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分類 分類    テーマ：絵本作家・いもんのりこ『あいちゃんの

　　　　 　まもりぼし』原画展・子どもの権利条約

分類 分類

イラスト版子どもの権利
子どもとマスターする50の権利学習

合同出版 2006
世界中の子どもの権利をまもる30の方法
だれひとり置き去りにしない！

合同出版 2019

ティラー・Ｊ・マッツェオ/著
羽田 詩津子/訳

喜多 明人、浜田 進士、山本 克彦、安部 芳絵/著 369.4　イ 国際こども権利センター、甲斐田 万智子/編、荒牧 重人/監修 369.4　セ

子どもの権利条約を知る

イレナの子供たち
2500人のユダヤ人の子供た
ちを救った勇気ある女性の
物語

東京
創元社

2019 暴力は絶対だめ！ 岩波書店 2015

289.3　セ
アストリッド・リンドグレーン/[述]
石井 登志子/訳 367.3　リ

日本実業出版社 2019 学習　子どもの権利条約 日本評論社 1998

石井 光太/著 YA　367.6　イ 子どもの権利条約ネットワーク/編、喜多 明人/［ほか］著 369.4　ガ

どうしたらいいかわからない
君のための人生の歩きかた図鑑

〈逐条解説〉子どもの権利条約 日本評論社 2009 ハンディのある子どもの権利 岩波書店 2004

喜多 明人、森田 明美、広沢 明、荒牧 重人/編 369.4　チ 小笠 毅/編 369.4　ハ

少年のための少年法入門 旬報社 2022 子どもの権利条約と障害児
分けられない、差別されないために

現代書館 1992

山下 敏雅、牧田 史、西野 優花/監修 YA　327.8　シ 子どもの権利条約の趣旨を徹底する研究会/編 369.4　コ

中野区立中央図書館 企画展示

Child Workers ㏌ Nepal Concerned Center/編,矢野 好子/訳 366.3　ネ 鈴木 庸裕、住友 剛、桝屋 二郎/編著、葛岡 道男/[ほか著］ 371.4　イ

はじめまして、子どもの権利条約
改訂版

東海教育研究所 2021

「子どもの権利」いくつ知っていますか？

ネパールの働く子どもたち
はた織りに隠された悲惨

明石書店 1995 「いじめ防止対策」と子どもの権利
いのちをまもる学校づくりをあきらめない

かもがわ出版 2020

うばわないで！子ども時代
気晴らし・遊び・文化の権利（子どもの権利条約第31条）

新日本出版社 2012 展示期間：令和4年 7月30日(土)～8月31日(水)
/ 10月2日(日)～11月24日(木)

川名 はつこ/監修、チャーリー・ノーマン/イラスト 369.4　ハ 増山 均、齋藤 史夫/編著 371.4　ウ

371.4　コ

児童労働
働かされる子どもたち

リブリオ出版 2008 子どものいじめ問題ハンドブック
発見・対応から予防まで

ヴィヴィアナ・マッツァ/著、横山 千里/訳 YA　289.2　マ 日本弁護士連合会子どもの権利委員会/編著 369.4　コ

武器より一冊の本をください
少女マララ・ユスフザイの祈り

金の星社 2013 子どもの権利ガイドブック　第2版 明石書店 2017

明石書店 2015

中野区立中央図書館　03-5340-5070
アムネスティ・インターナショナル日本/編著 YA　369.4　コ 荒牧 重人/［ほか]編 369.4　ガ

子どもの人身売買
売られる子どもたち

リブリオ出版 2008 外国人の子ども白書　第2版
権利・貧困・教育・文化・国籍と共生の視点から

明石書店 2022

展示場所：中野区立中央図書館　大型図書コーナー

　 テーマ：コルチャック先生・子どもの権利条約

アムネスティ・インターナショナル日本/編著 YA　366.3　ジ 日本弁護士連合会子どもの権利委員会/編著

ポーランド人、イレナ・センドレル

は第二次世界大戦中に2500人以上のユ

ダヤ人の子供を脱出させる救出活動を

行いました。助けられたユダヤ人の子

供たちのインタビューから描き上げた

感動的なノンフィクション。

『長くつ下のピッピ』を生んだ作家

アストリッド・リンドグレーン。彼女

が子どもへの暴力について1978年ドイ

ツ書店協会平和賞授賞式で強く訴えた

スピーチが本となりました。

おとなよう



分類 分類 分類

分類 分類 分類

分類 分類 分類

分類 分類 分類

分類 分類 分類

分類 分類 分類

分類 分類 分類

分類 分類 分類

分類 分類 分類

分類 分類 分類

ヤヌシュ・コルチャック その他の権利関係

子どものための
コルチャック先生

ポプラ社 2010
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

子どもの
未来社

2016
いじめられている君へ
いじめている君へ
いじめを見ている君へ 完全版

朝日新聞
出版

2012

井上 文勝/著 灰　289　コ QWRC、徳永 桂子/著 YA　367.9　ト 朝日新聞社/編、秋元 才加/[ほか]著 YA　371.4　イ

コルチャックと「子どもの権利」の源流 子どもの未来社 2019 LGBTを読みとく
クィア・スタディーズ入門

筑摩書房 2017 子どもの貧困
未来へつなぐためにできること

水曜社 2018

369.4　ツ 森山 至貴/著 　367.9　モ 渡辺 由美子/著 369.4　ワ

コルチャック
私だけ助かるわけにはいかない！

ほるぷ出版 1994 ピンクがすきってきめないで 講談社 2010 不登校に陥る子どもたち
「思春期のつまづき」から抜け出すためのプロセス

合同出版 2021

塚本 智宏/著

モニカ・ペルツ/著、酒寄 進一/訳 灰　289　コ ナタリー・オンス/文、イリヤ・グリーン/絵、とき ありえ/訳 黄緑　E　グリ 成重 竜一郎/著 371.4　ナ

“子どもに”ではなく“子どもと”
コルチャック先生の子育て・教育メッセージ

かりん舎 2018
居場所づくりにいま必要なこと
子ども・若者の生きづらさに寄りそう

明石書店 2019 いじめを生む教室
子どもを守るために知っておきたいデータと知識

PHP研究所 2018

塚本 智宏/著 370.4　ツ 柳下 換、高橋 寛人/編書、鈴木 健/[ほか]著 369.4　イ 荻上 チキ/著 新書　371.4　オ

ぼくたちに翼があったころ
コルチャック先生と１０７人の子どもたち

福音館書店 2015 自閉症の僕が跳びはねる理由 1・2 KADOKAWA 2016 子どもを救ういじめが終わる方程式 学事出版 2020

タミ・シェム＝トヴ/作、樋口 範子/訳、岡本 よしろう/画 桃　929　シ 東田 直樹/著 文庫　378　ヒ 品田 奈美/著 371.4　シ

子どものための美しい国 晶文社 1988 発達障害
生きづらさを抱える少数派の「種族」たち

SBクリエイティブ 2018 学校に行きたくない君へ　続
大先輩たちが語る生き方のヒント。

ポプラ社 2020

ヤヌシュ・コルチャック/著、中村 妙子/訳 989　コ 本田 秀夫/著 新書　493.7　ホ 全国不登校新聞社/編 YA　371.4　ガ ２

コルチャック先生
子どもの権利条約の父

講談社 2011 君たちはどう生きるか 岩波書店 2006 子どもと貧困　増補版 朝日新聞出版 2018

灰　289　コ 吉野 源三郎/著 　159.5　ヨ 朝日新聞取材班/著  369.4　コ

コルチャック先生
子どもの権利を求めて

汐文社 2015
こどもSDGs
なぜSDGsが必要なのかがわかる本

カンゼン 2020 児童虐待
現場からの提言

岩波書店 2006

トメク・ボガツキ/作、柳田 邦男/訳

秋山 宏次郎/監修、バウンド/著 赤　333　コ 川崎 二三彦/著 新書　367.6　カ

コルチャック子どもの権利の尊重
子どもはすでに人間である

子どもの未来社 2004 漂流児童
福祉施設の最前線をゆく

潮出版社 2018 子ども虐待 講談社 2010

フィリップ・メリュ/原作、ペフ/絵、高野 優/[ほか]訳 灰　289　コ

289.3　コ 喜多 明人/監修 赤　369　コ 杉山 春/著 新書　367.6　ス

塚本 智宏/著 369.4　コ 石井 光太/著 369.4　イ 西澤 哲/著 新書　367.6　ニ

窓の向こう
ドクトル・コルチャックの生涯

石風社 2021 2021 児童虐待から考える
社会は家族に何を強いてきたか

朝日新聞出版 2017子どもへのハラスメント
正しく知って、人権を守ろう！

PHP研究所

アンナ・チェルヴィンスカ-リデル/著、田村 和子/訳

「ふつうってなに？」

「性ってなに？」

中高生から実際に出た質問にQ＆A方

式で答えながら、性について考えてい

きます。相談先の一覧も掲載。

教育者として、また哲学者や文学者

として知られるコルチャック先生。

ユダヤ人の孤児たちとトレブリンカ

収容所で亡くなるまでの生涯を写真と

ともに辿ります。

さかなクン、あさのあつこ、石田衣

良、内藤大助ほか、著名人63人からの

命のメッセージ。

『朝日新聞』『朝日新聞デジタル』

に掲載したものを加筆・修正し、単行

本にしました。


