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No. 書名 編著者 出版社 出版年 ISBN/ISSN

1
アサーション・トレーニング : 自分も相手も大切にす
る自己表現

平木典子編集 至文堂 2008 9784784302680

2 「慰安婦」問題と女性の人権 : 未来を見すえて
「慰安婦」問題と女性の人
権を考える会編

かもがわ出版 2009 9784780303100

3 非暴力を学ぼう 中川喜代子著 解放出版社 2008 9784759223415

4 テキストブック現代の人権 川人博編著 日本評論社 2009 9784535517257

5 人権入門 : 憲法/人権/マイノリティ 横藤田誠, 中坂恵美子著 法律文化社 2008 9784589030986

6 人権の再問 市野川容孝編 法律文化社 2011 9784589032911

7 人権ってなに?Q&A
阿久澤麻理子, 金子匡良
著

解放出版社 2006 4759283617

8 人権をどう教えるのか : 「人権」の共通理解と実践
アジア・太平洋人権情報セ
ンター(ヒューライツ大阪)

編
現代人文社 2007 9784877983383

9 人権で世界を変える30の方法 ヒューマンライツ・ナウ編 合同出版 2009 9784772604376

10 国際人権法と国際人道法の交錯
アジア・太平洋人権情報セ
ンター (ヒューライツ大阪)

編
現代人文社 2005 4877982582

11
コンパシート〔羅針盤〕 : 子どもを対象とする人権教
育総合マニュアル

ヨーロッパ評議会企画 ; 福
田弘訳

人権教育啓発推進セン
ター

2009 9784904400005

12 これからの人権保障 : 高野眞澄先生退職記念 松本健男 [ほか] 編 有信堂高文社 2007 9784842010595

13 グローバル化と社会的「弱者」 日本平和学会編 早稲田大学出版部 2006 4657069233

14 加害者家族 鈴木伸元著 幻冬舎 2010 9784344981942

15 犯罪被害の体験をこえて : 生きる意味の再発見
ハワード・ゼア編著 ; 西村
邦雄訳

現代人文社 2006 4877983031

16
知らずに他人を傷つける人たち : モラル・ハラスメン
トという「大人のいじめ」

香山リカ著 ベストセラーズ 2007 9784584121351

17
ステレオタイプとは何か : 「固定観念」から「世界を
理解する"説明力"」へ

クレイグ・マクガーティ, ビ
ンセント・Y・イゼルビット,

ラッセル・スピアーズ編著
明石書店 2007 9784750325002

18 セクハラ・パワハラの常識・非常識
戸田綾美, 周藤由美子, 志
自岐亜都子著

労働大学出版センター 2007

19
ジェンダー平等と多文化共生 : 複合差別を超えて :

東北大学グローバルCOEプログラム「グローバル時
代の男女共同参画と多文化共生」

辻村みよ子, 大沢真理編 東北大学出版会 2010

20
ジェンダー・フリー・トラブル : バッシング現象を検証
する

木村涼子編 白澤社 2005 4768479154

21
マイノリティ女性の視点を政策に!社会に! : 女性差
別撤廃委員会審査を通して

IMADR-JCマイノリティ女
性に対する複合差別プロ
ジェクトチーム編集

反差別国際運動日本委員
会

2003 4759264876

22
知っていますか?ドメスティック・バイオレンス一問一
答

日本DV防止・情報セン
ター編著

解放出版社 2008 9784759282733

23
知っていますか?セクシュアル・ハラスメント一問一
答

養父知美, 牟田和恵著 解放出版社 2008 9784759282740

24 立ち上がりつながるマイノリティ女性
北海道ウタリ協会札幌支
部他編

反差別国際運動日本委員
会

2007 9784759264715

25 ジェンダーと教育
天野正子 [ほか] 編集委員
; 斎藤美奈子編集協力 ;

天野正子解説
岩波書店 2009 9784000281430
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26
愛は傷つけない : DV・モラハラ・熟年離婚--自立に
向けてのガイドブック

ノーラ・コーリ著 梨の木舎 2008 9784816608032

27
いつか愛せる : DV(ドメスティック・バイオレンス)共
依存からの回復

あさみまな著 朱鳥社 2010 9784434149757

28
アメリカ女性のシングルライフ : メディアでたどる偏
見の100年史

ベッツィ・イズリアル著 ; 長
尾絵衣子, 柳沢圭子, 家本
清美訳

明石書店 2004 4750319678

29
自分を守る力を育てる : セーフティーンの暴力防止
プログラム

アニタ・ロバーツ著 金子書房 2006 4760826076

30
がまんしないで、性的な不快感 : セクハラと性別に
よる差別

ビクトリア・ショー著 ; 小形
恵訳

大月書店 2008 9784272405480

31
イラスト版10歳からの性教育 : 子どもとマスターする
51の性のしくみと命のだいじ

"人間と性"教育研究所著 ;

高柳美知子編
合同出版 2008 9784772604086

32
聞きたい知りたい性的マイノリティ : つながりあえる
社会のために

杉山貴士編 日本機関紙出版センター 2008 9784889008517

33 子どもと親と性と生 安達倭雅子著 東京シューレ出版 2007 9784903192086

34
性教育のあり方、展望 : 日本と世界、つながりひろ
がる

人間と性教育研究協議会
編

大月書店 2006 4272405616

35 性教育のネットワークQ&A : 性の自立・健康・人権
人間と性教育研究協議会
編

大月書店 2006 4272405624

36 子どもの性教育Q&A : 幼児から小学校高学年まで 北沢杏子著 ; 今井弓子絵 アーニ出版 2005 4870011492

37
10代の性の悩みQ&A : 小学校高学年から中学生ま
で

北沢杏子著 アーニ出版 2005 4870011506

38 思春期の性衝動 : 男の子の性を考える 日本性教育協会編 日本性教育協会 2008

39 性のこと、わが子と話せますか? 村瀬幸浩著 集英社 2007 9784087204049

40 性の“幸せ"ガイド : 若者たちのリアルストーリー 関口久志著 エイデル研究所 2009 9784871684583

41 思春期のからだとこころ 岩瀬佳代子, 中村道彦著 金子書房 2007 9784760826117

42 現代の貧困 : ワーキングプア/ホームレス/生活保護 岩田正美著 筑摩書房 2007 9784480063625

43
世界中から人身売買がなくならないのはなぜ? : 子
どもからおとなまで売り買いされているという真実

小島優, 原由利子著 合同出版 2010 9784772604277

44 子どもの人権をまもる知識とQ&A 山田由紀子著 法学書院 2007 9784587211677

45 子ども支援学研究の視座 安部芳絵著 学文社 2010 9784762020643

46 子どもの権利 : 日韓共同研究 喜多明人 [ほか] 編 日本評論社 2009 9784535562820

47 国際関係のなかの子ども
初瀬龍平, 松田哲, 戸田真
紀子編著

御茶の水書房 2009 9784275008237

48
「社会的弱者」の支援にむけて : 地域における権利
擁護実践講座

福島大学権利擁護システ
ム研究所編著 ; 新村繁文
[ほか] 編集委員

明石書店 2010 9784750332949

49
ジェンダーで考える教育の現在(いま) : フェミニズム
教育学をめざして

木村涼子, 古久保さくら編
著

部落解放・人権研究所 2008 9784759267204

50 教育とジェンダー形成 : 葛藤・錯綜/主体性 望月重信 [ほか] 編著 ハーベスト社 2005 4938551810
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51 大人が知らないネットいじめの真実 渡辺真由子著 ミネルヴァ書房 2008 9784623052264

52
友だちをいじめる子どもの心がわかる本 : 不思議な
「心」のメカニズムが一目でわかる

原田正文監修 講談社 2008 9784062789554

53
「いのちの授業」をもう一度 : がんと向き合い、いの
ちを語り続けて

山田泉著 高文研 2007 9784874983843

54
楽しく学ぶメディアリテラシー授業 : ネット・ケータイ、
ゲーム、テレビとの正しいつきあい方

藤川大祐, 塩田真吾編著 学事出版 2008 9784761916114

55
暴力防止の4つの力 : ワークで学ぶ子どものエンパ
ワメント

田上時子編著 : 女性と子
どものエンパワメント関西
編著

解放出版社 2008 9784759267181

56
助産師が伝えるいのちの教育 : すべての子どもに
「生きる力」を

鈴木せい子編著 メディカ出版 2008 9784840421850

57 家庭科再発見 : 気づきから学びがはじまる
堀内かおる編著 ; 望月一
枝, 西岡正江, 濱崎タマエ
共著

開隆堂 2006 4304020625

58
ジェンダー/セクシュアリティの教育を創る : バッシン
グを超える知の経験

浅井春夫 [ほか] 著 明石書店 2006 4750323047

59
死に関する準備教育 : 自分と家族について考える
学習プログラム

大曲美佐子, 長井ゆかり
共著

家政教育社 2008 9784760603718

60
キャンパスセクハラ : そのとき、学内で何が起きたの
か : 裁判例から見たセクハラの姿(キャンパス編)

君嶋護男著 ; 女性労働協
会編集

女性労働協会 2010 9784990123673

61
性問題行動のある知的障害者のための16ステップ :

「フットプリント」心理教育ワークブック
クリシャン・ハンセン, ティ
モシー・カーン著

明石書店 2009 9784750329376

62 性教育裁判 : 七生養護学校事件が残したもの 児玉勇二著 岩波書店 2009 9784000094658

63
「しょうがい」のある思春期・青年期の子どもたちと
「性 (セクシュアリティ)」 : おとなになりゆく自分を育
む

木全和巳著 かもがわ出版 2011 9784780304169

64 変化する時代の社会教育 伊藤俊夫編 全日本社会教育連合会 2007 9784793701313

65 薬害C型肝炎女たちの闘い : 国が屈服した日
岩沢倫彦, フジテレビ調査
報道班著

小学館 2008 9784094082562

66
エイズ教育のこれから : 竜平から子どもたちに伝え
たいこと

川田竜平著 日本標準 2006 4820802755

67 知っていますか?AIDSと人権一問一答 屋鋪恭一, 鮎川葉子著 解放出版社 2005 4759282637

68
外国籍住民との共生にむけて : NGOからの政策提
言

移住労働者と連帯する全
国ネットワーク編著

移住労働者と連帯する全
国ネットワーク

2006 4877982833

69
ニッポンに生きる : 在日外国人は今 = Lives in

Japan
共同通信社取材班著 現代人文社 2011 9784877984786

70
移民政策へのアプローチ : ライフサイクルと多文化
共生

川村千鶴子, 近藤敦, 中本
博皓編著

明石書店 2009 9784750329994

71 多文化多世代交差世界における市民意識の形成 渡辺秀樹, 有末賢編 慶應義塾大学出版会 2008 9784766414646

72
どこへ行く!?介護難民 : フィリピン人介護士にケアを
受けるということ

稲葉敬子著 ぺりかん社 2008 9784831512130

73 地域から描くこれからの開発教育
山西優二, 上條直美, 近藤
牧子編

新評論 2008 9784794807625

74
海外で育つ子どもの心理と教育 : 異文化適応と発
達の支援

栗原祐司, 森真佐子著 金子書房 2006 4760823301

75 人権と共生の保育 曽和信一著 阿吽社 2007 9784900590854
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76
多文化に生きる子どもたち : 乳幼児期からの異文化
間教育

山田千明編著 明石書店 2006 4750323675

77
多文化子育て : 海外の園生活・幼児教育と日本の
現状 : 違いを認め、大事にしたい

山岡テイ著 学研 [2007] 9784054036048

78 多文化保育論 萩原元昭著 学文社 2008 9784762018527

79 こんな絵本に出会いたい : 自分らしく生きるには 木村民子著 フェミックス 2006 4750506176

80 日本の男性の心理学 : もう1つのジェンダー問題 柏木惠子, 高橋惠子編 有斐閣 2008 9784641173477

81 すべての子どもたちのために 小宮山洋子著 八月書館 2006 4938140543

82
地域から変える女性たちが変える : 男女共同参画
社会をめざして

市川房枝記念会出版部編
集

市川房枝記念会出版部 2009 9784901045117

83 ジェンダーと法 辻村みよ子著 不磨書房 2005 4797291141

84
憲法とジェンダー : 男女共同参画と多文化共生への
展望

辻村みよ子著 有斐閣 2009 9784641130692

85
女性の自立とエンパワーメント : 学際的研究をふま
えて

神谷治美 [ほか] 共著 ミネルヴァ書房 2005 462304341X

86
男女平等参画社会へ : 女性のエンパワメントと自治
体

建石真公子編 公人社 2009 9784861620553

87 現代日本の社会意識 : 家族・子ども・ジェンダー 渡辺秀樹編 慶應義塾大学出版会 2005 4766411404

88
「ジェンダー」の危機を超える! : 徹底討論!バックラッ
シュ

若桑みどり [ほか] 編著 青弓社 2006 4787232622

89 ジェンダー史を学ぶ 長野ひろ子著 吉川弘文館 2006 4642079696

90
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

ジェンダー・学び・プロジェ
クト編

部落解放・人権研究所 2006 4759267077

91 ジェンダーと人権 : 歴史と理論から学ぶ 辻村みよ子著 日本評論社 2008 9784535515833

92 女性差別撤廃条約と日本 山下泰子著 尚学社 2010 9784860310769

93
異なっていられる社会を : 女性学/ジェンダー研究の
視座

金井淑子著 明石書店 2008 9784750327242

94 男と女の倫理学 : よく生きるための共生学入門 篠原駿一郎, 浅田淳一編 ナカニシヤ出版 2005 4888489378

95 大人になる前のジェンダー論
浅野富美枝, 池谷寿夫, 細
谷実, 八幡悦子編著

はるか書房 2010 9784434143601

96
「男女共同参画」が問いかけるもの : 現代日本社会
とジェンダー・ポリティクス

伊藤公雄著 インパクト出版会 2009 9784755401954

97 ジェンダー・家族・女性 乙部由子著 三恵社 2007 9784883615223

98
「変わってしまった女」と「変わりたくない男」 : 男女
共同参画ノート

三浦清一郎著 学文社 2009 9784762019494

99
戦後日本女性政策史 : 戦後民主化政策から男女共
同参画社会基本法まで

神崎智子著 明石書店 2009 9784750329963

100 家族とこころ : ジェンダーの視点から
浅川千尋, 千原雅代, 石飛
和彦著

世界思想社 2009 9784790713920
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