
DVD・図書紹介

◆DVD『グリーンブック』
ギャガ / 130分 / 2018年

◆DVD『彼らが本気で編むときは、』
ソニー・ミュージックマーケティング / 127分 / 2017年

◆『12階から飛び降りて一度死んだ私が伝えたいこと』
モカ 他 著 ／ 光文社 ／ 2019年

（D-13-1-65）

（D-13-2-62）

2020年9月現在

大阪市社会福祉研修・情報センター2階、図書・資料閲覧室では、福祉に関する図書、DVD・ビデオ、

雑誌等を2週間以内に返却可能な方であれば、無料で借りることができます。

資料に関する電話でのお問合せは、06-4392-8233

（開室は、月～土（祝除く）の9:30～1７:00です。）

（367-156）

人権関係図書・DVD・ビデオ紹介

ナイトクラブで用心棒を務めるトニー・リップは、家族や周

囲に頼りにされていた。ある日、トニーは黒人ピアニスト、

ドクター・シャーリーの運転手としてスカウトされる。彼は

ホワイトハウスでも演奏したほどの天才で、なぜか差別の色

濃い南部での演奏ツアーを目論んでいた。二人は、〈黒人用

旅行ガイド=グリーンブック〉を頼りに、出発するのだが─。

小学生のトモは、母親と二人暮らし。ある日、母親が男を追

って姿を消す。ひとりきりになったトモは、いつものように

叔父であるマキオの家に向かう。ただ以前と違うのは、マキ

オはリンコという美しい恋人と一緒に暮らしていたことだっ

た。本当の家族ではないけれど、３人で過ごす特別な日々は

、自分らしさと本当の幸せを教えてくれた。嬉しいことも、

悲しいことも、それぞれの気持ちを編み物に託して、３人が

本気で編んだ先にあるものは…。

自殺、性転換、うつ、孤独…。経営者であり、漫画家であ

り、元男性のトランスジェンダーでもあるモカが、壮絶な

半生と、無償でお悩み相談を始めた「貢献」の境地を語る。

また、自殺ゼロ社会の実現を目指す理由とは。
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DVDリスト

番号 分 発行年

D-12-1 21 2004

D-12-2 21 2005

D-12-3 家族からひきはなされて　みんなで考えようハンセン病問 19 2007

D-12-4 88 2006

D-12-5 26 2008

D-12-6 34 2014

D-12-7 30 2007

D-12-8 41・19 2015

D-12-9 103 2015

D-12-10 20 2016

D-13-1-37 127 2010

D-13-1-54 115 2016

D-13-1-56 105 2012

D-13-1-61 129 2018

D-13-1-65 127 2017

D-13-2-46 98 2014

D-13-2-50 120 2015

D-13-2-52 103 2016

D-13-2-55 106 2017

D-13-2-57 100 2018

D-13-2-58 111 2012

D-13-2-61 113 2018

D-13-2-62 130 2018

D-13-3-1 68 2006

D-13-3-17 32 2009

図書リスト

番号 書名 著編者名 出版社 出版年

29
キム・ホンソンという生き方
在日コリアンとして、障がい者として

金　洪仙 解放出版社 2012

30 これだけは知っておきたい！外国人相談の基礎知識 杉澤　経子 松柏社 2015

31
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　他 明石書店 2017

32 ルポ ニッポン絶望工場 出井　康博 講談社 2016

33 「在日」を生きる ある詩人の闘争史 金　時鐘　他 集英社 2018

34 外国人労働者・移民・難民ってだれのこと? 内藤　正典 集英社 2019

青い鳥

アニメ映画　この世界の片隅に

チョコレートドーナツ

パレードへようこそ

ぼくらの家路

彼らが本気で編むときは、

心の壁を越えて～ハンセン病問題について考える～

企業活動に人権的視点を CSRで会社が変わる・社会が変わる

LGBTを知ろう

ディア・ドクター

あん

タイトル

めぐみ引き裂かれた家族の30年

パワーハラスメントそのときあなたは・・・

人権は小さな気づきから 身近な人権問題

私たちの声が聴こえますか 社会福祉施設における人権

人として生きる 長島の一年

療養所の中で  ハンセン病問題を風化させないために

記録映画 「人間裁判」朝日訴訟

多文化共生社会（分類A38）

92歳のパリジェンヌ

わたしは、ダニエル・ブレイク

人生、ここにあり！

ワンダー 君は太陽

未来世紀ニシナリ

グリーンブック
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番号 書名 著編者名 出版社 出版年

156
「CSR」で会社が変わる 社会が変わる社員一人ひとりに
“生きたCSR”を :経営者のための人権啓発冊子

―
人権教育啓発推
進センター

2013

157
「CSR」で意識が変わる、 企業は伸びる　企業の一人ひとり
に“わかるCSR”を人権啓発担当者のための人権啓発冊子

―
人権教育啓発推
進センター

2013

158
「CSR」で見えてくる明るい明日 一人ひとりが考える“CSR
と人権” 企業で働く人のための人権啓発冊子

―
人権教育啓発推
進センター

2013

159
平成27年度 企業の社会的責任と人権 セミナー概要
笑顔とやりがいをはぐくむ企業

―
人権教育啓発推
進センター

2016

160
地域福祉権利擁護事業（日常生活自立支援事業)とは…
制度を理解するために 改訂第3版

東京都社会福祉協議会
東京都社会福祉
協議会

2016

161 学校では教えてくれない差別と排除の話 安田　浩一 皓星社 2017

162 絵で見てわかる人権 新版 岩本　一郎 八千代出版 2017

163 権利擁護がわかる意思決定支援　法と福祉の協働
日本福祉大学権利擁
護研究センター　他

ミネルヴァ書房 2018

164 人権ってなんだろう？
アジア・太平洋人権
情報センター

解放出版社 2018

番号 書名 著編者名 出版社 出版年

142
不死身の花
夜の街を生き抜いた元ストリート・チルドレンの私

生島　マリカ 新潮社 2015

143
ゲイのボクから伝えたい「好き」の？がわかる本
みんなが知らないLGBT

石川　大我
太郎次郎社エ
ディタス

2011

144
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 実務教育出版 2015

145
もっと知りたい！話したい！セクシュアルマイノリティ
ありのままのきみがいい セクシャルマイノリティについて

2015

146
もっと知りたい！話したい！セクシュアルマイノリティ
ありのままのきみがいい 2 わたしの気持ち、みんなの気持ち

147
もっと知りたい！話したい！セクシュアルマイノリティ
ありのままのきみがいい ３　未来に向かって

148 レズビアン的結婚生活 東　小雪　他 イースト・プレス 2013

149 タンタンタンゴはパパふたり
ジャスティン・リ
チャードソン　他

ポット出版 2008

150 たまごちゃん、たびにでる
フランチェスカ・パ
ルディ　他

イタリア会館
出版部

2013

151 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

弁護士会館ブッ
クセンター出版
部LABO

2016

152
僕たちのカラフルな毎日
弁護士夫夫の波瀾万丈奮闘記

南　和行　他 産業編集センター 2016

153
わが子の声を受け止めて
性的マイノリティの子をもつ父母の手記

永易　至文　他
宝塚大学看護学
部日高研究室

2015

154
暴力を受けていい人はひとりもいない CAP(子どもへの
暴力防止)とデートDV予防ワークショップで
出会った子どもたちが教えてくれたこと

阿部　真紀 高文研 2018

156 12階から飛び降りて一度死んだ私が伝えたいこと モカ　他 光文社 2019

LGBT関連（分類：367）

人権（分類：327.7）

日高　庸晴 汐文社

2016
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ハンセン病（分類：494.83）

番号 書名 著編者名 出版社 出版年

26 知っていますか？ ハンセン病と人権 一問一答
ハンセン病と人権を
考える会

解放出版社 2000

28 ハンセン病をどう教えるか
『ハンセン病をどう教え
るか』編集委員会

解放出版社 2003

29 世界のハンセン病がなくなる日 病気と差別への戦い 笹川　陽平 明石書店 2004

30 不可能を可能に 世界のハンセン病との闘い 笹川　陽平 明石書店 2010

32 あん ドリアン助川 ポプラ社 2015

33 ハンセン病療養所に生きた女たち 福西　征子 昭和堂 2016

34 麦ばあの島　第1巻

35 麦ばあの島　第2巻

36 麦ばあの島　第3巻

37 麦ばあの島　第4巻

38
五感で感じ、学び、つなげる
社会福祉現場ではたらく七人がであったハンセン病問題

― 福祉のひろば 2015

39 知っていますか?ハンセン病と人権　一問一答 神美　知宏　他 解放出版社 2005

その他、人権関連

番号 書名 著編者名 出版社 出版年

 A212-91
貧困の実態とこれからの日本社会
子ども・女性・犯罪・障害者、そして人権

大阪弁護士会 明石書店 2011

 A27-268
ノーマライゼーション原理とは何か
人権と共生の原理の探究

河東田　博 現代書館 2009

 A27-328 障害者殺しの思想　増補新装版 横田　弘 現代書館 2015

 A272-3 これならわかる〈スッキリ図解〉障害者差別解消法 二本柳　覚 翔泳社 2016

 Ａ272-4
Q&A障害者差別解消法    わたしたちが活かす解消法
みんなでつくる平等社会

野村　茂樹　他 生活書院 2016

 Ａ272-5
インクルーシブシアターを目指して
「障害者差別解消法」で劇場はどうかわるか

鈴木　京子 ビレッジプレス 2015

 Ａ272-6 高齢ろう者の人生/障害者差別解消法 大矢　暹　他 文理閣 2016

 A286-184
人権を擁護するソーシャルワーカーの役割と機能
精神保健福祉領域における実践過程を通して

岩崎　香 中央法規出版 2010

 A40-243
子どもの権利ノ－トの検証
子どもの権利と人権を守るために

長谷川　眞人 三学出版 2010

 A40-285 子どもの人権をまもるために 木村　草太 晶文社 2018

 A40-290
大阪ミナミの子どもたち
歓楽街で暮らす親と子を支える夜間教室の日々

金　光敏 彩流社 2019

 A40-296 こども六法 山崎　聡一郎 弘文堂 2019

 B272-1 障害者差別解消法 【合理的配慮の提供等事例集】 ―
内閣府障害者
施策担当

2017

 320-170
すぐに役立つ 入門図解 改正対応！
個人情報保護法とマイナンバー法のしくみ

戸塚　美砂 三修社 2016

 324.87-1 無戸籍の日本人 井戸　まさえ 集英社 2016

古林　海月　他 すいれん舎 2017
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