
◆これもそうなの？　いろいろな人権
書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

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 304ニ

絵で見てわかる人権　新版 岩本一郎／著 八千代出版 2017 316.1イ

ヒューマンライツ　人権をめぐる旅へ
香山リカ／著,マーク・ウィ
ンチェスター／ほか著

ころから 2015 316.1カ

カナダ人権史　多文化共生社会はこうして築かれた
ドミニク・クレマン／著,細
川道久／訳

明石書店 2018 316.1ク

「国家を超える」とは　民族・ジェンダー・宗教
黒木雅子／編,李恩子／
編

新幹社 2016 316.1コ

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 316.1ヨ

「外国人の人権」の社会学
外国人へのまなざしと偽装査証、少年非行、LGBT、そしてヘイト

丹野清人／著 吉田書店 2018 316.8タ

「ヘイト」の時代のアメリカ史　人種・民族・国籍を考える
兼子歩／編,貴堂嘉之／
編

彩流社 2017 316.8ヘ

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 316.8ベ

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 323エ

比較憲法　第3版 辻村みよ子／著 岩波書店 2018 323ツ

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 323.1ケ

憲法改正論の焦点　平和・人権・家族を考える 辻村みよ子／著 法律文化社 2018 323.1ツ

18歳から考える家族と法 二宮周平／著 法律文化社 2018 324.6ニ

フォト・ドキュメンタリー人間の尊厳
いま、この世界の片隅で

林典子／著 岩波書店 2014 360.4ハ

偏見や差別はなぜ起こる?
心理メカニズムの解明と現象の分析

北村英哉／編,唐沢穣／
編

ちとせプレス 2018 361.4ヘ

結婚差別の社会学 齋藤直子／著 勁草書房 2017 361.8サ

排除と差別の社会学　新版 好井裕明／編 有斐閣 2016 361.8ハ

被差別マイノリティのいま
差別禁止法制定を求める当事者の声

部落解放・人権研究所／
編

解放出版社 2017 361.8ヒ

キャバ嬢なめんな。　夜の世界・暴力とハラスメントの現場 布施えり子／著 現代書館 2018 366.6フ

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 368.6セ

少しだけ「政治」を考えよう!　若者が変える社会
フェリス女学院大学シティズン
シップ教育グループ／編著,島
村輝／ほか編著

松柏社 2018 371.6ス

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,阿久澤
麻理子／編著

解放出版社 2015 375チ

アメリカ マイノリティの輝き 
AMERICA:The Pride of Diverse Minorities

鎌田遵／著 論創社 2017 L748カ

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 T289チ

人権は国境を越えて  伊藤和子／著 岩波書店 2013 T316イ

池上彰さんと学ぶ12歳からの政治
１　いちばん身近な憲法・人権の話

池上彰／監修 学研プラス 2017 K312イ

国際化の時代に生きるためのQ&A
１　移民や難民ってだれのこと?

マイケル・ローゼン／ほ
か著,小島亜佳莉／訳

創元社 2018 K316コ

ウィルあいち情報ライブラリー資料リスト　2018.12

身近にあります、人権の問題



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 K329ニ

家庭の中の権利　夫と妻と子どもの権利
エマ・ホートン／著,ペ
ニー・クラーク／著

ほるぷ出版 1999 K367ホ

麦ばあの島　全４巻
古林海月／作・画,蘭由岐
子／監修

すいれん舎 2017 Cフ

◆これもそうなの？　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 366.3ジ

男女平等は進化したか
女共同参画基本計画の策定、施策の監視から

鹿嶋敬／著 新曜社 2017 367.1カ

国連・女性・NGO　Part2　世界を変えるのは、あなた
国連NGO国内女性委員
会／編

パド・ウィメンズ・オ
フィス

2017 367.1コ

ビジュアル版　女性の権利宣言
シェーヌ出版社／編,遠藤
ゆかり／訳

創元社 2018 367.1ジ

女性学入門　ジェンダーで社会と人生を考える　改訂版 杉本貴代栄／編著 ミネルヴァ書房 2018 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 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 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 367.1ノ

個人的なことと政治的なこと
ジェンダーとアイデンティティの力学

井川ちとせ／編著,中山
徹／編著

彩流社 2017 367.2コ

学んで活かそう女性の権利
女性差別撤廃条約の新展開　改訂３版

国際女性の地位協会／
編

国際女性の地位協会 2016 D367.2マ

セックスワーク・スタディーズ
当事者視点で考える性と労働

SWASH／編 日本評論社 2018 367.9セ

キルギスの誘拐結婚 林典子／写真・文
日経ナショナルジオ
グラフィック社

2014 385.4ハ

男女平等はどこまで進んだか
女性差別撤廃条約から考える

山下泰子／ほか監修,国
際女性の地位協会／編

岩波書店 2018 T367ダ

990円のジーンズがつくられるのはなぜ?
ファストファッションの工場で起こっていること

長田華子／著 合同出版 2016 T589.2ナ

<調べ学習>激動20世紀の真実と21世紀への課題
２　女性の権利

ケイ・ステアマン／著,野
宮薫／訳

星の環会 2000 K360シ

世界の女性問題　全３巻 関橋眞理／著 汐文社 K367セ

◆これもそうなの？　いろいろなハラスメント
書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

モラル・ハラスメント　職場におけるみえない暴力
マリー=フランス・イルゴイエ
ンヌ／著,大和田敢太／訳

白水社 2017 336.4イ

弁護士は見た!職場の労働トラブル
藤池尚恵／著,澤田由美
子／特別協力

日本経済新聞出版社 2016 366.1フ

パワーハラスメント　第2版
岡田康子／著,稲尾和泉
／著

日本経済新聞出版社 2018 366.3オ

職場のハラスメント　なぜ起こり、どう対処すべきか 大和田敢太／著 中央公論新社 2018 366.3オ

判例から読み解く職場のハラスメント実務対応Q&A
マタハラ セクハラ パワハラ

小笠原六川国際総合法
律事務所／著

清文社 2016 366.3オ

マタハラ問題 小酒部さやか／著 筑摩書房 2016 366.3オ

セクハラ・パワハラ読本　職場のハラスメントを防ぐ
君嶋護男／著,北浦正行
／著

日本生産性本部生産
性労働情報センター

2015 366.3キ

裁判例や通達から読み解くマタニティ・ハラスメント
決定版

町田悠生子／編著,小山博
章／編,西頭英明／ほか著

労働開発研究会 2018 366.3サ

すぐに役立つ図解とQ&Aでわかるセクハラ・パワハ
ラ・マタハラをめぐる法律とトラブル解決法１３０

加藤知美／監修 三修社 2016 366.3ス

社長、その一言がパワハラです!小さな会社のハラス
メント対策

戸谷一彦／著 セルバ出版 2017 366.3ト



職場のハラスメント　適正な対応と実務　第2版 中井智子／著 労務行政 2018 366.3ナ

上司の「いじり」が許せない 中野円佳／著 講談社 2018 366.3ナ

ハラスメントの事件対応の手引き
内容証明・訴状・告訴状ほか文例

第二東京弁護士会両性の
平等に関する委員会／編

日本加除出版 2016 366.3ハ

ハラスメント時代の管理職におくる職場の新常識 樋口ユミ／著 朝日新聞出版 2017 366.3ヒ

予防・解決職場のパワハラセクハラメンタルヘルス
マタハラ・SOGIハラ・LGBT 雇用上の責任と防止措置義務・被害
対応と対処法　第3版

水谷英夫／著 日本加除出版 2018 366.3ミ

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

文眞堂 2016 366.3ヨ

キャンパスハラスメント対策ハンドブック　改訂2版 飛翔法律事務所／編 経済産業調査会 2018 377.1キ

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 377.1キ

◆これもそうなの？　ＬＧＢＴＱの人権
書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

職場のLGBT読本
「ありのままの自分」で働ける環境を目指して

柳沢正和／著,村木真紀
／著,後藤純一／著

実務教育出版 2015 336.4シ

LGBTsの法律問題Q&A
大阪弁護士会人権擁護委員会
性的指向と性自認に関するプ
ロジェクトチーム／著

弁護士会館ブックセ
ンター出版部LABO

2016 367.9オ

LGBT法律相談対応ガイド
東京弁護士会LGBT法務
研究部／編著

第一法規 2017 367.9エ

「LGBT」差別禁止の法制度って何だろう?
地方自治体から始まる先進的取り組み

LGBT法連合会／編 かもがわ出版 2016 367.9エ

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

連人権高等弁務官事務
所／著,山下梓／訳

合同出版 2016 367.9コ

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 367.9セ

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 367.9セ

セクシュアル・マイノリティの法律相談
LGBTを含む多様な性的指向・性自認の法的問題

東京弁護士会性の平等に関す
る委員会セクシュアル・マイノリ
ティプロジェクトチーム／編著

ぎょうせい 2016 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 367.9タ

同性パートナーシップ制度
世界の動向・日本の自治体における導入の実際と展望

棚村政行／編著,中川重
徳／編著

日本加除出版 2016 367.9ド

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 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 367.9マ

LGBTなんでも聞いてみよう
中・高生が知りたいホントのところ

QWRC／著,徳永桂子／
著

子どもの未来社 2016 T367ク

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,上
田勢子／訳,LGBT法連合会
／監修

大月書店 2017 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 T367.9エ

国際化の時代に生きるためのQ&A
２　ジェンダーってなんのこと?

ジュノ・ドーソン／著,岡本
早織／訳

創元社 2018 K316コ

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 K367イ

セクシュアルマイノリティってなに?
日高庸晴／監修,中山成
子／絵

少年写真新聞社 2017 K367セ

「ふつう」ってなんだ?　LGBTについて知る本 ReBit／監修 学研プラス 2018 K367フ

性の多様性ってなんだろう? 渡辺大輔／著 平凡社 2018 T367ワ

レインボーフラッグ誕生物語
セクシュアルマイノリティの政治家ハーヴェイ・ミルク

ロブ・サンダース／作,ス
ティーブン・サレルノ／絵

汐文社 2018 Eサ



◆これもそうなの？　子どもの人権
書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

ひとり戸籍の幼児問題とマイノリティの人権に関する
研究

稲垣陽子／著 公人の友社 2018 324.8イ

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 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 367.6ド

封じ込められた子ども、その心を聴く
性同一性障害の生徒に向き合う

中塚幹也／著 ふくろう出版 2017 367.9ナ

外国人の子ども白書
権利・貧困・教育・文化・国籍と共生の視点から

荒牧重人／編,榎井縁／
編,江原裕美／ほか編

明石書店 2017 369.4ガ

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 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 369.4キ

子どもの人権をまもるために
木村草太／編,内田良／
[ほか]著

晶文社 2018 369.4コ

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 369.4コ

子どもの権利アジアと日本
荒牧重人／編,喜多明人
／編,森田明美／編

三省堂 2013 369.4コ

学校と人権
宿谷晃弘／編著,河合正
雄／[ほか]共著

成文堂 2011 375.2ガ

わたし8歳、カカオ畑で働きつづけて。
児童労働者とよばれる2億1800万人の子どもたち

岩附由香／著,白木朋子
／著,水寄僚子／著

合同出版 2007 T366.3イ

わたし8歳、職業、家事使用人。
世界の児童労働者1億5200万人の1人

日下部尚徳／著 合同出版 2018 T366.3ク

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 T367.2ワ

差別と人権　差別される子どもたち
アムネスティ・インターナ
ショナル日本／編著

絵本塾出版 2013 T367.6サ

きみが世界を変えるなら　全３巻 石井光太／著 ポプラ社 2016 K159イ

ふたり★おなじ星のうえで
谷川俊太郎／文,谷本美加
／写真,塚本やすし／絵

東京書籍 2007 K302タ

ビジュアル版　子どもの権利宣言
シェーヌ出版社／編,遠藤
ゆかり／訳

創元社 2018 K369コ

◇映像資料
タイトル 制作 制作年

マタニティハラスメント　女性が安心して働ける職場環境に アトリエエム（製作） 2016

ＬＧＢＴを知ろう アトリエエム（製作） 2016

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

2013

誰でもどこでも　男女平等をめざして
神奈川人権センター（発
行）

2011

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（企画・製作）

[2015]

はやわかりハラスメント対策
セクハラ・マタハラ防止最前線

２１世紀職業財団／企
画・制作

［2017］ DWニ1804

DWア1790

DWア1791

DWカ1684

DWカ1748

DWジ1750

請求記号

●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）

※利用カードの申し込みには、名前・住所等の記載がある身分証明書が必要です。
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