
貸出書籍リスト
書籍名 作者編著監修 出版社

内容 カテゴリー 　

「死」って、なに？　－かんがえよう、命の大切さ－
ローリー・クラスニー・ブラウン
＆マーク・ブラウン/高峰あづさ

文溪堂

死ぬって、どういうこと?どうして人は死ぬの?だいすきな人が、死んでしまったら、どうすればいいの?みなさんの疑問・おそれにすてきな
きょうりゅうファミリーが、おこたえします。

命・性・健康　絵本

赤ちゃんの誕生
ニコル・テイラー/レナルト・ニルソンほか
/上野和子

あすなろ書房

受精から誕生までを最新の撮影技術を駆使して記録した写真絵本。 命・性・健康　絵本

あなたが生まれるまで ジェニファー・デービス/ローラ・コーネル/槙朝子 小学館

あかちゃんがどうやって大きくなるか、そしておかあさんはどのように変わっていくのか、誰もがみんな体験したミラクルストーリー。親子
で楽しむしかけ絵本。

命・性・健康　絵本

いのちのまつり　おかげさま 草場一壽・平安座資尚 サンマーク出版

『時空をこえてつながっている「いのち」は目には見えません。それを支えてくれている「おかげさま」も目には見えません。見えないもの
を感じる力を育まなければ、なぜ「いのち」が大切なのかも感じられないと思うのです』。

命・性・健康　絵本

いのちをいただく 内田美智子・著/諸江和美・絵/佐藤剛史・監修 西日本新聞社

物語は、坂本さんと息子が食肉加工センターの仕事について語り合う場面から、牛の「みいちゃん」を同センターに 運び込んだ女の子
の家族との実話。巻末に、九州大学佐藤剛史助教が農漁業や保育に携わる人たちを取材した現場ルポを収録。

命・性・健康　絵本・物語

生命誕生の瞬間 ジョン・ボネット・ウェクソウ/竹内均 草土文化

『進化の歴史』全１０巻の第１巻。３５億年前、地球上で初めての生命が誕生した。 命・性・健康　図鑑

ぼくがあかちゃんだったとき 浜田桂子 教育画劇

６歳の誕生日、おとうさんが、ぼくがあかちゃんだったときの話をしてくれたよ。心あたたまる絵本。 命・性・健康　絵本

ぼくのいのち 細谷亮太・永井泰子 岩波書店

おばあちゃんのお蔵で見つけた、ぼくの小さな頃の写真。ぼくって、白血病だったんだ－ 命・性・健康　絵本



貸出書籍リスト
書籍名 作者編著監修 出版社

内容 カテゴリー 　

「いのち」を考える授業プラン４８　総合的な学習・道徳・学級活動に最適な教材集 今野喜清・安達昇 小学館

平成10年度の小・中・高生の自殺者が192人と大幅に増え、いのちを大切にする教育の重要性が問われています。本書は「いのちとの
出会い」から「いのちとの別れ」までを学習し、「いのち」とは何かを子どもと共に考える教材集。

命・性・健康　指導書・手引

「生と死の教育」（Death Education)の実践　兵庫・生と死を考える会のカリキュラムを中心に 古田晴彦 清水書院

高校1年生の必修科目「現代社会」の中で、3学期に1学年全7クラスで実施した「生と死の教育」の実践報告を中心とした内容。 命・性・健康　指導書・手引

生命尊重の心をはぐくむ　『いのち』の実感を深める全教育活動　小学校高学年 嶋野道弘・永田繁雄・日置光久 東洋館出版社

「生命尊重の心をはぐくむ教育」は、各教科、道徳、特別活動、及び総合的な学習の時間や学級活動そして家庭・地域との連携でどの
ように指導することができるかについてまとめ、それに関する事例を提示。

命・性・健康　指導書・手引

生命尊重の心をはぐくむ　『いのち』の実感を深める全教育活動　小学校中学年 嶋野道弘・永田繁雄・日置光久 東洋館出版社

「生命尊重の心をはぐくむ教育」は、各教科、道徳、特別活動、及び総合的な学習の時間や学級活動そして家庭・地域との連携でどの
ように指導することができるかについてまとめ、それに関する事例を提示。

命・性・健康　指導書・手引

生命尊重の心をはぐくむ　『いのち』の実感を深める全教育活動　小学校低学年 嶋野道弘・永田繁雄・日置光久 東洋館出版社

「生命尊重の心をはぐくむ教育」は、各教科、道徳、特別活動、及び総合的な学習の時間や学級活動そして家庭・地域との連携でどの
ように指導することができるかについてまとめ、それに関する事例を提示。

命・性・健康　指導書・手引

いのちの教育の理論と実践 近藤卓 金子書房

他者との共有体験を重視する理論と11の実践を紹介。実践に役立つ技法・ワークも収録。 命・性・健康　論文

いのちの教科書　学校と家庭で育てたい生きる基礎力 金森俊朗 角川書店

金森先生は緑豊かな金沢市の小学校で、長年「性と死」の教育をおこなってきました。「仲間とつながりハッピーになる」－人と自然に学
び「輝きの少年期」をつくる金森学級30年の実践から生まれた本物の提言。

命・性・健康　論文

輝け！いのちの授業　末期がんの校長が実践した感動の記録 大瀬敏昭 小学館

教育改革に情熱を燃やした校長が、自らのがんでの死を前に小学生に語った熱い授業 の全記録。NHKテレビで放映された映像もCD-
ROMに収録。絵本の読みきかせから始まり、歴史的な事件を教材で使い子ども自らが考える実 践を積みかさねた。

命・性・健康　論文



貸出書籍リスト
書籍名 作者編著監修 出版社

内容 カテゴリー 　

ゆたかな命のために　ホスピスで出会った生と死 甲斐裕美 偕成社

マニキュアをぬったおばあちゃん、クリスマス会で国定忠治の殺陣を演じるおじいちゃん。ボランティアとしてホスピスを訪れた著者が、
残された時間を精一杯生きる患者たちとの出会いを描き、生きることの本当の意味を考える。

命・性・健康　論文

かまきりっこ 近藤　薫美子 アリス館

ある朝、くさはらにあふれでた、かまきりのこどもたち、219ひき。きらめく命をつたえるために、かれらの旅が、はじまる―。219ひきの物語。 命・性・健康　絵本

いわしくん 菅原　たくや 文化出版局

ぼくは、いわし。日本の海で生まれた。ぼくは泳いだ。ぼくは捕まった。船にのせられ、港に運ばれた。パックにつめられ、並べられ売ら
れた。買われて、焼かれて食べられた。ぼくの肉は、人の体の一部になった。

命・性・健康　絵本

クジラがくれた力 小島 曠太郎 ポプラ社

男たちは生命をかけてクジラと闘い、女たちは力をつくしてクジラを運ぶ。幸せは、いつでもクジラと共にやってくる。海の人と山の人が
補い合う、クジラを中心とした調和の捕れた暮らしを紹介。

命・性・健康　写真集

のにっき 近藤　薫美子 アリス館

晩秋、小動物が死んだ。大地に横たえた体に、どこからともなくハエがとんできて、ツマグロヨコバイがひなたぼっこを始め、クモが毛に
もぐりこみ…。あっ、 という間の出来事でした。自然と季節の循環を子どもにわかりやすく解説。

命・性・健康　絵本

ぶたばあちゃん マーガレット　ワイルド あすなろ書房

ぶたばあちゃんと孫むすめは、ふたりが知っている、いちばんいいやり方で「さよなら」をいいました。生きることと愛すること、あたえる
ことと受け取ること、ぶたばあちゃんの死を通して様々なことを教えてくれる絵本。

命・性・健康　絵本

星空のシロ 井上　夕香 国土社

捨て犬のシロは、つらい体験の後、ようやく幸せを手に入れます。ところが…。生命の大切さを詩情ゆたかにうたう絵本。 命・性・健康　絵本

いのちのまつり―「ヌチヌグスージ」 草場 一寿 サンマーク出版

ぼうやにいのちをくれた人は誰ね~?」「それは…お父さんとお母さん?」「そうだねぇ。いのちをくれた人をご先祖さまと言うんだよ」「ねえ、
おばあさん、ぼくのご先祖さまって何人いるの?」コウちゃんは、指をおって数えてみることにしました。すると…。

命・性・健康　絵本



貸出書籍リスト
書籍名 作者編著監修 出版社

内容 カテゴリー 　

いのちのまつり　つながってる！ 草場 一寿 サンマーク出版

小学生のミズちゃんは、あることから「つながり」の話を聞きます。その夜、夢の中に出てきた驚きの風景。数え切れないほど、つながっ
ていく大切なもの、って何だろうね?

命・性・健康　絵本

いのちのまつり かがやいてる 草場 一寿 サンマーク出版

ぼくは光りかがやくぼくを見ておどろいた。だってそれはぼくがなりたかったぼくだったんだ。そのときぼくねぼくが大好きになった。ずっ
とずっと光りかがやくぼくでいたいってそう思ったんだ。

命・性・健康　絵本

いのちのまつり みらいへ 草場 一寿 サンマーク出版

「ぼくのおじいちゃんは死んじゃった!」いつもいっしょに遊んでいたコウちゃんのおじいちゃんは、春がくるまえに亡くなってしまいました。
ところが、おじいちゃんはてがみを残していたのでした。「だいじな子孫のコウちゃんへ」長い長いてがみに書かれていたこととは?

命・性・健康　絵本

これっていじめ？ タカナヒロシ・山崎猛 ベースボールマガジン社

いま「いじめ」にあってない、やってない、見てない人。苦しい思いをしてる人。どちらの人も、これからはじまるお話を読んでください。
きっと何か気づくこと、あるはずです。

子どもの人権　絵本

いじめ防止６時間プログラム　いじめ加害者を出さない指導 栗原慎二 ほんの森出版

加害者が加害的行動をしなくてすむような教育プログラムを用意し、同時に加害者が受け入れられるような学級風土を形成していくこと
によって、加害行動を止めていく－－いじめは加害者がいなければ起こりません。

子どもの人権　指導書・手引

いじめ防止対策推進法　全条文と解説 坂田　仰 学事出版

いじめ防止対策推進法の制定によって、学校現場には何が求められるのか。学校、教員にはどのような義務が加わるのか。学校設置
者、保護者はど うであろうか。各条文について、その意味するところを学校現場の実情に 合わせて解説。

子どもの人権　指導書・手引

教師のための問題対応フローチャート　不登校・授業・問題行動・虐待・保護者対応のチェックポイント 水野治久・諸富祥彦 図書文化社

教師受難の時代。日々直面するトラブルに，対応を誤らず，抱え込まずに，可帰結する道筋を具体的に示す。「こんな時はこうする」の
積み重ねが教師力ＵＰにつながる。

子どもの人権　指導書・手引

友だちをいじめる子どもの心がわかる本 原田正文 講談社

親も教師も見抜けない「いじめ」の正体とは エスカレートするいじめ。いじめる側の心理が理解できないと解決できない。今、大人がす
べきことは何か? 問題の核心に迫り、対応へのアドバイスも充実の一冊。

子どもの人権　指導書・イラスト本



貸出書籍リスト
書籍名 作者編著監修 出版社

内容 カテゴリー 　

子ども白書２０１３ 日本子どもを守る会 木の泉社

1964年の創刊以来、「児童憲章」の精神に基づき、子どもたちが安心して暮らし、豊かに育ち合っていける社会の実現をめざして刊行し
続けてます。

子どもの人権　論文

THEいじめ指導 堀裕嗣・「THE教師力」編集委員会 明治図書

まず総論を示し、その後、15人の実践者に発達段階に応じた「いじめ指導」の指導事例とその原則について紹介。 子どもの人権　論文

いじめ問題とどう向き合うか 尾木直樹 岩波書店

今日のいじめの特徴や、いじめが深刻化する背景、いじめとは何かといった問題を考察。 子どもの人権　論文

いじめ問題をどう克服するか 尾木直樹 岩波書店

いじめを苦に子どもが自ら命を落とす事件が後を絶たない。いまや社会全体で問題の克服を真剣に考えるべきではないか。子どもの
関係性の変化、集団主義が浸透する教育現場など、今日のいじめの背景を分析。

子どもの人権　論文

いじめ問題を見過ごさない１０のポイント！！ 橋本治 明治図書

最近の事件から「いじめ」と「自殺」は一つの単語のように報道されているが、必ずしも結びつくものではない。「自殺」を未然に防ぐため
に、「危機介入」的な予防についてだ けではなく、長期的な予防教育や教育全体を考えいる。

子どもの人権　論文

尾木ママの「脱いじめ」論　子どもたちを守るために大人に伝えたいこと 尾木直樹 PHP研究所

尾木ママとして人気の教育評論家が、“いじめのサインの見抜き方”“先生への相談の仕方”などを、長年の経験に基づきアドバイス。
いじめをなくすための愛とロマンの解決策を提案。

子どもの人権　論文

子どもの問題いかに解決するか　いじめ、不登校、発達障害、非行　 魚住絹代・岡田尊司 PHP研究所

「いじめ」や「発達障害」に代表される子どもの問題は、ますます難しさを増しつつある。希薄化する人間関係等によって、これまでの経
験則や常識が通用しなくなったのだ。熱意をもって関わるほど状況は悪化していく。

子どもの人権　論文

人はなぜ「いじめ」るのか　その病理とケアを考える
生野照子・山折哲雄・柳美里
・山岡昌之・鈴木眞理

CBR

「こころとからだ」の病気の診療を専門にする三人の医師が他分野との連携を求めて編集。第一部は民俗学者・宗教学者山折 哲雄
氏。第二部は柳美里氏がゲスト。第三部は医師三人が二つの議論 を通して引き出した医療の課題についての鼎談。

子どもの人権　論文



貸出書籍リスト
書籍名 作者編著監修 出版社

内容 カテゴリー 　

不登校は1日３分の働きかけで９９％解決する 森田直樹 リーブル出版

不登校で苦しむ家族の希望の書! 不登校になってしまった原因は追及せず、1日3分の家族の働きかけにより、子どもの心のコップを満
たしていくことで、必ず再登校が実現します。豊富な成功事例が全国で注目の的。

子どもの人権　論文

傷つく人、傷つける人 信田さよ子 集英社

長年カウンセリングの現場で闘ってきた著者が、「傷つく」という言葉をテーマに、もっと健やかな人間関係の築き方を伝えます。 子どもの人権　論文

キツネ マーガレット　ワイルド BL出版

野火で羽を傷めたカササギはイヌに助けられ、生きる希望を見いだす。親友となったイヌとカササギだが、ある日、孤独を抱えたキツネ
が現れる…。カササギの心に起こる動揺…。友情、裏切り、嫉妬、孤独。人間の性ともいえる様々な感情がうずまく。

子どもの人権　絵本

ほんとうのことをいってもいいの？ パトリシア　C　マキサック BL出版

初めてお母さんにうそをついて後悔したリビーは、その日から本当の事だけ言おうと誓いますが、今度は友だちを傷つけてしまい…。正
直に本当のことをいうのはいいこと? わるいこと? 素直な少女の悩みと成長を描いた絵本。

子どもの人権　絵本

きみはきみらしく マックス　ルケード いのちのことば社

相変わらず人のすること言うことが気になってしまうパンチネロ。今度は流行を追うことに熱中する。「わたしはよくよく考えて、ひとりひ
とりをちがうようにつくっているのだよ」というエリの言葉をすっかり忘れ、はやりの「緑の鼻」になって大得意だったのだが…。

子どもの人権　絵本

たいせつなきみ マックス　ルケード いのちのことば社

小人たちの村では、誰もが同じことに夢中。ほめたい人にはお星さまシールを、けなしたい人には、だめじるしシールをはること。だめ
じるしばかりはられたパンチネロは、外出するのもいやに。そんな時、どちらのシールもはられていない不思議な小人ルシアに会う。

子どもの人権　絵本

みんないっしょに ロブ　ルイス 評論社

アンディたちがのったボートがしずんでしまった。湖にうかぶ島にたどりついたみんな。シャーロットは、たきびをたこうといい、クライブ
は、たべものさがしをしようと、アンディは、岸まで泳ごうといいます。自分が思ったことをためしに、みんな、バーニーをおきざりにして
…。

子どもの人権　絵本

くれよんのくろくん なかや　みわ 童心社

クレヨン達は画用紙を見つけて大喜び! チョウチョ、お花…と描いていきます。ところがくろくんは仲間に入れてもらえません。でも…。 子どもの人権　絵本



貸出書籍リスト
書籍名 作者編著監修 出版社

内容 カテゴリー 　

ぼくは、いつでもぼくだった。 いっこく堂 くもん出版

ぼくが、少年時代をすごした沖縄は、まだ、「アメリカ」でした。友達とアメリカ軍の基地にしのびこみ、しかられたこともありました。ぼくは
野球チームに入り、プロ野球選手にな りたい、という夢を、もちました。ところが、ある日、ぼくの身に、思いがけないことが…。

子どもの人権　絵本

多様性の学級づくり　人権教育アクティビティ集 大阪多様性教育セットワーク・森　実 解放出版社

多様性教育の原則をふまえ、個人から出発して社会に働きかける学習活動を、安心と傾聴・わたしとあなた・文化的多様性・バイアスを
見抜く・バイアスに立ち向かうの5章構成で紹介。

人権教育　指導書・手引

地球市民の人権教育　１５歳からのレッスンプラン 肥下彰男・阿久澤麻理子 解放出版社

世界人権宣言や国際人権規約、子どもや女性、障害者、難民などマイノリティの人権にかかわる国際条約をワークシートやカード・資
料ほかを使って、国際基準で学ぶ高校生からの教材集。各条約の詳しい解説と関連コラムも収載。

人権教育　指導書・手引

部落問題学習の授業ネタ　５歳から１８歳でやってみよう 部落問題学習ネタつくろう会 解放出版社

部落問題学習の枠組みや進め方がわかり、小・中学校や高校、また幼稚園などでも使える学習指導案を収録しています。「結婚差別」
「社会科日本史」「絵本」の3本柱で、幅広い年齢層に活用できる指導案集。

人権教育　指導書・手引

カウンセリング・テクニックで高める「教師力」（1巻）学級づくりと授業に生かす 師富祥彦 ぎょうせい

「授業がうまくいき、学級づくりがうまくいくための、具体的なヒント」が満載。対応策とすぐに使えるテクニックがひと目でわかるチャート付き。 人権教育　指導書・手引

カウンセリング・テクニックで高める「教師力」（2巻）気になる子と関わる 師富祥彦 ぎょうせい

「あの子、ちょっと最近元気ないな」「最近、不登校気味だな」「おかしな友だちとつるんでるな」、そんな、「ちょっと気になる子」を見つけ
たとき、教師として、どう関わればいいか、具体的なヒントが満載。対応策とすぐに使えるテクニックがひと目でわかるチャート付き。

人権教育　指導書・手引

カウンセリング・テクニックで高める「教師力」（3巻）特別支援教育に生かせる 師富祥彦 ぎょうせい

「いつも一人でいる子への声かけ」「発達障害のある子の保護者との関わり方」具体的なキーワードと対応策が、チャートでひと目でわかる。 人権教育　指導書・手引

カウンセリング・テクニックで高める「教師力」（4巻）保護者との信頼関係をつくる 師富祥彦 ぎょうせい

「こんなタイプの親がこんなクレームをつけてきたけど、どうすればいいんだろう」、最近の難しい保護者の方々とうまく信頼関係をつくっ
ていくための具体的な方法を提示。対応策とすぐに使えるテクニックがひと目でわかるチャート付き。

人権教育　指導書・手引



貸出書籍リスト
書籍名 作者編著監修 出版社

内容 カテゴリー 　

カウンセリング・テクニックで高める「教師力」（5巻）教師のチーム力を高める 師富祥彦 ぎょうせい

「最近、若い先生が急に増えてしまって、学年での人間関係がいま一つうまくいかないんです」「うちの校長が、なかなかわかってくれな
くて…」、そんなとき、どうすればいいか、具体的なヒントを提示。対応策とすぐに使えるテクニックがひと目でわかるチャート付き。

人権教育　指導書・手引

全国のあいつぐ差別事件　２０１３年版
部落解放・
人権政策確立要求中央実行委員会

おおよそ2012年4月からの一年間に発生、発覚した事例について、主に『解放新聞』の中央版・各地版などから分野別に紹介、解説。 人権全般　年鑑・データ

タンタンタンゴはパパふたり ジャスティン・リチャードソン＆ピーター・パーネル ポット出版

動物園にはいろんな家族がいます。でも、ペンギンのタンゴの一家はそのどれともちがっていました―。本当にあったペンギンの家族のお話。 セクシュアルマイノリティの人権　絵本

LGBT　なんでも聞いてみよう QWRC&徳永桂子 子どもの未来社

「性の多様性」を中心に、中・高生から実際に出た質問に答える形で「性」について考える。 セクシュアルマイノリティの人権　指導書・手引

折り鶴の子どもたち　原爆症とたたかった佐々木禎子と級友たち 那須正幹 PHP研究所

昭和30年、12歳の少女、佐々木禎子は原爆による白血病で世を去った。級友たちは彼女の霊をなぐさめ、平和への願いをこめて「原爆
の子の像」を建設しようとする。

戦争・平和　論文

六人の男たち　なぜ戦争をするのか？ デビッド マッキー 偕成社

絵本の主人公6人の男たち。彼らははみな、自分たちが平和に暮らすことが出来る土地を求めていました。それなのに、何故か戦争に
なってしまいます。平和を求めてやまないのに何故争いになってしまうのかという問いに迫った絵本。…

戦争・平和　絵本

せかいでいちばんつよい国 デビッド マッキー 光村教育図書

せかいじゅうの人びとをしあわせにするためにせかいじゅうをせいふくした、ある大きな国のだいとうりょうのおはなし。 戦争・平和　絵本

も～ぉ～うしです！ うしのえほんをつくる会／とく　はるあき・絵 エルくらぶ

牛は、鳴き声以外すてるところがありません。子どもたちに自由な発想をしてほしいと文字を使わず絵だけを描いてます。 同和問題　絵本

部落解放・人権政策確
立要求中央実行委員会



貸出書籍リスト
書籍名 作者編著監修 出版社

内容 カテゴリー 　

焼き肉を食べる前に。絵本作家がお肉の職人たちを訪ねた 中川洋典 エルくらぶ

屠場で働く人の気持ちを知っていますか？ 生きた動物の肉体が職人たちの手で食べ物になっていく。「普通の仕事」、職人たちは言っ
た。お肉の職人たちを訪ね、丁寧にインタビューしていった絵本。

同和問題　児童書

きみの家にも牛がいる 小森香折・文　中川洋典・絵　 エルくらぶ

牛は、人が食べるために屠畜される。でも、食べるだけじゃない。意外なものまで牛を材料に作られ、私たちの生活を支えている。どの
ように屠畜・解体され、どんなものに加工されるかを表した絵本。

同和問題　絵本・物語

知っていますか？部落問題一問一答　 奥田均 解放出版社

「今でも部落差別はあるの?」「部落はいつごろ、なぜできたの?」「私には関係ないのでは?」など、よく聞かれる23の問いにわかりやすく
答えた入門書。

同和問題　指導書・手引

「部落問題学習」の考え方・すすめ方　小・中・高でどうとりくむか 東上高志 部落問題研究所

部落問題についての正しい理解を学校教育のなかでどう進めるかを、小・中・高の社会科を専攻する教師たちが集い、3年間にわたっ
て追求し、実践のなかで検証した指導の手引き。

同和問題　指導書・手引

これでなっとく！部落の歴史　続・私のダイガク講座 上杉　聰 解放出版社

好評の前近代部落史『これでわかった！　部落の歴史』の続編。近現代の新しい部落史を大学での講義をもとに部落問題と人権問題
との関係も視野に入れて新たに執筆。多くの史料・図表・写真を使っての具体的でわかりやすい入門書。

同和問題　指導書・手引

問い直す「部落」観　〔日本の賤民の歴史と世界〕 小松克己 緑風出版

日本の賎民(被差別民)の形成・成立・確立・解体を日本の歴史の展開のなかに問い直している。「近代日本社会でどのようにして、社
会問題としての 部落問題が成立したのか」を考察し、「日本の近代化のどこに問題があったのか」を論じている。

同和問題　指導書・手引

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 解放出版社

続々とすすむ部落史研究｡教育や啓発の場での部落史学習も､いま転換をせまられている｡｢教科書が変わった｡｣｢これからどう教えれ
ば?｣……｡ これからの部落史学習の進めかたと新しい視点をしめす､画期的な学習プログラム。

同和問題　指導書・手引

部落史に学ぶ２　歴史と出会い未来を語る多様な学習プラン 外川正明 解放出版社

前編の続編として、部落史学習の改善の視点と社会認識を育てるための学習を提起し、メインの章で中世から近世、近・現代の各時
代において差別をとらえるための三つの視点をふまえた多様な学習プランを提案。

同和問題　指導書・手引



貸出書籍リスト
書籍名 作者編著監修 出版社

内容 カテゴリー 　

かくれスポット大阪 吉村智博 解放出版社

文献資料だけではなく、絵図による「地理的位置関係や空間的な把握」で“差別問題”を考える。 同和問題　単行本・論文・データ

河内の被差別部落　八尾座の歴史 森田康夫・辻村輝彦 解放出版社

八尾座は河内のなかでも中央部にあった被差別部落でした。このような地域に生きる人々の、汗と涙の歩みを調査し記録にまとめた本。 同和問題　論文

部落・差別の歴史 藤沢靖介 解放出版社

雑誌『部落解放』に連載されたものに加筆・修正を加えた単行本。 同和問題　論文


