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（２）人権の感性を培う「人権学習」教材 小学校低学年・中学年（小１～小４） 

※ 資料の原本については、教育委員会学校教育課（人権担当）までお問い合わせください 

学年 教 材 名 出 典 分 野 ひとこと紹介・留意点 など 

小 

学 

校 

低 

学 

年 

（
１
年
・
２
年
） 

ともだち 大すき 兵庫県「ほほえみ」1・2年（H13年版） 仲間づくり クラスの友だちの名前を書いて詩をつくろう 

となりのたぬき 兵庫県「ほほえみ」1・2年（H13年版） 仲間づくり 誰かを大嫌いになっているのは、実は自分の態度が原因かも… 

ちっともおもしろくない 兵庫県「ほほえみ」1・2年（H13年版） 仲間づくり 考えよう。知恵と勇気で解決策を！ 

パクさんと いっしょに 兵庫県「ほほえみ」1・2年（H13年版） 多文化共生 実際に朝鮮・韓国の人との楽しい出会いで学びたい  

あったかいね 兵庫県「ほほえみ」1・2年（H13年版） 生命尊重 「命」との最初の出会いは、体で感じるものなのでしょう 

ようこそどうぶつむらへ 兵庫県「ともだち」１年（H3年版） 仲間づくり 決めつけ、レッテル貼りではなく、確かな眼で見てみると… 

あだな 兵庫県「ともだち」２年（H3年版） いじめ 言ってしまうこともあるかもしれないけど…言われたらどんな気持ちかな 

からすの おうさま 兵庫県「ともだち」２年（H3年版） 仲間づくり からすを嫌がるみんな、からすを王さまにしたみんな、みんなは何を見ているの？ 

かわいそうな ぞう 兵庫県「ともだち」２年（H3年版） 反戦・平和 戦争しているのは人間だぞ！全ての命を奪う戦争の悲しみ 

おかあさん 兵庫県「ともだち」２年（H3年版） 働くこと 仕事に責任を持つことは、ほかの人たちを大切にしていること 

ぞうくんの めがね 兵庫県「ともだち」２年（H3年版） 仲間づくり しっかり相手を見てみると、みんな楽しくあったかい！ 

お山の記者ぽっぽ 兵庫県「ともだち」２年（H3年版） 仲間づくり いじわるきつねの「よせて」を受け入れれば、もっとあったかくなったね 

手や ゆびで はなそう 大阪府 にんげん「ひと いのち」１・２年 障がい者と共に 手話や点字との出会いを楽しいものに！参加体験型でやろう！ 

とくちゃんたちの なかま 大阪府「にんげん」2年(1994年新訂 3版) 仲間づくり とくちゃんを「なかま」としてみるのかみないのか…。「なかま」とは… 

つらいこと あるねんな 大阪府「にんげん」2年(1994年新訂 3版) 仲間づくり 自分のしんどさ出し合えば、つながるなかまも生まれるよ 

ぼくのはげ 奈良県「なかま」2年(1991年改訂版) いじめ 誰でも言われたくないことがある。私もあなたもきっとあるよね 

ふうちゃん 奈良県「なかま」2年(1991年改訂版) 障がい者と共に たった二言の会話。でも、素敵なことがいっぱいだ。どんなこと？ 

くつかくし 奈良県「なかま」2年(1991年改訂版) 仲間づくり くつがかくされたことも問題だけど、問題はそれだけかな？ 

一本のはし 奈良県「なかま」2年(1991年改訂版) 仲間づくり 道徳「はしのうえのおおかみ」の発展版。意地悪なおおかみも楽しい仲間になったよ 

二わのことり 日文他 道徳教科書１年 仲間づくり 「人権の視点」で行いたい。「やさしいね」で終わっても、何も解決しないね 

かずやくんのなみだ 日文 道徳教科書 1年 仲間づくり みんなと一緒に遊びたい気持ちはだれでも同じだね 

ふわふわことば ちくちくことば 「みんなでかんがえるどうとく」日本標準 1年 他 アサーション 言葉には、人を嫌な気持ちにさせたり、うれしい気持ちにさせる力があるんだよ 

だれのを さきに しようかな 「道徳教育はこうすればおもしろい」北大路書房 仲間づくり どうすればみんなも納得するだろう。みんなの知恵を出し合おう 

だめだめネコはこまったゾウ 絵本 はらだゆうこ 旺文社 仲間づくり キリンは首が長いから…ゾウは鼻が長いから…と次々になかま外れにしていったネコは…。 ちがいがあることの良さに気付きたい 

かみさまからの おくりもの 絵本 ひぐちみちこ こぐま社 自己肯定感の育成 今度は、みんながもらった贈り物を探そう！ 

あの子 絵本 ひぐちともこ エルくらぶ いじめ うわさでは本当のことはわからない。うわさは悪いことばかり広げていく 

ええところ 絵本 くすのきしげのり 学研 仲間づくり 「わたしって ええところ ある？」 いいところってどんなことだろう 

小 
学 

校 

中 

学 

年 

（
３
年
・
４
年
） 

こんな「ちがい」は 兵庫県「ほほえみ」3・4年（H14年版） （人権一般） 「あってはいけないちがい」を考えるとき、何を基に考える？ 

だいこんとにんじん 兵庫県「ほほえみ」3・4年（H14年版） いじめ 辛い思いをするのはいつもマイノリティ。現実の差別を象徴する寓話 

やくそくげんまん 兵庫県「ほほえみ」3・4年（H14年版） 仲間づくり 仲良しグループの絆を強めたいから他の子と遊んじゃダメ…それでいい？ 

うしろの正面、だ～ぁれ 兵庫県「ほほえみ」3・4年（H14年版） 障がい者と共に 車いすの人が困ってる…躊躇してるときかな？ 

トゥイちゃんが来た 兵庫県「ほほえみ」3・4年（H14年版） 多文化共生 外国にルーツをもつ友だちがいると、いろんな国のことや文化が学べていいね 

 
世界の文化ウオッチング 兵庫県「ほほえみ」3・4年（H14年版） 多文化共生 できれば外国の方に来てもらって、一緒に遊んでみたいね 

よせて 兵庫県「ともだち」３年（H3年版） 仲間づくり いっしょに遊ぶことに、誰かの許可がいるのかな？ 

橋 兵庫県「ともだち」３年（H3年版） 部落差別 知らないこと関わりがないことが、偏見や恐れ差別を生む。現実社会でも同じです 

えんぴつびな 兵庫県「ともだち」３年（H3年版） 反戦・平和 戦争は、普通の生活、日常の幸せ、友だちを一瞬で奪う 

かばん持ち 兵庫県「友だち」４年（H4年版） いじめ 集団登校のとき下級生に鞄を持たせる 6年生。何が問題か！ 

いさむ君だけが 兵庫県「友だち」４年（H4年版） いじめ からかわれて教室を締め出されたためにガラスを割ってしまったいさむ君……いさむ君も悪いの？ 

みずきのゆめ 兵庫県「友だち」４年（H4年版） いじめ 自分の中で、みずきさんのようにばい菌扱いしている子はいないかな？それを見つめる教材 

クレヨンはぬすんだのじゃねえ 大阪府「にんげん」３年（2000 年新訂 9班） いじめ・部落差別 学校の中での部落差別を扱った古典的教材。悲しさ悔しさがにじみ出る 

いつもありがとう 大阪府 にんげん「ひと ぬくもり」３・４年 働くこと 大事な仕事、ごみ収集の仕事をポジティブにとらえる教材 

わかってくれるかな 大阪府 にんげん「ひと ぬくもり」３・４年 多文化共生 自分のルーツを大事にすること、みんなで応援しよう！ 

わたしの楽しみ 大阪府 にんげん「ひと ぬくもり」３・４年 高齢者 子どもにも大人にもお年寄りにも、楽しいことやりたいことはあるんだよ。楽しんでほしいね 

心の答え合わせ 大阪府 にんげん「ひと ぬくもり」３・４年 仲間づくり 算数の〇つけをごまかしていたことが発覚し、話し合いになる。次第にみんなの心が開いていく 

父さん 僕の足も地雷に… 大阪府 にんげん「ひと ぬくもり」３・４年 反戦・平和 悪魔の兵器地雷は、罪もない父さんや僕の足まで奪った。今の世界にある現実に目を向けよう 

いっぺん どなったろか 奈良県「なかま」４年 仲間づくり 学級会や道徳でのきれいごとの意見と、実生活での差別的な行動…うそばっかりや！ 

ピッピラピーのピー 「あっ、なぁんだ」りぼん社 障がい者と共に 障がいのあるクラスメイトを「なかま」として見ているか否かが問われている 

わたしのいもうと 絵本 松谷みよ子 著 偕成社 いじめ いじめた人は、相手にどれだけの心の傷を与えたかも知らずに忘れていく…。高学年でも使えます 

へいわって どんなこと？ 絵本 浜田桂子 著 童心社 反戦・平和 平和とは、命が丸ごと認められ、大切にされること。日・中・韓 平和絵本 

だからわるい オセーエワ 著 兵庫県「友だち」６年 いじめ 強い犬が弱い子猫に吠えかかっている。子どもたちがそれを見ているが…傍観こそが問題。クラスのこととして考えさせたい 

いのちを いただく 絵本 内田美智子 著 講談社 働くこと・部落差別 みんな命をいただいている。授業でできなくても、学級文庫に置いておきたい絵本です 
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（３）人権の感性を培う「人権学習」教材 小学校高学年（小５・小６） 

 

学年 教 材 名 出 典 分 野 ひとこと紹介・留意点 など 

小 

学 

校 

高 

学 

年 

（
５
年
・
６
年
） 

「学ぶ」ということ 兵庫県「ほほえみ」５・６年（H25年版） 学びの意義、（識字学級） 何歳になってもなぜ学ぶのか。それは自分の過去・現在・未来を取り戻すため、人権を取り戻すため 

ひとつになったひびき 兵庫県「ほほえみ」５・６年（H14年版） 多文化共生 韓国の楽器の実物を用意して、体感的に学びたい 

弟にはく手 兵庫県「ほほえみ」５・６年（H14年版） 障がい者と共に 障がいのある弟が入学してきた。お姉ちゃんの不安をよそに、周囲の温かい支援の中で、楽しく頑張ります 

知りたいな、子どもの権利条約 兵庫県「ほほえみ」５・６年（H14年版） 子ども、開発教育 子どもの権利条約が作られた背景も考えよう 

平和な世界をめざして 兵庫県「ほほえみ」５・６年（H14年版） 反戦・平和、開発教育 遠い国の子を「なかま」と感じて、世界の現実を知ろう 

日本でくらす外国人 兵庫県「ほほえみ」５・６年（H14年版） 多文化共生 最新データを使って学ぼう。地域の方や保護者にも参加してもらいたい 

ゆかりさんだけは 兵庫県「友だち」５年（H4年版） 障がい者と共に 左目が悪いゆかりさん。バスケの失敗を優しく許すのがいいか、厳しく接するのがいいか、それとも他に… 

わたしの名前はポンソニー 兵庫県「友だち」５年（H4年版） 多文化共生 本名を名乗ることでからかわれることもある。そんなポンソニーは名前の意味を知って… 

ぼくの家の仕事 兵庫県「友だち」５年（H4年版） 働くこと 父の仕事の廃品回収を学校でからかわれる。でもその仕事が環境保全に役立っていることを知り… 

みんなの秋祭り 兵庫県「友だち」５年（H4年版） 部落差別 秋祭りの屋台をめぐって表れる地域に対する差別。差別の不合理な背景についても考えさせたい 

ともに生きる社会（１）～（５） 兵庫県「友だち」６年（H4年版） （人権全般） 部落差別の歴史、世界人権宣言、日本国憲法、障がい者・女性・在日外国人の人権などについて簡単にまとめている 

大石さんのこと 兵庫県 旧「友だち」5年(1983年版) いじめ いじめは、いじめられる子にも問題があって、それを直さないと解決しないのか 

大石さんのこと（リメイク版） 宝塚人権教育研究会編 いじめ 原文を少し現代的にリメイクしたバージョン 

三角ベースのルールづくり 大阪府「にんげん」５年（1994 年新訂 2版） 障がい者と共に 障がいがある子もない子も一緒に楽しく遊べるね 

切られた心 大阪府「にんげん」５年（1994 年新訂 2版） 仲間づくり クラスで起こるある事件。話し合いの中でだんだんみんなの心が開いていく 

家の仕事で気づいたこと 大阪府「にんげん」５年（1994 年新訂 2版） 働くこと いろんな家庭があるのは当たり前。でもみんながんばっているよ 

水俣から―あるかん者はうったえる― 大阪府「にんげん」５年（1994 年新訂 2版） 生命尊重（環境問題） 水俣の悲劇は、未来への教訓として語り継いでいきたい 

あなたは わるくないよ 大阪府 にんげん「ひと つながり」５・６年 子ども 児童虐待についての知識は、虐待されている子ども自身のエンカレッジのためにも必要 

コリアタウンへようこそ 大阪府 にんげん「ひと つながり」５・６年 多文化共生 在日コリアンの先生が赴任してきた。その先生が育ったコリアタウンに調べ学習に行くことになる 

みえないって どんなこと？ 大阪府 にんげん「ひと つながり」５・６年 障がい者と共に 写真を使って、目の不自由な人への社会の配慮の仕組みを紹介します。実物も用意したい 

わたしの町のいろんな国の人 大阪府 にんげん「ひと つながり」５・６年 多文化共生 ブラジル、アメリカ、中国、インド、韓国…いろんな国の人が私たちと共に住んでいます 

私の友だちのこと 奈良県「なかま」高学年（2002年改訂版） 病者の人権 HIVについて正しく知ろう 正しく知ることは偏見をなくしていく 

ヒロシマの心をみんなの心へ 奈良県「なかま」高学年（2002年改訂版） 反戦・平和 語り継ごうヒロシマ。日本の加害も忘れずに！ 

「光」～なんでやろ～ 奈良県「なかま」高学年（2002年改訂版） 多文化共生 未来志向の関係を築くには、正しい歴史を知っておかねばなりませんね 

働く女性・男性 奈良県「なかま」高学年（2002年改訂版） 男女共生 最新データを提示して考えさせたい 

ちがうことばんざい 奈良県「なかま」５年（1991年改訂版） 仲間づくり クラスの友だちの名前を書いて詩をつくろう 

宙にういたありがとう 奈良県「なかま」６年（1991年改訂版） 障がい者と共に 「人」として向き合うことの大切さを考えよう 

わたしのせいじゃない レイフ・クリスチャンソン（岩崎書店） いじめ 一番の問題は、誰一人「なかま」として寄り添う子がいないということ… 

ちがいのちがい 大阪府/人権学習シリーズ、兵庫県/「じんけんスキルブック」他 （人権一般） 差別とはどういうことなのか…。学年のオリジナルバージョンを自作して考えさせたい 

ギロン星人の怒り 大阪府人権協会「やってみよう！人権・部落問題プログラム」解放出版社 部落差別 ネガティブなうわさによって自分の出自を明らかにできないギロン星人の苦悩。部落差別と重ねて考えたい 

小・中 
ざるにはざるを 福岡市人権読本「ぬくもり」 部落差別 差別に負けないしたたかさ。部落の歴史を学習した後にも振り返りたい 

世界がもし 100人の村だったら 池田香代子 マガジンハウス、「ほほえみ」５・６年 開発教育 地球規模、世界規模で考えることも必要。グラフを用いて見てわかりやすく 

 

（４）人権の感性を培う「人権学習」教材 中学校 

学年 教 材 名 出 典 分 野 ひとこと紹介・留意点 など 

中 

学 

校 

全 

学 

年 

どうして？ 兵庫県「きらめき」（H26年版） いじめ どうすることが現実的な解決になるのだろう。みんなで考えたい 

還暦過ぎて学ぶ 兵庫県「きらめき」（H26年版） 学びの意義 学びはいつからでもどこからでもできる。いくつになっても前向きに！ 

調べてみれば 兵庫県「きらめき」（H26年版） （いじめ） 福島から来た子に対する偏見やいじめがある。正しく知ることが第一歩 

祖父への卒業証書 兵庫県「きらめき」（H26年版） 高齢者 介護する側される側、どちらの辛さを和らげるのも子どもたちの理解とやさしさかも… 

釜石からの発信 兵庫県「きらめき」（H26年版） 生命尊重（防災） 震災から遠い世代になっていく。映像を併用してリアリティを感じさせたい。 

ケータイ・スマホ…あなたは大丈夫？ 兵庫県「きらめき」（H26年版） ネットの人権 ちょっとしたことで取り返しのつかない失敗・危険につながることも… 

あらゆる人種差別の撤廃に向けて 兵庫県「きらめき」（H26年版） アイヌの人々 他 日本は単一民族国家ではありません。「アイヌ新法」もできました 

私が私であるために 兵庫県「きらめき」（H15年版） 多文化共生 カミングアウトできない在日韓国・朝鮮人も多いはず。なぜだろう… 

人間の絆 大阪府にんげん「ひと きぼう」中学生 ハンセン病患者 ハンセン病に関する無理解・偏見が人間の尊厳を踏みにじる 

インターネットと人権 大阪府にんげん「ひと きぼう」中学生 ネットの人権 PC・スマホ画面の向こうにも必ず人はいる。人との豊かなコミュニケーションツールとして使いたい 

自由の大地アイヌモシリに生きてきた人々 大阪府にんげん「ひと きぼう」中学生 アイヌの人々 アイヌの歴史（本土の人との関係）がよくわかります 

ほんまの「自立」って何やろね？ 大阪府にんげん「ひと きぼう」中学生 障がい者と共に 障がいが「ある」「ない」なんて小さいことのように思えてくる 

ゆきの選択 大阪府にんげん「ひと きぼう」中学生 部落差別 部落出身の人を身近に感じ、これからも関心・関係をもって考えていこう 

※ 資料の原本については、教育委員会学校教育課（人権担当）までお問い合わせください 

 

（５）読み継いでいきたい「じんけん絵本」 

教 材 名 出 典 ひとこと紹介・留意点 など 

 花さき山 絵本（岩崎書店）、道徳教科書（日文 4年）、「友だち」4年 やさしいことをすると花が咲くという山。小さな弟や妹のために自分のことを辛抱する姉が咲かせる花は… 

 島ひきおに 絵本（偕成社）、「ほほえみ」3・4年(2002年版)  村人と友だちになりたい鬼。どんなにやさしい鬼でも、村人は鬼を排除する… 

 半日村 絵本（岩崎書店）、「ほほえみ」3・4年(2002年版) 山のために半日しか日光が届かない村。その逆境を変えていくため、少しずつ山を削っていく…自分たちの人権を開くために 

 しばてん 絵本（偕成社）、奈良県「なかま」高学年 太郎の強さと勇気だけを利用した村人たちをどう思う？ 

 ベロ出しチョンマ 絵本 斎藤隆介 著 理論社 強い（理不尽な）権力に対する断固たる抵抗。弱い者（妹）に対する究極のやさしさ 
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（６）人権の感性を培う「部落問題学習」 （小学校６年生・中学校） 

 

学年 教 材 名（内容） テ ー マ 出 典 

小・中 江戸時代に差別された人々（生活、職業、豊かさ） 自分が持つマイナスイメージから変容しよう 宝塚人権教育研究会編「人権の歴史①」 

小・中 なぜ差別されたのか（差別のあり方、起源、ケガレ意識） なぜ「差別」が生まれてきたのか 宝塚人権教育研究会編「人権の歴史②」 

小・中 法令となった差別（お伊勢参り事件、様々な差別法令） なぜ差別法令がたくさん出たか。裏を返せば… 宝塚人権教育研究会編「人権の歴史③」 

小・中 差別を乗り越えた人たち（「解体新書」、渋染め一揆など） 差別を乗り越えた人々、差別に抗った人々 宝塚人権教育研究会編「人権の歴史④」 

小・中 「解放令」は出たけれど 差別し続ける人々と田中正造の態度に学ぶ 宝塚人権教育研究会編「人権の歴史⑤」 

小・中 血縁にこだわるおろかさ 血縁幻想から解放されよう！ 宝塚人権教育研究会編「人権の歴史⑥」 

小・中 「人の世に熱あれ 人間に光あれ」・水平社宣言 差別から逃れるため自分ならどうする！？ 宝塚人権教育研究会編「人権の歴史⑦」 

小・中 差別を残してきたもの（自分を見つめて） なぜ部落差別が今も残っているのか…私の中を見つめて 宝塚人権教育研究会編「人権の歴史⑧」 

小６ 庭師又四郎と僧周麟（河原者又四郎を認める眼差し） 部落差別とのポジティブな出会いをしよう 宝塚人権教育研究会編「人権の歴史」他 

小６ 「七分の一の命」 部落民の命は平人の七分の一の重み？江戸時代の過酷な差別判決 大阪府「にんげん」６年 

小６ 物語・渋染一揆（川元祥一） 人間の尊厳を守るため、権力と闘いぬいた人々 大阪府 にんげん「ひと つながり」５・６年 

小６ 「人の世に熱あれ 人間に光あれ」 全国水平社運動 兵庫県「友だち」６年（H4年版）、宝塚人権教育研究会編 

小６ 「町の石ひ」（三木市の地域教材） 差別に負けない先人たちの知恵と努力 兵庫県「ほほえみ」5・6年（H14年版） 

小６ 「百日かせぎ」（丹波篠山市の地域教材） 差別をなくす願いと努力は、部落外の理解や協力を生む 兵庫県「ほほえみ」5・6年（H14年版） 

小６ 「さと子ばあちゃん」 奪われた文字を取り戻すさと子ばあちゃんと差別解消への地域の取り組み 兵庫県「ほほえみ」5・6年（H25年版） 

小６ 「一字一字力をこめて」 識字学級、差別によって奪われたものを取り戻す闘い 奈良県「なかま」5年（1991年版） 

小・中 「ひらがなにっき」 文字を取り戻していく喜びと、差別負けず生きていく温かい日常 若一の絵本製作実行委員会 エルくらぶ 

小・中 親類 血縁にこだわることの愚かさ 仮説実験授業 授業書 

小６ 「私の見てきたこと」 偏見を乗り越える自分の確かな眼と判断 宝塚人権教育研究会編 

小６ 「牛のかたきうち」 民衆の差別意識の愚かさ身勝手さ 福岡部落史研究会、おおいたの部落問題学習 

小・中 詩「人の値うち」/「招かれなかったお誕生会」 部落差別を受けてきた作者の痛烈な叫びと人権・平等への思い 江口いと 著「人の値うち」明石書店 

小・中 東山文化を支えた「差別された人々」（DVD第 1巻併用） 室町時代に差別された人々 上杉 聰「歴史教科書を活用する学習プラン①」 

小・中 江戸時代の身分制度と差別された人々（DVD第２巻併用） 排除された人々の生活と身分 上杉 聰「歴史教科書を活用する学習プラン②」 

小・中 近代医学の基礎を築いた人々    （DVD第３巻併用） 部落の医学への貢献と玄白の差別のない眼差し 上杉 聰「歴史教科書を活用する学習プラン③」 

小・中 渋染一揆を闘いぬいた人々     （DVD第５巻併用） 尊厳を守るため差別と闘った人々 上杉 聰「歴史教科書を活用する学習プラン④」 

小・中 明治維新と賤民廃止令       （DVD第４巻併用） 「解放令」は出たけれど差別は残った 上杉 聰「歴史教科書を活用する学習プラン⑤」 

小・中 水平社を立ちあげた人々      （DVD第７巻併用） 全国水平社運動 上杉 聰「歴史教科書を活用する学習プラン⑥」 

小・中 日本国憲法と部落差別       （DVD第６巻併用） 「差別」を許さない日本国憲法 上杉 聰「歴史教科書を活用する学習プラン⑦」 

中学校 「夕やけがうつくしい」（北代 色さんの手紙と返信） 識字学級 差別が奪った文字を取り戻す 兵庫県「きらめき」（H26）、大阪にんげん「ひと きぼう」他 

中学校 教科書無償化運動 世の中を改善してきた解放運動 2012年度箕面市研究紀要、兵庫県「きらめき」（H26）他 

中学校 統一応募用紙ができるまで 就職差別を解消する運動 外川正明「部落史に学ぶ２」、兵庫県「じんけんスキルブックⅡ」他 

中学校 「きっと笑って会える日を」（井上泰子さんの手記） 結婚差別を乗り越える 「心に翼を」部落解放研究所編、宝塚人権教育研究会編 

中学校 「祭りばやしが聞こえる」 結婚差別を乗り越える 兵庫県「かがやき」（H15年改訂版） 

中学校 インターネットと部落差別の現実 騙されないで！ネットの差別情報 Webサイト「SYNODOS」（川口泰司 山口県人権啓発センター） 

※ 資料の原本については、教育委員会学校教育課（人権担当）までお問い合わせください 

 

部落史・部落問題学習参考文献 

書  名 編・著者 出版社 

これでわかった！部落の歴史 私のダイガク講座 上杉 聰 解放出版社 

これでなっとく！部落の歴史 続私のダイガク講座 上杉 聰 解放出版社 

部落史に学ぶ 新たな見方・考え方たった学習の展開 外川正明 解放出版社 

部落史に学ぶ２ 歴史との出会い 未来を語る多様な学習プラン 外川正明 解放出版社 

部落史をどう教えるか （第 2版） 稲垣有一・寺木信明・中尾健次 解放出版社 

はじめてみよう！これからの部落問題学習 小学校、中学校、高校のプログラム 石元清英 他 解放出版社 

やってみよう！人権・部落問題プログラム 行動につなげる参加型学習 財団法人大阪府人権協会 解放出版社 

部落問題学習の授業ネタ 5歳から 18歳でやってみよう 部落問題学習ネタつくろう会 解放出版社 

部落問題学習の授業ネタ２ 社会科日本史でやってみよう 部落問題学習ネタつくろう会編 中尾健次 星野勇悟・監修 解放出版社 

部落問題学習の授業ネタ３ アクティブに「あたりまえ」を疑ってみよう 部落問題学習ネタつくろう会編 星野勇悟・監修 解放出版社 

多様性教育入門 参加型人権教育の展開  大阪多様性教育ネットワーク・森 実 編著 解放出版社 

絵本 もうひとつの日本の歴史  中尾健次 文  西村繁尾 絵 エルくらぶ 


