
人権
No 書　名 著　者 出版社 発行年

1 リバティおおさか　ワークシート　小学生版 大阪人権博物館 2005

2 リバティおおさか　ワークシート　中学生版 大阪人権博物館 2005

3 どうしてぼくをいじめるの？ ルイスサッカー 文研出版 2009

平和
No 書　名 著　者・監　修 出版社 発行年

1 平和と戦争の絵本①人はなぜ争うの？ 岩川直樹 大月書店 2002

2 平和と戦争の絵本②平和って何？ 大野一夫・中村裕美子 大月書店 2002

3 平和と戦争の絵本③戦争はなぜくり返される 石川久男 大月書店 2002

4 平和と戦争の絵本④非暴力で平和をもとめる人たち 目良誠二郎 大月書店 2002

5 平和と戦争の絵本⑤わたしたちは平和をめざす 黒田貴子 大月書店 2002

6 平和と戦争の絵本⑥憲法で平和を考える 笠井英彦 大月書店 2002

7 ちゃんと学ぼう！憲法① 歴史教育者協議会 青木書店 2008

8 ちゃんと学ぼう！憲法② 歴史教育者協議会 青木書店 2008

9 あたらしい憲法のはなし・民主主義 小森陽一 展望社 2004

10 今こそ学校で憲法を語ろう
渡辺治・佐藤功
竹内常一 青木書店 2007

11 復刊　あたらしい憲法のはなし 　 童話屋 2001

12 夏の残像　ナガサキの八月九日 西岡由香 凱風社 2008

13
高校生平和大使
　ビリョクだけどムリョクじゃない！

高校生１万人署名
実行委員会 長崎新聞社 2007

14 閃光のあの日から
長崎県被爆者手帳
の会 2008

15 第五の被爆者
原水爆禁止日本国民
会議 2008

16 ゲキの河　上・下　セット 中沢啓治 汐文社 1986

17 火種を消すな はえばらはるこ 2008

18 古鉄ひろい たかはしのぶこ 2008

19 サトウキビがたべたい 松原慶子 2007

20 ひめゆり　映画パンフレット 2007

21 60年目に語る被爆市民の心　広島被爆体験集 長崎新聞社 2005

22 沖縄　平和と自立への闘い
写真と語録で見る太田知事二九九〇日

太田県政八年を
記録する会 尚生堂 1999

23 原爆、私の証言 松尾久夫 2008

24 エリカ ルース・バンダー・ジー 講談社 2004

25 しあわせに生きるための道具　えほん日本国憲法 野村まり子 明石書店 2008

26 長輝少年の戦争　～石垣島と台湾～ 鈴木喜代春 北水 2000

27 9条で政治を変える　平和基本法
前田哲男・児玉克哉
吉岡達也・飯島滋明 高文研 2008

   県教組では、教育センター閲覧室（３Ｆ）の「人権・平和・環境教育資料コーナー」において、
図書の貸し出しを行っています。是非ご活用ください。 



環境
No 書　名 著　者 出版社 発行年

1
風の中を今日も行く　ハルコおばさんの願い
（大間原発）

前原あや 太陽への道社 2007

2 サクラソウのひみつ 幸田シャーミン 日本ユネスコ 2008

その他
No 書　名 著　者 出版社 発行年

1
木水育男（奥右衛門）と児童画
心のかよいと子どもの絵

朝倉俊輔 2008

2 労働者の疲労・過労と健康 福地保馬 かもがわ出版 2008

3 わたしとトムおじさん 小路幸也 朝日新聞出版 2009

4 ユニバーサルデザインがわかる事典 柏原士郎 ＰＨＰ出版 2009

5 太陽のしずく エリック・バトゥ 講談社 2008

6 太平のカメ日記 別司芳子 文研出版 2009

7 働く人たちのひみつ　みんなを守る労働組合 学研 2011

8 １５歳のワークルール 道幸哲也 旬報社 2010

9 ＜働く＞ときの完全装備　１５歳から学ぶ労働者の権利
橋口昌治 肥下彰男
伊田広行

解放出版社 2010

10 放射能から子どもたちを守るために 労働教育センター 2011

11 特別支援の国語教材　　初級編 伊庭　葉子 学研教育みらい 2009

12 特別支援の国語教材　　中級編 伊庭　葉子 学研教育みらい 2009

13 特別支援の国語教材　　上級編 伊庭　葉子 学研教育みらい 2009

14 特別支援の算数教材　　初級編 伊庭　葉子 学研教育みらい 2009

15 特別支援の算数教材　　中級編 伊庭　葉子 学研教育みらい 2009

16 特別支援の算数教材　　上級編 伊庭　葉子 学研教育みらい 2009

17 勤労青年学校　勝山女子高等学院　-その儚い校史をたどる-山田　雄造 2012

寄贈図書
No 書　名 著　者 出版社 発行年

1 日常の授業で学ぶ情報モラル
中村祐治　編集代表吉澤
良保・篠原正敏・中田朝
夫・三浦　匡　編

教育出版 2007

2
小学校 学習指導要領の解説と展開
道徳編Ｑ＆Ａと授業改善のポイント・展開例

安彦忠彦　監修／押
谷由夫・小寺正一 教育出版

3 ここがポイント！新教育課程をわかりやすく読む 佐野金吾、西村佐二 ぎょうせい 2008

4 『100万人の教員のための悩みごと相談』（共著） 岡崎　勝・赤田　圭亮 日本評論社 2003

5 わたしたちの教育再生会議 　現場からの批判と提言 岡崎　勝・赤田　圭亮 日本評論社 2007

6
悲鳴をあげる学校
親の“イチャモン”から“結びあい”へ

小野田正利 旬報社

7
親はモンスターじゃない！
イチャモンはつながるチャンスだ

小野田正利 学事出版

8 レモンさんの子育てビタミン標語 山本シュウ 小学館 2009

9 レモンさんのＰＴＡ爆談 山本シュウ 小学館 2009

10 僕のお父さんは東電の社員です 森達也 現代書館 2011

11 教職員がつづる東日本大震災 宮城県教職員組合 きた出版 2012

12 東日本大震災　教職員が語る　こども・いのち・未来 宮城県教職員組合 明石書店 2012

13 てのひら　咲いた 別司　芳子 分研出版 2013

14 ふくい　子ども詩集　2011.4～2014.3 2014

15 いじめ防止のチェックポイント 2014
国民教育文化総合研究所・子ど

もの権利検討委員会

福井県詩人懇話会
子どもの詩を育てる会


