
版元名 ジャンル 書名 著者名 本体価格

1 あけび書房 武力衝突と平和と考える本 ヒロシマを生きのびて 肥田舜太郎、林京子 2,000

2 あけび書房 差別と格差に向き合う本 福祉が人を殺すとき 寺久保光良 1,600

3 あけび書房 差別と格差に向き合う本 庶民増税によらない社会保障充富山泰一 1,500

4 あけび書房 持続可能な環境と暮らし方を人間と環境への低レベル放射能肥田舜太郎、竹野内真 3,800

5 あけび書房 持続可能な環境と暮らし方を脱原発、再生可能エネルギー中和田武 1,400

6 大月書店 平和の哲学と歴史認識を問これならわかる日本の領土紛争松竹伸幸著 1,600

7 大月書店 人間の尊厳を見つめる本 あれからの日々を数えて NHK取材班著 2,200

8 大月書店 持続可能な環境と暮らし方を福島からあなたへ 武藤類子著、森住卓写 1,200

9 大月書店 持続可能な環境と暮らし方を原発・放射能図解データ 野口邦和監修 1,800

10 大月書店 持続可能な環境と暮らし方をＧＮＨ 辻信一編著 1,800

11 凱風社 平和の哲学と歴史認識を問東アジアのアイデンティティ 李　相哲 2,200

12 凱風社 平和の哲学と歴史認識を問原水禁署名運動の誕生 丸浜　江里子 3,500

13 凱風社 人間の尊厳を見つめる本 3・11 メルトダウン 日本ビジュアル・ジャー 1,800

14 凱風社 差別と格差に向き合う本 現代奴隷制に終止符を！ ケビン・ベイルズ 2,800

15 凱風社 持続可能な環境と暮らし方を墓は心の中に 安田　睦彦 1,400

16 学習の友社 平和の哲学と歴史認識を問徹底検証　日本の軍歌 小村公次 2,400

17 学習の友社 平和の哲学と歴史認識を問学校教育と愛国心 藤田昌士 2,400

18 学習の友社 差別と格差に向き合う本 マルクスの思想を今に生かす 鰺坂 真、牧野広義　編 2,600

19 学習の友社 差別と格差に向き合う本 格差社会と大増税 　　　　　　　合田　寛 2,000

20 学習の友社 差別と格差に向き合う本 ワークルール・エグゼンプション脇田　滋　編著 1,333

21 かもがわ出版 平和の哲学と歴史認識を問沖縄とヤマト 小森陽一　編 1800予価

22 かもがわ出版 平和の哲学と歴史認識を問平和への権利を世界に 笹本潤・前田朗　編著 1,500

23 かもがわ出版 武力衝突と平和と考える本 対論　普天間基地はなくせる 伊波洋一、柳澤協ニ 600

24 かもがわ出版 武力衝突と平和と考える本 13歳からのテロ問題 加藤朗 1,600

25 かもがわ出版 人間の尊厳を見つめる本 13歳からの平和教室 浅井基文 1,600

26 現代書館 人間の尊厳を見つめる本 原発ジプシー【増補改訂版】 堀江邦夫 2,000

27 現代書館 人間の尊厳を見つめる本 障害と文学 荒井裕樹 2,200

28 現代書館 人間の尊厳を見つめる本 性別役割分業は暴力である 福岡女性学研究会　編 1900
29 現代書館 人間の尊厳を見つめる本 国家と情報 青木理・梓澤和幸・河 2200
30 現代書館 持続可能な環境と暮らし方を有機農業による社会デザイン 本野　一郎　 2200
31 現代人文社 人間の尊厳を見つめる本 死刑と向きあう裁判員のために福井 厚 2500
32 現代人文社 人間の尊厳を見つめる本 持続可能な刑事政策とは 日本犯罪社会学会、浜 1900
33 現代人文社 差別と格差に向き合う本 写らなかった戦後　ヒロシマの嘘福島菊次郎 1900
34 現代人文社 差別と格差に向き合う本 写らなかった戦後３　殺すな殺 福島菊次郎 1900
35 現代人文社 持続可能な環境と暮らし方を司法は原発とどう向きあうべき 河合弘之、冠木克彦　 1900
36 合同出版 武力衝突と平和と考える本 ぼくらのアフリカに戦争がなくな小川真吾 1300
37 合同出版 人間の尊厳を見つめる本 はやく、家にかえりたい。 ふくしま子ども未来プ 1300
38 合同出版 人間の尊厳を見つめる本 原発崩壊 樋口健二 2800
39 合同出版 人間の尊厳を見つめる本 放射性セシウムが人体に与えるYu.I.バンダジェフスキ 1800
40 合同出版 差別と格差に向き合う本 世界から飢餓を終わらせるためハンガー・フリー・ワー 1300
41 高文研 平和の哲学と歴史認識を問観光コースでないソウル 佐藤大介 1600
42 高文研 平和の哲学と歴史認識を問これだけは知っておきたい日本中塚　明 1300



43 高文研 武力衝突と平和と考える本 観光コースでない沖縄【第四版新崎盛暉・謝花直美・ 1900
44 高文研 武力衝突と平和と考える本 観光コースでない広島 澤野重男・太田武男・ 1700
45 高文研 持続可能な環境と暮らし方をフクシマと沖縄 前田哲男 1600
46 コモンズ 武力衝突と平和と考える本 写真と絵で見る北朝鮮現代史 金聖甫、奇光舒・李信 3200
47 コモンズ 武力衝突と平和と考える本 いつかロロサエの森で 南風島渉 2500
48 コモンズ 人間の尊厳を見つめる本 脱原発社会を創る30人の提言 池澤夏樹・坂本龍一・ 1500
49 コモンズ 差別と格差に向き合う本 協同で仕事をおこす 広井良典編著 1500
50 コモンズ 持続可能な環境と暮らし方を放射能に克つ農の営み 菅野正寿･長谷川浩編 1900
51 彩流社 平和の哲学と歴史認識を問ビルマ独立への道 根本敬 1800
52 彩流社 平和の哲学と歴史認識を問日本をめざしたベトナムの英雄白石昌也 1800
53 彩流社 平和の哲学と歴史認識を問日本と朝鮮半島１００年の明日朝日新聞社「百年の明 2300
54 彩流社 人間の尊厳を見つめる本 空よりも広く シンディー・マッケンジ 2800
55 彩流社 持続可能な環境と暮らし方を３・１１万葉集 復活の塔 彦坂尚嘉、五十嵐太郎 1800
56 新泉社 平和の哲学と歴史認識を問自立社会への道 筧次郎 2500
57 新泉社 人間の尊厳を見つめる本 聞き書き 震災体験 東北大学震災体験記 2000
58 新泉社 人間の尊厳を見つめる本 タイ・ビルマ　国境の難民診療所宋芳綺 1800
59 新泉社 人間の尊厳を見つめる本 新版　谷中村事件 大鹿卓 2500
60 新泉社 差別と格差に向き合う本 グローバリゼーションと発展途 スナンダ・セン 2000
61 新日本出版社 平和の哲学と歴史認識を問日本近現代史を読む 宮地　正人　監修 1800
62 新日本出版社 武力衝突と平和と考える本 本多勝一の日本論 本多　勝一 1300
63 新日本出版社 人間の尊厳を見つめる本 原発の闇 赤旗編集局 1200
64 新日本出版社 差別と格差に向き合う本 「非正規」をなくす方法 中村　和雄・脇田　滋 1600
65 新日本出版社 持続可能な環境と暮らし方をフクシマ2011、沈黙の春 八木澤　高明 2200
66 新評論 武力衝突と平和と考える本 人道的帝国主義 ジャン・ブリクモン 3200
67 新評論 差別と格差に向き合う本 フェアトレード学 渡辺龍也 3200
68 新評論 差別と格差に向き合う本 脱「国際協力」 藤岡美恵子・越田清和 2500
69 新評論 持続可能な環境と暮らし方を放射能汚染が未来世代に及ぼ綿貫礼子 編 1800
70 新評論 持続可能な環境と暮らし方をエネルギーと私たちの社会　 Ｊ・Ｓ・ノルゴー＆Ｂ・Ｌ 2000
71 同時代社 人間の尊厳を見つめる本 二つの祖国の狭間に生きる 長谷川暁子 2800
72 同時代社 人間の尊厳を見つめる本 枯れ葉剤に遭った子どもたち 細谷久美子 1900
73 同時代社 持続可能な環境と暮らし方を増補改訂版 家族で語る食卓の安斎育郎 1200
74 同時代社 持続可能な環境と暮らし方を山里の記憶① 黒沢和義 1800
75 同時代社 持続可能な環境と暮らし方を山里の記憶② 黒沢和義 1800
76 梨の木舎 平和の哲学と歴史認識を問少女たちへのプロパガンダ 長谷川　潮著　 1500
77 梨の木舎 武力衝突と平和と考える本 旅行ガイドにないアジアを歩く 高嶋伸欣・関口竜一・ 2000
78 梨の木舎 人間の尊厳を見つめる本 傷ついたあなたへ レジリエンス著 1500
79 梨の木舎 人間の尊厳を見つめる本 傷ついたあなたへ　２ レジリエンス著 1500
80 梨の木舎 差別と格差に向き合う本 母から娘へ――ジェンダーの話権仁淑　著　　中野宣 1800
81 七つ森書館 平和の哲学と歴史認識を問暗闇のなかの希望 レベッカ・ソルニット、井 2200
82 七つ森書館 人間の尊厳を見つめる本 【新装版】原発に子孫の命は売恩田勝亘 1800
83 七つ森書館 差別と格差に向き合う本 沖縄 由井晶子 1800
84 七つ森書館 持続可能な環境と暮らし方を原発震災 石橋克彦 2800
85 七つ森書館 持続可能な環境と暮らし方を【新装版】宮澤賢治をめぐる冒険高木仁三郎 1300
86 法律文化社 平和の哲学と歴史認識を問平和教育を問い直す 竹内久顕 編 2400
87 法律文化社 平和の哲学と歴史認識を問琉球独立への道 松島泰勝 著 2800
88 法律文化社 平和の哲学と歴史認識を問広島・長崎への原爆投下再考 木村　朗/ﾋﾟｰﾀｰ・ｶｽﾞﾆ 2800
89 法律文化社 武力衝突と平和と考える本 ピース・ナウ沖縄戦 石原昌家 編 2000
90 法律文化社 人間の尊厳を見つめる本 アイヌ民族の復権 貝澤耕一・丸山博・松 2300
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