
Dスクエア 蔵書リスト（ダイバーシティ全般）

No. 著者 タイトル 出版社 出版年

1 阿久澤麻理子 金子匡良 人権ってなに？ Q&A 解放出版社 2006年

2 ダイアン・J・グッドマン 真のダイバーシティをめざして 特権に無自覚なマジョリティのための
社会的公正教育

上智大学出版 2017年

3 森山至貴 10代から知っておきたい あなたを閉じこめる「ずるい言葉」 WAVE出版 2020年

4 ダイヤモンド社
Oriijin[オリイジン]  暮らす&働くわたしのココロスタイル Spring.
2017 ダイヤモンド社 2017年

5 ダイヤモンド社
Oriijin[オリイジン]  暮らす&働くわたしのココロスタイル Spring.
2018 ダイヤモンド社 2018年

6 ダイヤモンド社
Oriijin[オリイジン]  暮らす&働くわたしのココロスタイル Spring.
2019 ダイヤモンド社 2019年

7 ダイヤモンド社
Oriijin[オリイジン]  暮らす&働くわたしのココロスタイル Spring.
2020 ダイヤモンド社 2020年

8 ケイン樹里安 上原健太郎 ふれる社会学 北樹出版 2019年

9 杉田俊介 櫻井信栄 対抗言論(1) ヘイトの時代に対抗する 法政大学出版局 2019年

10 杉田俊介 櫻井信栄 対抗言論(2) 複合差別を解きほぐす 法政大学出版局 2021年

11 デラルド・ウィン・スー
日常生活に埋め込まれたマイクロアグレッション 人種、ジェンダー、
性的指向 マイノリティに向けられる無意識の差別

明石書店 2020年

12 パトリシア・ヒル・コリンズ スルマ・ビルゲ インターセクショナリティ 人文書院 2021年

13 キム・ジヘ
差別はたいてい悪意のない人がする 見えない排除に気づくための
10章 大月書店 2021年



Dスクエア 蔵書リスト（ダイバーシティ全般）

No. 著者 タイトル 出版社 出版年

14 ブレイディみかこ ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー(1) 新潮社 2019年

15 ブレイディみかこ ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー(2) 新潮社 2021年

16 有田亘 松井広志 いろいろあるコミュニケーションの社会学 北樹出版 2020年

17 武部康広 身の回りから人権を考える80のヒント 解放出版社 2020年

18 岩渕功一 多様性との対話 ダイバーシティ推進が見えなくするもの 青弓社 2021年



Dスクエア 蔵書リスト（障害領域）

No. 著者 タイトル 出版社 出版年

1 DPI日本会議 知っていますか？ 障害者の権利 一問一答 解放出版社 2016年

2 荒井裕樹 障害者差別を問いなおす 筑摩書房 2020年

3 川島聡 飯野由里子 西倉実季 星加良司 合理的配慮 対話を開く、対話が拓く 有斐閣 2016年

4 綾屋沙月 熊谷晋一郎 つながりの作法 同じでもなく違うでもなく NHK出版 2010年

5 石川准 長瀬修 障害学への招待 社会、文化、ディスアビリティ 明石書店 1999年

6 木村晴美 市田泰弘 はじめての手話 初歩からやさしく学べる手話の本 生活書院 2014年

7 クレイグ・サーマン カレン・ウェイントラーブ 
ティム・ビルキー

ハーバード式 大人のADHDパーフェクトガイド 法研 2015年

8 ジュリー・ダシェ マドモワゼル・カロリーヌ 見えない違い 私はアスペルガー 花伝社 2018年

9 デフサポートおおさか 知っていますか？ 聴覚障害者とともに 一問一答 解放出版社 2007年

10 楠敏雄 三上洋 西尾元秀 知っていますか？ 視覚障害者とともに 一問一答 解放出版社 2007年

11 尾家宏昭 伊藤善規 知っていますか？ 色覚問題と人権 一問一答 解放出版社 2004年

12 「知っていますか?精神障害者問題一問一答」
編集委員会

知っていますか？ 精神障害者問題 一問一答 第3版 解放出版社 2004年

13 特定非営利活動法人国際ビフレンダーズ大阪
自殺防止センター 知っていますか？ 自殺・自死防止と支援 一問一答 解放出版社 2014年



Dスクエア 蔵書リスト（障害領域）

No. 著者 タイトル 出版社 出版年

14 西川京子 知っていますか？ 薬物依存症 一問一答 解放出版社 2014年

15 西川京子 知っていますか？ ギャンブル依存 一問一答 解放出版社 2014年

16 大今良時 聲の形(1) 講談社 2013年

17 大今良時 聲の形(2) 講談社 2014年

18 大今良時 聲の形(3) 講談社 2014年

19 大今良時 聲の形(4) 講談社 2014年

20 大今良時 聲の形(5) 講談社 2014年

21 大今良時 聲の形(6) 講談社 2014年

22 大今良時 聲の形(7) 講談社 2014年

23 綾屋沙月 熊谷晋一郎 発達障害当事者研究 ゆっくりていねいにつながりたい 医学書院 2008年

24 スナウラ・テイラー 荷を引く獣たち 動物の解放と障害者の解放 洛北出版 2020年

25 生井久美子 ゆびさきの宇宙 福島智・盲ろうを生きて 岩波書店 2015年

26 石川准 倉本智明 障害学の主張 明石書店 2002年



Dスクエア 蔵書リスト（障害領域）

No. 著者 タイトル 出版社 出版年

27 矢吹康夫 私がアルビノについて調べ考えて書いた本 当事者から始める社会
学

生活書院 2017年

28 森壮也 佐々木倫子 手話を言語と言うのなら ひつじ書房 2016年

29 「障害者のリアルに迫る」東大ゼミ 障害者のリアル×東大生のリアル ぶどう社 2016年

30 小林洋子 ろう女性学入門 誰一人取り残さないジェンダーインクルーシブな社
会を目指して

生活書院 2021年

31 「支援」編集委員会 支援(11) 生活書院 2021年

32 荒井裕樹 まとまらない言葉を生きる 柏書房 2021年

33 伊藤亜紗 目の見えない人は世界をどう見ているのか 光文社 2015年

34 齋藤陽道 異なり記念日 医学書院 2018年

35 村中直人 ニューロダイバーシティの教科書 多様性尊重社会へのキーワード 金子書房 2020年

36 二本柳覚 これならわかる スッキリ図解 障害者総合支援法 翔泳社 2018年

37 長津結一郎 舞台の上の障害者 境界から生まれる表現 九州大学出版会 2018年

38 樋口直美 誤作動する脳 医学書院 2020年

39 井上雄彦 リアル(1) 集英社 2001年



Dスクエア 蔵書リスト（障害領域）

No. 著者 タイトル 出版社 出版年

40 井上雄彦 リアル(2) 集英社 2002年

41 井上雄彦 リアル(3) 集英社 2003年

42 井上雄彦 リアル(4) 集英社 2004年

43 井上雄彦 リアル(5) 集英社 2005年

44 井上雄彦 リアル(6) 集英社 2006年

45 井上雄彦 リアル(7) 集英社 2007年

46 井上雄彦 リアル(8) 集英社 2008年

47 井上雄彦 リアル(9) 集英社 2009年

48 井上雄彦 リアル(10) 集英社 2010年

49 井上雄彦 リアル(11) 集英社 2011年

50 井上雄彦 リアル(12) 集英社 2012年

51 井上雄彦 リアル(13) 集英社 2013年

52 井上雄彦 リアル(14) 集英社 2014年



Dスクエア 蔵書リスト（障害領域）

No. 著者 タイトル 出版社 出版年

53 井上雄彦 リアル(15) 集英社 2020年

54 上農正剛 たったひとりのクレオール 聴覚障害児教育における言語論と障害
認識

ポット出版 2003年

55 山本おさむ 「どんぐりの家」のデッサン 岩波現代文庫 2018年

56 天畠大輔 〈弱さ〉を〈強み〉に 突然複数の障がいをもった僕ができること 岩波新書 2021年

57 全国視覚障害者情報提供施設協会 点訳のてびき 全国視覚障害者情報提
供施設協会 2019年



Dスクエア 蔵書リスト（ジェンダー・セクシュアリティ領域）

No. 著者 タイトル 出版社 出版年

1 加藤秀一 石田仁 海老原暁子 図解雑学 ジェンダー ナツメ社 2005年

2 養父知美 牟田和恵 知っていますか？ セクシュアル・ハラスメント 一問一答 解放出版社 2008年

3 船橋邦子 知っていますか？ ジェンダーと人権 解放出版社 2006年

4 亀井明子 知っていますか？ スクール･セクシュアル･ハラスメント 一問一答 解放出版社 2004年

5 友田尋子 安森由美 山崎裕美子 知っていますか？ 女性とストレス 一問一答 解放出版社 2001年

6 レイチェル・ギーザ ボーイズ 男の子はなぜ「男らしく」育つのか
ディスクユニオ
ン 2019年

7 シオリーヌ CHOICE 自分で選びとるための「性」の知識
イースト・プレ
ス 2020年

8 太田啓子 これからの男の子たちへ 「男らしさ」から自由になるためのレッスン 大月書店 2020年

9 田房永子 エトセトラ フェミマガジン(1) エトセトラブック
ス 2019年

10 山内マリコ 柚木麻子 エトセトラ フェミマガジン(2) エトセトラブック
ス 2019年

11 長田杏奈 エトセトラ フェミマガジン(3) エトセトラブック
ス 2020年

12 石川優実 エトセトラ フェミマガジン(4) エトセトラブック
ス 2020年

13 シモーヌ編集部 シモーヌ 雑誌感覚で読めるフェミニズム入門ブック(1) 現代書館 2019年



Dスクエア 蔵書リスト（ジェンダー・セクシュアリティ領域）

No. 著者 タイトル 出版社 出版年

14 シモーヌ編集部 シモーヌ 雑誌感覚で読めるフェミニズム入門ブック(2) 現代書館 2020年

15 シモーヌ編集部 シモーヌ 雑誌感覚で読めるフェミニズム入門ブック(3) 現代書館 2020年

16 神谷悠一 松岡宗嗣 LGBTとハラスメント 集英社 2020年

17 LGBTER LGBTと家族のコトバ 双葉社 2018年

18 大塚隆史 城戸健太郎 LGBTのひろば 日本評論社 2017年

19 城戸健太郎 LGBTのひろば ゲイの出会い編 日本評論社 2020年

20 ジェローム・ポーレン LGBTヒストリーブック 絶対に諦めなかった人々の100年の闘い
サウザンブック
ス社 2019年

21 森山至貴 LGBTを読みとく クィア・スタディーズ入門 筑摩書房 2017年

22 針間克己 LGBT専門医が教える心・体そして老後大全 わかさ出版 2020年

23 Label X Xジェンダーって何？ 日本における多様な性のあり方 緑風出版 2016年

24 遠藤まめた オレは絶対にワタシじゃない トランスジェンダー逆襲の記 はるか書房 2018年

25 Ryoji 砂川秀樹 カミングアウト・レターズ 子どもと親、生徒と教師の往復書簡 太郎次郎社 2007年

26 よしながふみ きのう何食べた？(1) 講談社 2007年



Dスクエア 蔵書リスト（ジェンダー・セクシュアリティ領域）

No. 著者 タイトル 出版社 出版年

27 よしながふみ きのう何食べた？(2) 講談社 2008年

28 よしながふみ きのう何食べた？(3) 講談社 2009年

29 よしながふみ きのう何食べた？(4) 講談社 2010年

30 よしながふみ きのう何食べた？(5) 講談社 2011年

31 よしながふみ きのう何食べた？(6) 講談社 2012年

32 よしながふみ きのう何食べた？(7) 講談社 2012年

33 よしながふみ きのう何食べた？(8) 講談社 2013年

34 よしながふみ きのう何食べた？(9) 講談社 2014年

35 よしながふみ きのう何食べた？(10) 講談社 2015年

36 よしながふみ きのう何食べた？(11) 講談社 2015年

37 よしながふみ きのう何食べた？(12) 講談社 2016年

38 よしながふみ きのう何食べた？(13) 講談社 2017年

39 よしながふみ きのう何食べた？(14) 講談社 2018年



Dスクエア 蔵書リスト（ジェンダー・セクシュアリティ領域）

No. 著者 タイトル 出版社 出版年

40 よしながふみ きのう何食べた？(15) 講談社 2019年

41 よしながふみ きのう何食べた？(16) 講談社 2019年

42 よしながふみ きのう何食べた？(17) 講談社 2020年

43 田中玲 トランスジェンダー・フェミニズム インパクト出版
会 2006年

44 石田仁 はじめて学ぶLGBT 基礎からトレンドまで ナツメ社 2019年

45 遠藤まめた ひとりひとりの「性」を大切にする社会へ 新日本出版社 2020年

46 みっつん ふたりぱぱ ゲイカップル、代理母出産の旅に出る 現代書館 2019年

47 石川大我 ボクの彼氏はどこにいる？ 講談社 2009年

48 深海菊絵 ポリアモリー 複数の愛を生きる 平凡社 2015年

49 松中権 LGBT初級講座 まずは、ゲイの友だちをつくりなさい 講談社 2015年

50 風間孝 河口和也 教養のためのセクシュアリティ・スタディーズ 法律文化社 2018年

51 ジュリー・ソンドラ・デッカー 見えない性的指向 アセクシュアルのすべて 誰にも性的魅力を感じ
ない私たちについて

明石書店 2019年

52 渡辺大輔 性の多様性ってなんだろう？ 平凡社 2018年



Dスクエア 蔵書リスト（ジェンダー・セクシュアリティ領域）

No. 著者 タイトル 出版社 出版年

53 KAITO 青のフラッグ(1) 集英社 2017年

54 KAITO 青のフラッグ(2) 集英社 2017年

55 KAITO 青のフラッグ(3) 集英社 2017年

56 KAITO 青のフラッグ(4) 集英社 2018年

57 KAITO 青のフラッグ(5) 集英社 2018年

58 KAITO 青のフラッグ(6) 集英社 2019年

59 KAITO 青のフラッグ(7) 集英社 2019年

60 KAITO 青のフラッグ(8) 集英社 2020年

61 遠藤まめた 先生と親のためのLGBTガイド もしあなたがカミングアウトされたなら 合同出版 2016年

62 屋鋪恭一 鮎川葉子 知っていますか？ AIDSと人権 一問一答 第3版 解放出版社 1999年

63 田亀源五郎 弟の夫(1) 双葉社 2015年

64 田亀源五郎 弟の夫(2) 双葉社 2016年

65 田亀源五郎 弟の夫(3) 双葉社 2016年



Dスクエア 蔵書リスト（ジェンダー・セクシュアリティ領域）

No. 著者 タイトル 出版社 出版年

66 田亀源五郎 弟の夫(4) 双葉社 2017年

67 風間孝 河口和也 同性愛と異性愛 岩波書店 2010年

68 南和行 同性婚 私たち弁護士夫夫です 祥伝社 2015年

69 村木真紀 虹色チェンジメーカー LGBTQ視点が職場と社会を変える 小学館 2020年

70 小野春 母ふたりで“かぞく”はじめました。 講談社 2020年

71 室井舞花 恋の相手は女の子 岩波書店 2016年

72 チョ・ナムジュ 82年生まれ、キム・ジヨン 筑摩書房 2018年

73 国立歴史民俗博物館 性差の日本史 (財)歴史民俗
博物館振興会

2020年

74 堀越英美 女の子は本当にピンクが好きなのか 河出書房新社 2019年

75 砂川秀樹 カミングアウト 朝日新聞出版 2018年

76 七崎良輔 僕が夫に出会うまで 文藝春秋 2019年

77 杉山文野 元女子高生、パパになる 文藝春秋 2020年

78 星賢人 自分らしく働く LGBTの就活・転職の不安が解消する本 翔泳社 2020年



Dスクエア 蔵書リスト（ジェンダー・セクシュアリティ領域）

No. 著者 タイトル 出版社 出版年

79 中央大学人文学科学研究所 愛の技法 クィア・リーディングとは何か
中央大学出版
部 2013年

80 中央大学人文学科学研究所 読むことのクィア 続愛の技法
中央大学出版
部 2019年

81 志村貴子 放浪息子(1) エンターブレイ
ン 2003年

82 志村貴子 放浪息子(2) エンターブレイ
ン 2004年

83 志村貴子 放浪息子(3) エンターブレイ
ン 2005年

84 志村貴子 放浪息子(4) エンターブレイ
ン 2005年

85 志村貴子 放浪息子(5) エンターブレイ
ン 2006年

86 志村貴子 放浪息子(6) エンターブレイ
ン 2007年

87 志村貴子 放浪息子(7) エンターブレイ
ン 2008年

88 志村貴子 放浪息子(8) エンターブレイ
ン 2008年

89 志村貴子 放浪息子(9) エンターブレイ
ン 2009年

90 志村貴子 放浪息子(10) エンターブレイ
ン 2010年

91 志村貴子 放浪息子(11) エンターブレイ
ン 2011年



Dスクエア 蔵書リスト（ジェンダー・セクシュアリティ領域）

No. 著者 タイトル 出版社 出版年

92 志村貴子 放浪息子(12) エンターブレイ
ン 2011年

93 志村貴子 放浪息子(13) エンターブレイ
ン 2012年

94 志村貴子 放浪息子(14) エンターブレイ
ン 2013年

95 志村貴子 放浪息子(15) エンターブレイ
ン 2013年

96 総合女性史学会 ジェンダー分析で学ぶ女性史入門 岩波書店 2021年

97 青弓社編集部 「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 2021年

98 パク・ウンジ
フェミニストってわけじゃないけど、どこか感じる違和感について 言
葉にならないモヤモヤを1つ1つ「全部」整理してみた

ダイヤモンド社 2021年

99 佐藤文香
ジェンダーについて大学生が真剣に考えてみた あなたがあなたらし
くいられるための29問 明石書店 2019年

100 小島あゆみ ALLYになりたい わたしが出会ったLGBTQ+の人たち かもがわ出版 2021年

101 松岡宗嗣 あいつゲイだって アウティングはなぜ問題なのか？ 柏書房 2021年

102 リーヴ・ストロームクヴィスト 禁断の果実 女性の身体と性のタブー 花伝社 2018年

103 よしながふみ きのう何食べた？(18) 講談社 2021年

104 よしながふみ きのう何食べた？(19) 講談社 2021年



Dスクエア 蔵書リスト（ジェンダー・セクシュアリティ領域）

No. 著者 タイトル 出版社 出版年

105 イ・ミンギョン 私たちにはことばが必要だ フェミニストは黙らない タバブックス 2018年

106 ベル・フックス フェミニズムはみんなのもの 情熱の政治学
エトセトラブック
ス 2020年

107 シンジア・アルッザほか 99%のためのフェミニズム宣言 人文書院 2020年

108 シモーヌ編集部 シモーヌ 雑誌感覚で読めるフェミニズム入門ブック(4) 現代書館 2021年

109 シモーヌ編集部 シモーヌ 雑誌感覚で読めるフェミニズム入門ブック(5) 現代書館 2021年

110 上間陽子 海をあげる 筑摩書房 2020年

111 上間陽子 裸足で逃げる 沖縄の夜の街の少女たち 太田出版 2017年

112 小山内園子・すんみ エトセトラ フェミマガジン(5) エトセトラブック
ス 2021年

113 井谷聡子 エトセトラ フェミマガジン(6) エトセトラブック
ス 2021年

114 菅野優香 クィア・シネマ・スタディーズ 晃洋書房 2021年

115 新井祥 LGBTだけじゃない！「性別」のハナシ ぶんか社 2016年

116 新井祥 オレの周りの“性別が、ない！”人たち 新井祥のセクマイ交遊録 ぶんか社 2013年

117 濱野ちひろ 聖なるズー 集英社 2019年



Dスクエア 蔵書リスト（ジェンダー・セクシュアリティ領域）

No. 著者 タイトル 出版社 出版年

118 鎌谷悠希 しまなみ誰そ彼 (1) 小学館 2015年

119 鎌谷悠希 しまなみ誰そ彼 (2) 小学館 2016年

120 鎌谷悠希 しまなみ誰そ彼 (3) 小学館 2017年

121 鎌谷悠希 しまなみ誰そ彼 (4) 小学館 2018年

122 吉田恵里香 恋せぬふたり NHK出版 2022年

123 清水晶子 フェミニズムってなんですか？ 文藝春秋 2022年

124 反「女性差別カルチャー」読本制作委員会 反「女性差別カルチャー」読本 タバブックス 2022年

125 現代思想第49巻第10号 青土社 2021年

126 宮川直己 LGBTQの働き方をケアする本 自由国民社 2022年

127 パフスクール 日本Lばなし 日本のレズビアンの過去・現在・未来をつなぐ パフスクール 2017年

128 パフスクール 日本Lばなし第2集 日本のレズビアンの過去・現在・未来をつなぐ パフスクール 2022年

129 年森瑛 N/A 文藝春秋 2022年

130 セイシル製作チーム セイシル 知ろう、話そう、性のモヤモヤ 10代のための性教育バイブ
ル

KADOKAWA 2021年



Dスクエア 蔵書リスト（ジェンダー・セクシュアリティ領域）

No. 著者 タイトル 出版社 出版年

131 神谷悠一 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 2022年

132 ゆざきさかおみ 作りたい女と食べたい女 (1) KADOKAWA 2021年

133 ゆざきさかおみ 作りたい女と食べたい女 (2) KADOKAWA 2021年



Dスクエア 蔵書リスト（グローバル領域）

No. 著者 タイトル 出版社 出版年

1 川瀬俊治 郭辰雄(編著) 知っていますか？ 在日コリアン 一問一答 解放出版社 2014年

2 丹羽雅雄 知っていますか？ 移住労働者とその家族の人権  一問一答 解放出版社 2011年

3 上村英明 知っていますか？ アイヌ民族 一問一答 新版 解放出版社 2008年

4 金城実 知っていますか？ 沖縄 一問一答 第2版 解放出版社 2003年

5 高松里 日本に住む外国人留学生 Q&A 解放出版社 2005年

6 金明秀 レイシャルハラスメントQ&A 職場、学校での人種・民族的嫌がらせ
を防止する

解放出版社 2018年

7 外国人人権法連絡会 日本における外国人・民族的マイノリティ人権白書 2020年 外国人人権法連絡
会 2020年

8 庵功雄 やさしい日本語 多文化共生社会へ 岩波書店 2016年

9 温又柔 「国語」から旅立って 新曜社 2019年

10 金村詩恩 私のエッジから観ている風景 日本籍で、在日コリアンで ぶなのもり 2017年

11 ビルギット・ヴァイエ(著) 山口侑紀(訳) マッドジャーマンズ ドイツ移民物語 花伝社 2017年

12 リアド・サトゥフ(作) 鵜野孝紀(訳) 未来のアラブ人(1) 中東の子ども時代(1978-1984) 花伝社 2019年

13 リアド・サトゥフ(作) 鵜野孝紀(訳) 未来のアラブ人(2) 中東の子ども時代(1984-1985) 花伝社 2019年



Dスクエア 蔵書リスト（グローバル領域）

No. 著者 タイトル 出版社 出版年

14 リアド・サトゥフ(作) 鵜野孝紀(訳) 未来のアラブ人(3) 中東の子ども時代(1985-1987) 花伝社 2019年

15 カルロス・スポットルノ(写真) ギジェルモ・アブ
リル(文) 上野貴彦(訳) 亀裂 欧州国境と難民 花伝社 2019年

16 李里花(編著) 朝鮮籍とは何か トランスナショナルの視点から 明石書店 2021年

17 難民支援協会(編著) 海を渡った故郷の味 トゥーヴァージンズ 2020年

18 下地ローレンス吉孝 「ハーフ」ってなんだろう？ あなたと考えたいイメージと現実 平凡社 2021年

19 星野ルネ アフリカ少年が日本で育った結果 朝日新聞出版 2018年

20 清原悠(編) レイシズムを考える 共和国 2021年

21 上原善広 被差別のグルメ 新潮社 2015年

22 徐京植 在日朝鮮人ってどんなひと？ 平凡社 2012年

23 マルジャン・サトラピ ペルセポリス(1) イランの少女マルジ バジリコ 2005年

24 マルジャン・サトラピ ペルセポリス(2) マルジ、故郷に帰る バジリコ 2005年

25 ゼロカルカーレ コバニ・コーリング 花伝社 2020年

26 バヴア だれも知らないイスラエル 「究極の移民国家」を生きる 花伝社 2021年



Dスクエア 蔵書リスト（グローバル領域）

No. 著者 タイトル 出版社 出版年

27 ヌリア・タマリット 2枚のコイン アフリカで暮らした3か月 花伝社 2021年

28 角岡伸彦 はじめての部落問題 文藝春秋 2005年

29 長沢栄治 13歳からのイスラーム かもがわ出版 2021年

30 中川 裕 アイヌ文化で読み解く「ゴールデンカムイ」 集英社 2019年

31 望月優大 ふたつの日本 「移民国家」の建前と現実 講談社 2019年

32 庵功雄・岩田一成・佐藤琢三・桝田直美(編著) 〈やさしい日本語〉と多文化共生 ココ出版 2019年

33 滝澤三郎(編著) 世界の難民をたすける30の方法 合同出版 2018年

34 ジーン・ルエン・ヤン(作) 椎名ゆかり(訳) アメリカン・ボーン・チャイニーズ アメリカ生まれの中国人 花伝社 2020年

35 陣野俊史 魂の声をあげる 現代史としてのラップ・フランセ アプレミディ 2022年


