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「人権」とは
書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

１８歳からの選択
社会に出る前に考えておきたい２０のこと

上木原弘修／著,横尾俊
成／著,後藤寛勝／著

フィルムアート社 2016.6 304ジ

人間共生学への招待　改訂版
島田燁子／編著,小泉博
明／編著

ミネルヴァ書房 2015.4 304ニ

絵で見てわかる人権　新版 岩本一郎／著 八千代出版 2017.5 316.1イ

ヒューマンライツ
人権をめぐる旅へ,香山リカ〈対談集〉

香山リカ／著,マーク・ウィ
ンチェスター／ほか著

ころから 2015.12 316.1カ

人権をめぐる十五講　現代の難問に挑む 辻村みよ子／著 岩波書店 2013.11 316.1ツ

人が人らしく生きるために　 人権について考える
愛知東邦大学地域創造
研究所／編

唯学書房 2013.7 316.1ヒ

人権入門　憲法／人権／マイノリティ　第３版
横藤田誠／著,中坂恵美
子／著

法律文化社 2017.3 316.1ヨ

映画で学ぶ憲法
志田陽子／編,愛敬浩二
／ほか著

法律文化社 2014.4 323エ

憲法とそれぞれの人権　第３版
現代憲法教育研究会／
編

法律文化社 2017.10 323.1ケ

共生社会へのリーガルベース
差別とたたかう現場から

大谷恭子／著 現代書館 2014.3 327.7オ

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／編著,阿久沢
麻理子／編著

解放出版社 2015.10 375チ

人権は国境を越えて 伊藤和子／著 岩波書店 2013.10 Ｔ316イ

ニュースに出てくる国際条約じてん ３　人権
池上彰／監修,こどもくら
ぶ／編

彩流社 2015.3 Ｋ329ニ

誰でもどこでも　男女平等をめざして 江原由美子／監修，出演 神奈川人権センター 2011.4
DWカ
1748

　　 女性の人権
書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

女性と労働
貧困を克服し男女ともに人間らしく豊かに生活するために

日本弁護士連合会第５８回人
権擁護大会シンポジウム第１分
科会実行委員会／編著

旬報社 2017.4 366.3ジ

ジェンダーとわたし　〈違和感〉から社会を読み解く 笹川あゆみ／編著 北樹出版 2017.5 367.1ジ

概説ジェンダーと法　人権論の視点から学ぶ　第２版 辻村みよ子／著 信山社 2016.9 367.1ツ

女性・人権・生きること　過去を知り未来をひらく 天童睦子／著 学文社 2017.5 367.1テ

ジェンダー平等の国際的潮流
国際女性年（１９７５）以降の動きを通して

信田理奈／著 三恵社 2015.4 367.1ノ

近現代の女性史を考える　戦争・家族・売買春 折井美耶子／著 ドメス出版 2015.10 367.21オ

中絶技術とリプロダクティヴ・ライツ
フェミニスト倫理の視点から

塚原久美／著 勁草書房 2014.3 498.2ツ

世界の女性問題 全３巻 関橋真理／著 汐文社 Ｋ367セ

私らしくマイノリティを生きる
女性差別撤廃条約のいま

人権啓発ＤＶＤ制作委員
会／企画・制作

解放出版社 2013.1 
DWカ
1684

マタニティハラスメントから考える職場の人権
自己啓発協会映像事
業部

2015.11
DWジ
1750

子どもの人権
書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

子どもたちにしあわせを運ぶチョコレート。
世界から児童労働をなくす方法

白木朋子／著 合同出版 2015.2 366.3シ

どうなってるんだろう？子どもの法律
一人で悩まないで！

山下敏雅／編著,渡辺雅
之／編著

高文研 2017.4 367.6ド

◇DWで始まる請求記号の資料はDVDです

◇DWで始まる請求記号の資料はDVDです



子どもの権利条約ハンドブック
子どもの力を伸ばす

木附千晶／文,福田雅章
／文,ＤＣＩ日本／監修

自由国民社 2016.2 369.4キ

子どもの権利　次世代につなぐ 喜多明人／著 エイデル研究所 2015.7 369.4キ

子どもの権利ガイドブック　第２版
日本弁護士連合会子ども
の権利委員会／編著

明石書店 2017.6 369.4コ

わたしは１３歳、学校に行けずに花嫁になる。
未来をうばわれる２億人の女の子たち

プラン・ジャパン／著,久
保田恭代／ほか著

合同出版 2014.10 Ｔ367.2ワ

きみが世界を変えるなら　全３巻 石井光太／著 ポプラ社 2016.7 K159イ

　　ＬＧＢＴの人権
書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

みんなのためのＬＧＢＴＩ人権宣言
人は生まれながらにして自由で平等

国連人権高等弁務官事
務所／著,山下梓／訳

合同出版 2016.11 367.9コ

セクシュアリティと法　身体・社会・言説との交錯
谷口洋幸／ほか編,石田
仁／ほか著

法律文化社 2017.10 367.9セ

性のあり方の多様性　一人ひとりのセクシュアリティが
大切にされる社会を目指して

二宮周平／編 日本評論社 2017.8 367.9セ

たたかうＬＧＢＴ＆アート　同性パートナーシップからヘ
イトスピーチまで，人権と表現を考えるために

山田創平／編,樋口貞幸
／編

法律文化社 2016.3 367.9タ

同性婚だれもが自由に結婚する権利
同性婚人権救済弁護団
／編

明石書店 2016.10 367.9ド

現地レポート世界ＬＧＢＴ事情
変わりつつある人権と文化の地政学

フレデリック・マルテル／
著,林はる芽／訳

岩波書店 2016.11 367.9マ

もっと知りたい！話したい！セクシュアルマイノリティ
全3巻

日高庸晴／著,サカイノ
ビー／イラスト

汐文社 T367ヒ

わたしらしく、ＬＧＢＴＱ　全４巻
ロバート・ロディ／ほか著,
ＬＧＢＴ法連合会／監修

大月書店 Ｔ367ロ

ＬＧＢＴＱを知っていますか？
“みんなと違う”は“ヘン”じゃない

日高庸晴／監著,星野慎
二／ほか著

少年写真新聞社 2015.12 Ｔ367.9エ

いろいろな性、いろいろな生きかた　全３巻 渡辺大輔／監修 ポプラ社 2016.4 Ｋ367イ

ＬＧＢＴを知ろう アトリエエム 2016.9
DWア
1791

その他
書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

１９４５年のクリスマス
日本国憲法に「男女平等」を書いた女性の自伝

ベアテ・シロタ・ゴードン／
著,平岡磨紀子／構成・文

朝日新聞出版 2016.6 289.3ゴ

おとなの学び　人権研修リーダーのために
部落解放・人権研究所／
編

部落解放・人権研究
所

2008.3 316.1オ

娘に語る人種差別　新版
タハール・ベン・ジェルー
ン／著,松葉祥一／訳

青土社 2017.3 316.8ベ

モラルハラスメント　あなたを縛る見えない鎖
リサ・アロンソン・フォンテ
ス／著,宮家あゆみ／訳

晶文社 2017.9 361.4フ

結婚差別の社会学 斎藤直子／著 勁草書房 2017.5 361.8サ

判例で理解する職場・学校のセクハラ・パワハラ
実務対策：どんな事案がどう判定されたか

吉川英一郎／編著,大橋
さゆり／ほか著

文真堂 2016.11 366.3ヨ

性犯罪加害者家族のケアと人権
尊厳の回復と個人の幸福を目指して

阿部恭子／編著 現代人文社 2017.10 368.6セ

アジア諸国の女性障害者と複合差別
人権確立の観点から

小林昌之／編 アジア経済研究所 2017.3 369.2ア

アカデミック・ハラスメントの解決
大学の常識を問い直す

北仲千里／著,横山美栄
子／著

寿郎社 2017.8 377.1キ

知里幸恵物語　アイヌの「物語」を命がけで伝えた人 金治直美／著 ＰＨＰ研究所 2016.6 Ｔ289チ

　　　　　　　　　　　　発行：愛知県女性総合センター　情報ライブラリー

◇DWで始まる請求記号の資料はDVDです

●ウィルあいち情報ライブラリー利用案内●

◯貸出 図書：１０冊 視聴覚資料：３点 （１５日以内）

◯利用時間 火～日 ９時～１９時

◯問い合わせ先 （０５２）９６２－２５１０ （名古屋市東区上竪杉町１番地）


