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書籍名・サブタイトル 出版社 著者 種別等 あらすじ

1 サード・キッチン
河出書房新
社

白尾　悠 2020 総論一般

留学したアメリカで、初めて迎えた孤独な冬。直美を救い、変えたのは、出身
地やLGBTQ、経済格差など、あらゆる学生が集い運営する食堂（サード･キッ
チン）との出会いだった。

2 夜に星を放つ 文藝春秋 窪　美澄 2022 総論一般

２０２２年直木賞受賞作。
かけがえのない人間関係を失い傷ついた者たちが、再び誰かと心を通わせるこ
とができるのかを問いかける短編集

3
人権と国家－理念の力と国際政治
の現実

岩波新書 筒井　清輝 2022 総論一般

２０２２年度サントリー学芸賞〈思想･歴史部門〉、石橋湛山賞受賞作。
「人権力」とな、何か。人権の普遍化の歩みをたどり、２０世紀の国際政治の
逆説を解説する。日本の人権外交･人権実践の質を問う。

4 人間関係を半分降りる 筑摩書房 鶴見　済 2022 総論一般
大ベストセラー『完全自殺マニュアル』著者が、悲痛な体験から生きづらさの
解決法＝優しい人間関係の作り方を伝授する。

5 N/A 文藝春秋 年森　瑛 2022 総論一般

２０２２年、第１２７回文學会新人賞受賞作。
カテゴライズされることを拒絶する女子高生のまどかは、生理を止めるため、
拒食したり、教育実習生だった女性と「試験交際」を始めるが、その関係が
SNSで発信されている事実を知り、いいようのない居心地の悪さを覚える。。

6
おいしいごはんが食べられますよ
うに

講談社 高瀬　隼子 2022 総論一般

第１６７回芥川賞受賞作。
職場でそこそこうまくやっている二谷と、皆が守りたくなる存在で料理上手な
芦川と、仕事ができて頑張り屋の押尾。ままならない人間関係を、食べ物を通
して描く傑作。

7
アサーティブ・コミュニケーショ
ン

日経BP 戸田　久実 2022 総論一般

「日経文庫　アンガーマネジメント」の著者が、怒りをうまくコントロールし
た先にあるコミュニケーションとして、アサーティブ･コミュニケーションの
考え方と実践を語る。

8 君たちの日本国憲法 集英社 池上　彰 2022 総論一般

現行憲法の特徴や成り立ち、法律との違い、国民の権利と義務、どれほど私た
ちの生活と関係しているかなどを、著者が事例を交えて解説する。高校生向け
に講義した内容だからわかりやすい。

9
虐待・DV・性差別・災害等から市
民を守る　社会的弱者にしない自
治体法務

第一法規 鈴木　秀洋 2021 総論一般
東京都文京区職員として虐待等の行政課題に向き合い、日本大学危機管理部准
教授になった著書が、現行制度を解説。

10 僕の狂ったフェミ彼女
イースト・
プレス

ミン・ジ
ヒョン

2022
女性
ジェン
ダー

「フツーの好青年」を自称する彼と、彼からすると狂っているようにしか見え
ないフェミニストの彼女との奇妙な恋愛を描くコメディ。
主人公たちの恋愛模様をとおして、韓国の若者の恋愛、性、愛、結婚に対する
葛藤をリアルに描き出す。

11
差別は思いやりでは解決しない－
ジェンダーやLGBTQから考える

集英社 神谷　悠一 2022
女性
ジェン
ダー

女性差別を性的少数者をめぐる現状の目を向け、その構造を理解し、制度につ
いて考察。

12 母親になって後悔してる 新潮社
オルナ・
ドーナト

2022
女性
ジェン
ダー

「過去に戻れるとしたら、再び母になりますか？」の問いに、「いいえ」と答
えた女性２３名のインタビュー。

13 新しい声を聞くぼくたち 講談社
河野　真太
郎

2022
女性
ジェン
ダー

映画や漫画など様々なコンテンツから近年のフェミニズム興隆の中で男性はど
う生きるべきかを読み解く。

14 ロング・アフタヌーン
中央公論新
社

葉真中　顕 2022
女性
ジェン
ダー

編集者梨帆の元に、突然原稿が届く。それは、以前新人賞で落選した多恵から
のものだった。さらに、多恵の新作が届く。多恵と梨帆が自らの人生を選び取
るまでの道程。
手の込んだミステリーとともに、女性の心理を物語の力で描いた作品。

15
ルース・ベイダー・ギンズバーグ
アメリカを変えた女性

晶文社
ルース・ベ
イダー・ギ
ンズバーグ

2022
女性
ジェン
ダー

アメリカ連邦最高裁史上2人目の女性裁判官で、男女平等の実現に向けて闘う
姿勢やユーモアのある発言で国中の尊敬を集めた氏の業績をたどる。
自身でセレクトした貴重な法廷記録や晩年の対談･講演を収めた最後の著作。

16
「テレビは見ない」というけれど
－エンタメコンテンツをフェミニ
ズム・ジェンダーから読む

青弓社
西森　路代
ほか

2021
女性
ジェン
ダー

テレビはどこがだめで、どこがおもしろいのかを正面から語るため、ジェン
ダーやフェミニズムの視点からバラエティーとドラマを中心としたエンターテ
イメントコンテンツを問い直す。

17
ルポコロナ禍で追いつめられる女
性たち－深まる孤立と貧困

光文社 飯島　裕子 2021
女性
ジェン
ダー

女性活躍、臨時休校、おうち時間、休業補償、テレワークの裏に潜む分断。女
性の視点からコロナ禍を振り返る。

18
日本の不思議な夫婦同姓－社会学
者、妻の性を選ぶ

PHP研究所 中井　治郎 2021
女性
ジェン
ダー

夫婦同氏制が存在する世界最後の国、日本。妻の姓になることを選んだ著者が
目の当たりにした、結婚にまつわる日本のふしぎの制度と慣習の数々。そのふ
しぎの正体を探求する内見えてきた、日本人の「おどろきの家族観」とは？

19 告発と呼ばれるものの周辺で 亜紀書房
小川　たま
か

2022
女性
ジェン
ダー

あなたの隣人、友人、家族も当事者になり得る。性犯罪、性暴力への誤解や偏
見をほぐし、やさしい社会を築くため、女性、男性、支援者たちの声の記録。

出版年

どなたでもご利用できます。

お気軽にお立ち寄りください。（県庁舎別館１

大分県人権啓発イメージキャラクター こころちゃん



書籍名・サブタイトル 出版社 著者 種別等 あらすじ出版年

20 キッズ・アー・オールライト
朝日新聞出
版

丸山　正樹 2022 子ども

ストリートに生きる日系ブラジル人の少年、介護に追い詰められるヤングケア
ラーの少女、不器用な「見えな存在」である彼らを、今日も見守る大人たちが
いる。

21 両手にトカレフ ポプラ社
ブレイディ
みかこ

2022 子ども
「ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー」の著者が１４歳の少女の
「世界」を描く、心揺さぶる長編小説。

22 ｗｉｔｈ　ｙｏｕ 講談社 濱野　京子 2022 子ども
夜の公園で出会った少女は、母の介護、妹の世話を担うヤングケアラーだっ
た。

23
怒鳴り親－止まらない怒りの原因
としずめ方

小学館 土井　高徳 2022 子ども

著者は、養育困難と判断されて子どもたちと暮らし、社会復帰させてきた。数
多くの子育てトラブルに向き合ってきた著者が「怒鳴り親」の傾向とその原
因､親自身ができる子育てアンガーコントロールと、怒鳴らない子育ての知恵
を伝授する。

24
子どもの発達格差－将来を左右す
る要因は何か

PHP研究所 森口　佑介 2021 子ども

自制心･思いやりのある子、ない子…なぜ今、二極化？子どもの将来に影響を
与える「発達格差」の実態とは？最新の発達心理学が明かす「現代の子どもた
ちのリアルな姿」

25
先生、どうか皆の前でほめないで
下さい　 いい子症候群の若者たち

東洋経済新
報社

金間　大介 2022 子ども

いい子症候群の若者が増えている、自分に自信がない、他者の視線に恐怖を感
じる。「いい子」が自信を取り戻し､自己肯定感を高めるにはどうしたらいい
のか。著者が具体的な方策を授ける。

26
リエゾン〈10〉-こどものこころ
診療所

講談社
竹村　優作/
ヨンチャン

2022 子ども
大人も子供も生きづらさを抱える現代。悩める親子に向き合う“児童精神科
医”を描く、新たな医療漫画。シリーズ最新刊。

27
コウノドリ　新型コロナウイルス
編

講談社
鈴ノ木　ユ
ウ

2022 子ども
年間１００万人の新しい命が誕生する現場から、産科医・鴻鳥サクラの物語。
新型コロナウイルス編

28
認知症の人を理解したいと思った
ときに読む本　正しい知識とやさ
しい寄り添い方

大和出版
内門　大丈
(監修)

2018 高齢者

「どうしてあんなことを言うだろう」。「なぜこんな振る舞いをするのだろ
う」、「いったい何を考えているんだろう」、不思議だったり､悲しかったり､
腹が立ったりが減って､優しい気持ちになれる。認知症と上手に付き合えるよ
うになる必携の1冊。

29
32歳。いきなり介護がやってき
た。

佼成出版社
あまの　さ
くや

2021 高齢者
独身、フリーランス。３０代で介護生活に突入したエッセイストの切なくも愛
おしい家族の記録。

30
落合陽一 34歳、「老い」と向き合
う:超高齢社会における新しい成長

中央法規出
版

落合　陽一 2021 高齢者
医学者でも生物学者でも哲学者でもないテクノロジーの専門家である著者なら
ではの視座を示す。

31 しにたい気持ちが消えるまで 三栄書房 豆塚　 エリ 2022 障がい
１６歳の時に飛び降り自殺を図り、頸椎損傷。障がい者となった著者が、生き
てて良かったと思えるようになるまでの話。

32 やまゆり園事件 幻冬舎
神奈川新聞
取材班

2022 障がい
なぜ「彼」は、「生きるに値しない命がある」と考えるに至ったのか？４５人
殺傷の惨劇の真相に迫る渾身のドキュメント。

33
復活への底力－運命を受け入れ、
前向きに生きる

講談社 出口　治明 2022 障がい APU学長、脳卒中発症、リハビリ、７４歳で完全復職をはたすまで。

34
唯が行く！－当事者研究とオープ
ンダイアローグ奮闘記

金剛出版 横道　誠 2022 障がい
自閉スペクトラム症とADHDを診断された著書による､フィクション仕立ての
ケーススタディ。

35
大人の発達障害　話し相手の目を3
秒以上見つめられない人が読む本

白秋社 加藤　俊徳 2021 障がい
話し相手の目を３秒以上見つめられない人が読む本。
「脳の見る力」を鍛えると人生は劇的に好転する。

36 大学教授、発達障害の子を育てる 光文社 岡嶋　裕史 2021 障がい

自閉スペクトラム症の息子と､自分もその傾向があった父親の日常生活奮闘
記。職業柄、大量の文献を読み込み、医師、臨床心理士、役所、療育施設、教
師、そして世間とのずれに挑む。

37 妻はサバイバー
朝日新聞出
版

永田　豊隆 2022 医療
第５回ノンフィクション本大賞ノミネート作。
摂食障害、アルコール依存症、認知症、妻の介護を綴ったルポ。

38 ハイドロサルファイト・コンク 集英社 花村　萬月 2022 医療

第１１９回芥川賞作家。
６０歳をすぎ､大病〈骨髄異形成症候群）を患った記録。
湿っぽくなく､｢病」という異世界を旅していく気分にさえなる。

39 心はどこへ消えた? 文藝春秋 東畑　 開人 2021 医療
大佛次郎論壇賞、紀伊國屋じんぶん大賞W受賞「居るのはつらいよ」の著者が
贈る、心が閉じ込められた時代の道しるべ。

40 感染症の日本史 文藝春秋 磯田　道史 2020 医療
日本人はいかにパンデミックと対峙してきたか。みそぎ･清め･祓う　高い衛生
意識のルーツ、スペイン風邪100年目の教訓。

41 Shrink～精神科医ヨワイ〈9〉 集英社
七海　仁/月
子

2022 医療

マンガ　シリーズ最新刊。新型コロナウイルスが持つ「3つの顔」、そしてパ
ンデミック下の精神医療と報道の在り方を問う、「新型コロナウイルスと心」
編。



書籍名・サブタイトル 出版社 著者 種別等 あらすじ出版年

42 破戒（改版） 新潮社 島崎　藤村 2005
部落差別
問題

明治後期、部落出身の教員瀬川丑末は、父親から身分を隠せと堅く戒められて
いたが、同じ宿命を持つ解放運動家、猪子蓮太郎のそう壮烈な市に心を動かさ
れ、ついに父の戒めを破ってしまう。

43 被差別部落の真実 ２ モナド新書 小早川明良 2022
部落差別
問題

被差別部落についての通説を、豊富なデータとマルクスやフーコーらのの理論
で批判してきた研究者の新書第２弾。

44 絵本いのちの花（英語版）
タイムズ
社

文：その
だひさこ
／絵：丸
木俊

2017
部落
差別
問題

福岡市内にある被差別部落に伝承されている江戸時代（１８００年・寛政１２
年）の話「寛政義民松原五人衆」をもとに作成された絵本の英語版。
芝居小屋で酒に酔った武士が暴れ、その武士を打ちすえて逃げた５人の若者。
黒田班は、武士を切腹させたが、５人を逮捕できなかったため、近隣の集落の
若者５名に罪を着せ、処刑したという物語。

45 絵本いのちの花が生まれでた!!
福岡県人
権研究所

そのだひ
さこ編

2021
部落
差別
問題

絵本「いのちの花」を教材とした実践事例集。

46 非部落民の部落問題 解放出版社
 朝治武 、黒
みどり 、内
田龍史 編

2022
部落差別
問題

部落民･部落問題と出会い、その告発を受け止め、部落差別の撤廃･部落問題の
解決の主体として自覚した非部落民の人物像を描いたもの。

47
入管問題とは何か――終わらない
〈密室の人権侵害〉

明石書店
鈴木江理
子、児玉晃
一編著

2022 外国人

今や建築･解体の現場や農漁業は外国人なしでは成立しない。インバウンドも
経済の活性化に不可欠だ。真の共生のための入管管理のありようを考える一
冊。

48
「低度」外国人材－移民焼き畑国
家、日本

KADOKAWA 安田　峰俊 2021 外国人

「ルームメイトは逃亡しました」
国からは「高度」と見なされない、圧倒的多数（外国人労働者）の世界。大宅
賞「八九六四」著者が、絶対的な弱者でも敵でもない、彼らの「現実｣に迫る
ディープルポ。

49 ヘイトスピーチと対抗報道 集英社 角南　圭祐 2021 外国人
共同通信｢ヘイト問題取材班」として、ヘイトスピーチデモの現場で取材を重
ねた著者が､メディアはそれとどのように向き合ってきたのかを検証。

50 黒い皮膚・白い仮面【新装版】 みすず書房
フランツ・
ファノン

2020 外国人

NHK　Eテレ｢１００分で名著」で紹介。
黒い皮膚への偏見から､白人との関係を理解する試み。皮膚の色に閉じ込めら
れた意識を､鮮やかに抽出する。

51
レインボーブックガイド　多様な
性と生の絵本

子どもの未
来社

草谷　桂子 2022
性的少数
者 絵本は時代を映す鏡。多様な性と生の絵本２３２冊を紹介する本。

52
トランスジェンダー問題――議論
は正義のために

明石書店
ショーン・
フェイ

2022
性的少数
者

トランスジェンダーの実態を顧みない差別的な言説が拡大される中、事実に基
づいて開かれた議論を展開する画期的な一冊。

53
LGBTの不都合な真実 活動家の言
葉を100%妄信するマスコミ報道は
公共的か

秀和システ
ム

松浦　大悟 2021
性的少数
者

メディアや識者の言論が「LGBT対異性愛者〈差別主義者）｣という善悪二元論
に陥り､いたずらに社会を分断しているのではないかという問題提起の書。
カミングアウトした元衆議院議員による魂の告白。

54 いろいろ いろんな かぞくの ほん
少年写真新
聞社

メアリ ホフ
マン著、ロ
ス アスクィ
ス 絵

2018
性的少数
者

父親が2人いる家庭、養子、ステップファミリーなど様々な形の家族の姿が、
人種や体格なども様々に描かれた絵本。

55 ジュリアンはマーメイド
サウザン
ブックス社

ジェシカ・
ラブ

2020
性的少数
者 マーメイドが大好きな男の子の絵本。

56 王さまと王さま ポット出版

リンダ・
ハーン、ス
ターン・ナ
イランド

2015
性的少数
者 恋に落ちた王子と王子が結婚し､祝福される楽しい絵本。

57 ふたりママの家で
サウザン
ブックス社

パトリシ
ア・ポラッ
コ

2018
性的少数
者

女性カップルが養子を迎え､やがてなくなるまでを描いた絵本。幸せなばかり
でなく衝突も有ること､受けた傷をどう癒やし、乗り越えるかもきちんと癒や
し、乗り越えるかもきちんと描かれています。

58 十一月のマーブル 講談社
戸森　しる
こ

2016
性的少数
者

家族を巡る秘密を抱える小学６年生の男の子が主人公で、トランスジェンダー
の男子と読み取れる親友が登場する児童書。

59 作りたい女と食べたい女 1 2021

60 作りたい女と食べたい女 2 2021

61 作りたい女と食べたい女 3 2022

62
カルトの花嫁ー宗教二世洗脳から
ぬけだすまでの２０年

合同出版 冠木　結心 2022 その他
統一教会信者となった母親の影響で入信。２度の合同結婚式で韓国人男性と結
婚･離婚。教祖の死をきっかけに洗脳から目覚める。

63
アイヌのことを考えながら北海道
を歩いてみた 失われたカムイ伝説
とアイヌの歴史

ユサブル
カベルナリ
ア　吉田

2022 その他
交流、衝突、搾取、そして今旅してみえてきた本当のアイヌを、北海道出身の
紀行作家が執筆。

KADOKAWA
ゆざきさ
かおみ

NHK　夜ドラで放送されたドラマの原作漫画
女性を取り巻く現実や女性同士の連帯、2人の間で育まれる恋愛が描かれる。

性的少数
者


