
【一般書】

書名 著者名 請求記号

絵で見てわかる人権 　岩本　一郎∥著 ３１６　イ

人権の世界地図 　Andrew　Fagan∥著 ３１６　フ

身の回りから人権を考える８０のヒント 　武部　康広∥著 ３１６．１　タ

地図とデータで見る人権の世界ハンドブック
　カトリーヌ　ヴィトール　ド
ヴァンダン∥編

３１６．１　チ

ふるさとって呼んでもいいですか 　ナディ∥著 ３３４　ナ

外国人労働者・移民・難民ってだれのこと？ 　内藤　正典∥著 ３３４　ナ

ＬＧＢＴＱの働き方をケアする本 　宮川　直己∥著 ３３６．４　ミ

差別はたいてい悪意のない人がする 　キム　ジヘ∥著 ３６１．８　キ

マイノリティ問題から考える社会学・入門 　西原　和久∥編 ３６１．８　マ

大丈夫、働けます。 　成澤　俊輔∥著 ３６６　ナ

「ＬＧＢＴ」差別禁止の法制度って何だろう？ 　ＬＧＢＴ法連合会∥編 ３６７　エ

オレは絶対にワタシじゃない 　遠藤　まめた∥著 ３６７　エ

高校生ワーキングプア 　ＮＨＫスペシャル取材班∥著 ３６７　コ

東京貧困女子。 　中村　淳彦∥著 ３６７　ナ

夢をあきらめないで 　三土　明笑∥著 ３６７　ミ

「ちがい」がある子とその親の物語　１
　　　　　　　　　ろう、低身長症、ダウン症の場合

　アンドリュー　ソロモン∥著 ３６７．３　ソ　１

「ちがい」がある子とその親の物語　２
　　　自閉症、統合失調症、重度障がい、神童の場合

　アンドリュー　ソロモン∥著 ３６７．３　ソ　２

夜を彷徨（さまよ）う 　琉球新報取材班∥著 ３６７．６　ヨ

ＬＧＢＴのひろば　ゲイの出会い編 　城戸　健太郎∥編 ３６７．９　エ

誰も置き去りにしない社会へ 　平松　知子∥著 ３６８　ダ

コロナ禍、貧困の記録 　雨宮　処凛∥著 ３６８．２　ア

コロナ貧困 　藤田　孝典∥著 ３６８．２　フ

女性ホームレスとして生きる 　丸山　里美∥著 ３６８．２　マ

シリア難民 　パトリック　キングズレー∥著 ３６９　キ

子どもの人権をまもるために 　木村　草太∥編 ３６９　コ

子どもの権利ガイドブック
　日本弁護士連合会子どもの権利委
員会∥編著

３６９　コ

子どもの貧困と食格差 　阿部　彩∥編著 ３６９　コ

健太さんはなぜ死んだか 　斎藤　貴男∥著 ３６９　サ

世界中の子どもの権利をまもる３０の方法 　国際子ども権利センター∥編 ３６９　セ

世界の難民をたすける３０の方法 　滝澤　三郎∥編著 ３６９　タ

難民を知るための基礎知識 　滝澤　三郎∥編著 ３６９　ナ
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ロヒンギャ問題とは何か 　日下部　尚徳∥編著 ３６９　ロ

私たちはふつうに老いることができない 　児玉　真美∥著 ３６９．２　コ

だって、生まれたんだもん 　西田　江里∥著 ３６９．２　ニ

ぼくはロヒンギャ難民。 　小峯　茂嗣∥著 ３６９．３　コ

ＬＧＢＴＱ＋の児童・生徒・学生への支援 　葛西　真記子∥編著 ３７１　カ

超えてみようよ！境界線 　村山　哲也∥著 ３７２　ム

選べなかった命 　河合　香織∥著 ４９５　カ

虹色のチョーク 　小松　成美∥著 ５８９　コ

ダウン症の書家　金澤翔子の一人暮らし 　金澤　泰子∥著 ７２８　カ

私の人生を変えた顔 　井伏　香保里∥著 ９１６　イ

わたしのおうち 　伊藤　暢彦∥著 ９１６　イ

　ろうの両親から生まれたぼくが聴こえる世界と聴こ
えない世界を行き来して考えた３０のこと

　五十嵐　大∥著 ９１６　イ

ママは身長１００ｃｍ 　伊是名　夏子∥著 ９１６　イ

この顔と生きるということ 　岩井　建樹∥著 ９１６　イ

ちんちんのないお父さん 　川崎　和真∥著 ９１６　カ

元女子、現男子。 　木本　奏太∥著 ９１６　キ

元女子高生、パパになる 　杉山　文野∥著 ９１６　ス

顔ニモマケズ 　水野　敬也∥著 ９１６　ミ

男装女子と女装男子が結婚しました。 　やまだ　あがる∥著 ９１６　ヤ

「欠陥だらけの子ども」と言われて 　サンドラ　シュルツ∥著 ９４６　シ

弟は僕のヒーロー 　ジャコモ　マッツァリオール∥著 ９７６　マ

【児童書】

書名 著者名 請求記号

独裁政治とは？ 　プランテルグループ∥文 ３００　ア

民主主義は誰のもの？ 　プランテルグループ∥文 ３００　ア

女と男のちがいって？ 　プランテルグループ∥文 ３００　ア

社会格差はどこから？ 　プランテルグループ∥文 ３００　ア

未来のハッピースクール計画！ 　井上　林子∥作 ３００　オ

すし屋のすてきな春原さん 　戸森　しるこ∥作 ３００　オ

明日香さんは負けない 　福田　隆浩∥作 ３００　オ

この指とどけ 　村上　しいこ∥作 ３００　オ

シオンの花言葉 　濱野　京子∥作 ３００　オ

みんなはアイスをなめている 　安田　夏菜∥作 ３００　オ
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走れトラック、ねがいをのせて！ 　森埜　こみち∥作 ３００　オ

ふつうに生きるって何？ 　井手　英策∥著 ３６０　イ

考えよう！子どもの貧困 　中嶋　哲彦∥監修 ３６０　タ

よくわかるＬＧＢＴ 　藤井　ひろみ∥監修 ３６０　タ

障がい者の仕事場を見に行く　１，３，４ 　
３６６　シ
　　　　　1，3，4

みんなのチャンス 　石井　光太∥著 ３６７　イ

みんなえがおになれますように 　うい∥作 ３６７　ウ

ＬＧＢＴなんでも聞いてみよう 　ＱＷＲＣ∥著 ３６７　エ

１０代の不安・悩みにこたえる「性」の本 　染矢　明日香∥監修 ３６７　ジ

セクシュアルマイノリティってなに？ 　日高　庸晴∥監修 ３６７　セ

世界じゅうの女の子のための日 　ジェシカ　ハンフリーズ∥文 ３６７　ハ

読んでみない？からだのこと。 　明橋　大二∥監修 ３６７　ヨ

シリーズ・貧困を考える　１～３ 　稲葉　茂勝∥著 ３６８　イ　1～3

新しい心のバリアフリーずかん 　中野　泰志∥監修 ３６９　ア

　「お手伝いしましょうか？」うれしかった、そのひ
とこと

　高橋　うらら∥文 ３６９　タ

発見！体験！工夫がいっぱい！ユニバーサルデザイン 　川内　美彦∥監修 ３６９　ハ

ひとりでがんばらない！ 　藤田　孝典∥著 ３６９　フ

故郷の味は海をこえて 　安田　菜津紀∥著　写真 ３６９　ヤ

チェンジ！ 　越智　貴雄∥著 ７８０　オ

凸凹ぼしものがたり 　あんびる　やすこ∥作　絵 Ｅ１　ア

わたしのせいじゃない 　レイフ　クリスチャンソン∥文 Ｅ１　ス

わたしはあかねこ 　サトシン∥作 Ｅ１　ニ

はやくはやくっていわないで 　益田　ミリ∥作 Ｅ１　ヒ

ぼく 　谷川　俊太郎∥作 Ｅ１　ヤ

スープとあめだま 　ブレイディみかこ∥作 Ｅ１　ヤ

マララとイクバル 　ジャネット　ウィンター∥さく Ｅ２　ウ

マララのまほうのえんぴつ 　マララ　ユスフザイ∥作 Ｅ２　ケ

みんなとおなじくできないよ 　湯浅　正太∥作 Ｅ３　イ

すごいね！みんなの通学路 　ローズマリー　マカーニー∥文 Ｅ３　ス

ぼくは川のように話す 　ジョーダン　スコット∥文 Ｅ３　ス

ぼくは、チューズデー
　ルイス　カルロス　モンタルバン
∥文

Ｅ３　デ

はじめにきいてね、こちょこちょモンキー！ 　ジュリエット　クレア　ベル∥作 Ｅ３　ト

せかいでさいしょにズボンをはいた女の子 　キース　ネグレー∥作 Ｅ３　ネ

そらをとびたかったペンギン 　申　ももこ∥作 Ｅ３　ハ

もうどう犬べぇべ 　セアまり∥文 Ｅ３　ヒ
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かた足のサリちゃん 　くまがい　さおり∥文 Ｅ３　フ

１１１本の木 　リナ　シン∥文 Ｅ３　フ

ぼく、アーサー 　井上　こみち∥文 Ｅ３　ホ

おにいちゃんとぼく 　ローレンス　シメル∥文 Ｅ３　マ

バスが来ましたよ 　由美村　嬉々∥文 Ｅ３　マ

なんみんってよばないで。 　ケイト　ミルナー∥さく Ｅ３　ミ

ともだち 　くすのき　しげのり∥作 Ｅ３　ヨ

イクバル 　キアーラ　ロッサーニ∥文 Ｅ３　ラ

みずをくむプリンセス 　スーザン　ヴァーデ∥文 Ｅ３　レ

みんなとちがうきみだけど 　ジャクリーン　ウッドソン∥作 Ｅ３　ロ

ちっちゃなサリーはみていたよ 　ジャスティン　ロバーツ∥ぶん Ｅ３　ロ

ライオンになるには 　エド　ヴィアー∥さく Ｅ９　ウ゛

フンころがさず 　大塚　健太∥作 Ｅ９　タ

すきなことにがてなこと 　新井　洋行∥作 Ｅ９　ダ

まざっちゃおう！ 　アリー　チャン∥作　絵 Ｅ９　チ

ぼく、ひつじじゃなくてぶたなんだ 　ピム　ラマース∥ぶん Ｅ９　プ

みえるとかみえないとか 　ヨシタケ　シンスケ∥さく Ｅ９　ヨ

わたしのかぞくみんなのかぞく 　サラ　オレアリー∥さく Ｅ９　レ

きみはたいせつ 　クリスチャン　ロビンソン∥作 Ｅ９　ロ
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