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レインボーフラッグ誕生物語
セクシュアルマイノリティの政治家
ハーヴェイ・ミルク
ロブ・サンダース∥作　スティーブン・サレルノ∥絵

日高庸晴∥訳（汐文社　2018 年 4 月）

虹色のチョーク
働く幸せを実現した町工場の奇跡
小松成美∥著（幻冬舎 2017 年 5 月）

多様性は
チカラ

みんな
ひとりひとりが、
オリジナルの力を
持っている！
のブックリスト

   著名人へのインタビューを通し

て、 外国ルーツの子どもたちの言

葉・アイデンティティの形成を追

う。自らの中に複数の文化・言語

背景を持つことで揺れ動き、葛藤

しながらも、それを肯定していく

姿が描かれている。

 　日本のチョークのシェア 50％

を占める筆頭メーカーであるとと

もに、従業員の７割が知的障がい

者で構成されている日本理化学工

業株式会社。障がいの有無にかか

わらず、働くことは喜びなのだと

気づかされる１冊。

 　ゲイであることを公表して出馬

し、公職についた最初のアメリカ

人のハーヴェイ・ミルク。彼の作っ

たセクシュアルマイノリティを誇

りとするシンボル”レインボーフ

ラッグ”は今も多くの人に希望を

与えている。

私も「移動する子ども」だった
異なる言語の間で育った子どもたちの
ライフヒストリー

川上郁雄∥編著（くろしお出版　 2010 年 5 月）
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このボタンを

クリック！
外国籍県民のための情報が充実しているほか、国際理解・

ＮＰＯ・ＮＧＯ情報や市民活動のスペースもあります。

世界の多様な文化に触れ、環境、平和など世界で起きている
様々な問題について考えることができる図書・映像・雑誌を
揃えています。子どものコーナーもあります。

環境・人権・平和・情報をテーマにした学習教材を揃えています。

ＴＥＬ : ０４５－８９６－２９７６映像ライブラリー

情報フォーラム

１人６冊３週間借りられます。

神奈川在住・在勤・在学の方は

  あーすぷらざＨＰから検索できます！
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ＴＥＬ : ０４５－８９６－２９７７

    あーすぷらざでは「国際理解」「多文化共生」「平和」「こども」をキーワードとし、専門図書館である映像ライブラリー・情報フォー
ラムもそれらに基づいた図書資料等を収集しています。

     川崎市主催の iroiroBookFair「障害の有無や国籍・文化・性別・年齢を超えてつながる、ゆたかで寛容なまちになるように、主

に次世代を担う子ども達へ向けてブックフェアを行います。」とのメッセージに共感し、展示を通して多様性の力・可能性を発信して
いきます。

ブックリスト 一覧
タ　イ　ト　ル 著　者 出版社/出版年 請求記号

1
私も「移動する子ども」だった 異なる言語
の間で育った子どもたちのライフストーリー

川上郁雄∥編著
くろしお出版
2010.5

外国人サポートコーナー

334.41/カ(多文化共生

教育（指導者向け）)

2
同級生は外国人!?多文化共生を考えよう
１～３

吉富志津代∥監修
汐文社
2018.1-
2018.3

地球市民学習コーナー

375/ヨ/1.2.3

(多文化共生)

3 多文化共生をどう捉えるか 宇都宮大学国際学部∥編
下野新聞新書
2018.1

外国人サポートコーナー

334.4/タ(多文化共生教

育（指導者向け）)

4
レインボーフラッグ誕生物語 セクシュアルマ
イノリティの政治家ハ—ヴェイ・ミルク

ロブ・サンダーズ∥作 ス
ティーブン・サレルノ∥絵
日高庸晴∥訳

汐文社
2018.4

地球市民学習コーナー

375/サ(人権)

5 先生と親のためのLGBTガイドブック 遠藤まめた∥著
合同出版
2016.7

地球市民学習コーナー

375/エ(人権)

6
多様性と出会う学校図書館 一人ひとりの自
立を支える合理的配慮へのアプローチ

野口武悟・成松一郎∥編著
読書工房
2015.7

地球市民学習コーナー

375/ノ (情報)

7
インクルーシブ教育ってどんな教育？
（インクルーシブ発想の教育シリーズ１）

青山新吾∥編集代表[ほか]
学事出版
2016.4

地球市民学習コーナー

375/イ(人権)

8
虹色のチョーク 働く幸せを実現した町工場の
奇跡

小松成美∥著
幻冬舎
2017.5

市民活動コーナー

366.28/コ(市民活動)

9 多文化社会で多様性を考えるワークブック
有田佳代子・志賀玲子・渋
谷実希〔編著〕新井久容・
新城直樹・山本冴里〔著〕

研究社
2018.12

地球市民学習コーナー

375/タ（多文化共生）

10
ユニバーサルデザインの授業づくり・学級づ
くり[小学校]

花熊曉∥編著
高槻市立五領小学校∥著

明治図書出版
2011.3

地球市民学習コーナー

375/ハ/1(人権)

11
ユニバーサルデザインと合理的配慮でつくる
授業と支援[中学校]

花熊曉∥編著
米田和子∥編著

明治図書出版
2016.9

地球市民学習コーナー

375/ハ/2(人権)

12 未来を変える目標   SDGsアイデアブック
Think the Earth∥編著
蟹江憲史∥監修

Think the
Earth
2018.5

地球市民学習コーナー

375/ミ(総合)

13
[DVD]ここには私の読める本がある 視覚障害
児のための「わんぱく文庫」
(35分)

大阪府立中央図書館,盲人情報

文化センター ,わんぱく文庫世

話人・関係者∥制作協力 ; 黒

瀬映像演出事務所

ビデオ工房
Akane 2003

地球市民学習コーナー

375/コ(人権)

14
[DVD]となりに生きる外国人 多文化共生っ
て何？
（31分）

アジア太平洋資料センター
（ＰＡＲＣ）∥制作

アジア太平洋資
料センター（Ｐ
ＡＲＣ）2006

地球市民学習コーナー

375/ト(多文化共生)


