテイメント図書 2021/12/7
32348 モラニゲ 榎本まみ 飛鳥新社 図書 2021/4/3
32349 こども六法ＮＥＸＴ　おとなを動かす悩み相談クエスト 山崎聡一郎 小学館 図書 2021/4/19
32350 多様な社会はなぜ難しいか 日本経済新聞出版 図書 2021/4/23
32351 学びの本質を解きほぐす 池田賢市 新泉社 図書 2021/4/14
32352 他者の靴を履く ブレイディみかこ 文芸春秋 図書 2021/6/30

ヒューマンライツ №397～408 部落解放・人権研究所 解放出版社 図書
部落解放 805号～819号 解放出版社 解放出版社 図書
部落解放研究 第214号～215号 部落解放・人権研究所 解放出版社 図書
人権と部落問題 №946～957 （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　2021.2.16～2022.1.15 （株）ＮＣＬ （株）ＮＣＬ 図書
げんき　№185～189 新開英二 エイデル研究所 図書
架橋 45号46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

32229 水平社博物館研究紀要 第二十三号 駒井忠之 水平社博物館 図書 2021/3/31
32233 研究紀要 二十二輯 研究推進委員会 兵庫県人権啓発協会 図書 2021/3/1
32242 研究紀要 第26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 2022/7/21
32259 全国のあいつぐ差別事件　2020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 2020
32300 ＬＵＣＩＦＥＲ ルシファー　24 水平社博物館 水平社博物館 図書 2021/10/31


