2018.5.8 作成:図書館利用支援課

世界子ども救援キャンペーン報道写真展に関連する本学所蔵図書リスト
当リストは、「世界子ども救援キャンペー人報道写真展」の開催趣旨に鑑み、4つのキーワード（①児童の権利、②国際児童年、③児童労働、④毎日新聞かつ人権）を
切り口に検索した結果を取りまとめたものです。皆さん方の読書の一助となりましたら幸いです。
キーワード①： 児童の権利
No.
資料名
1

配架場所

衣笠 平井嘉一郎記念図書館 2階
児童の権利条約 : 逐条解説 / 波多野里望 閲覧室 和図書

著

朱雀 リサーチライブラリー
＜指定図書＞

児童の権利に関する条約 = Convention on
衣笠 平井嘉一郎記念図書館
2 the rights of the child 改訂版.外務省国際 2階 閲覧室 和図書
社会協力部人権人道課,2005.3.

請求記号

資料番号
12000576825

369.4/H42
11000475104

316.1/G15

12000774600

児童福祉を学ぶ : 児童の権利擁護の視点
朱雀 リサーチライブラリー
3 から / 水田和江, 井村圭壯編著 ; 村田恵子 <図書>
[ほか] 共著第3版.学文社,2002.11.

369.4/MI 97

01310058775

すべての子どもに人権を : 児童の権利に関
する条約(子どもの権利条約) : 人権協結成
衣笠 国際平和ミュージアム博物館
4 25年を記念して大人からのメッセージ/ 豊 刊行物
中市人権教育推進委員協議会, 豊中市教
育委員会編

369.4/TO 88

9610044013

衣笠 平井嘉一郎記念図書館 自動

5

児童の権利条約 : その内容・課題と対応 / 書庫
石川稔,森田明編

00114046750
369.4/I 76

衣笠 修学館 修学館書庫

04110811843

衣笠 平井嘉一郎記念図書館 自動
書庫

05110503783
04110794365

衣笠 修学館 修学館書庫

6

児童の権利条約 : 逐条解説 / 波多野里望
著,有斐閣,1994.12.
朱雀 リサーチライブラリー <指定図

369.4/H 42
11000122797

書>
衣笠 研究所書庫 (人間科学研究
所)

7

児童の権利条約 : 21世紀を新「子どもの世
紀」に / 下村哲夫編著,時事通信社,1991.4.

00113367715
369.4/SH 53
04110708631

修学館 修学館書庫

10

児童の権利 / 佐藤進編,ミネルヴァ書
房,1976.2.

配架場所

1994年5月発効。読者の目的別に使い分けができる解説書。用語解説（各条文の
用語の意味を詳解）言葉に関心がある方へ。わが国の対応（現場への影響や、具体
的な対応についての考察）身にふりかかる火の粉が気になる方へ。コメント起草過程
における議論などを詳しく知りたいプロの方へ。

本書は、児童の権利条約が、わが国の家庭、学校、社会を通じて、子どもたちに何
をもたらし、子どもたちの現状をどう変えようとしているか、をなるべく具体的に示そう
と試みた。この条約の仕組みをどうとらえるか、いま世界の子どもたちがどういう状態
にあるか、この条約がどのような経緯で生まれたか、についても触れてある。

04820506293
00112383774
369.4/SE 17

04110551614
00112836616
00111268461

371.45/J 48
04110356337

衣笠 修学館 修学館書庫

キーワード②： 国際児童年
No.
資料名

本書は、1989年11月国連総会で採択され、1994年4月にわが国も批准した「児童
の権利に関する条約」に関して、理論と実務の双方から論点ごとに検討を加えた研
究成果を一巻に編んだものである。

04820506293

OIC 3F和図書
衣笠 平井嘉一郎記念図書館 自動
書庫

本書では、児童の発達や福祉に関わり、子どもたちと共に未来を築いていこうとす
る人びとに、今、子どもたちを取り巻く社会がどのような状態にあるのかを知らせ、わ
れわれの果たすべき役割はなにかを共に考えていこうと試みたものである。

369.4/G 34

BKCメディアセンター 自動書庫

世紀をひらく児童の権利保障 : 児童扶養手
9 当制度を考える / 「世紀をひらく児童の権 衣笠 修学館 修学館書庫
利保障」を出版する会編,1985.7.

平成17年第162回国会にて成立した法律まで織り込んだ最新版！読者の目的別に
使い分けができる解説書。

09110019327

メディアセンター 自動書庫

教育問題子供の権利 / 西山哲治[著].児童
BKCメディアセンター 自動書庫
愛護と子供の権利 / 松野勝太郎[著] . 児童
8
の権利 / 田村直臣[著]，日本図書センタ衣笠 修学館 修学館書庫
,1986.10.

日外アソシエイツ『BOOKPLUS』より（あらすじ）など

請求記号

資料番号

369.4/O 73

09610011573

369.4/SO 55

09110024256

371.45/SO 55

00111732270

379.3/SH 96

08510057588

日外アソシエイツ『BOOKPLUS』より（あらすじ）など

衣笠 国際平和ミュージアム 学習図

11

子どもの人権は今 / 大阪人権歴史資料館
書
編,大阪人権歴史資料館,1989.10.

12

国際児童年の記録 / 総理府青少年対策
本部[編]

国際比較日本の子供と母親 : 国際児童年
13 記念調査中間報告書 / 総理府青少年対策
本部編,大蔵省印刷局,1980.3.

衣笠 研究所書庫 (人間科学研究
所)
衣笠 平井嘉一郎記念図書館 自動
書庫

「日常生活圏における遊び場調査」報告書 : 衣笠 修学館１Fカウンター
14 国際児童年記念事業 / 少年団体活動振興 (保健体育図書)
協議会[編]

キーワード③： 児童労働
No.
資料名

配架場所

請求記号

衣笠 平井嘉一郎記念図書館 2階
閲覧室 和図書

15

国際関係のなかの子どもたち / 初瀬龍平,
衣笠 修学館 修学館書庫
松田哲, 戸田真紀子編著,晃洋書房,2015.12.

資料番号
12100168927

369.4/H 42

11003165217

OIC 3F和図書

12100350500

メディアライブラリー 2F 閲覧室

12003598390

日外アソシエイツ『BOOKPLUS』より（あらすじ）など
貧困・戦争・搾取―世界の子どもの苦悩と、その背後にある国際関係。子どもの尊
厳を守るために、今、私たちが学ぶべきこと。世界中で脅かされる子どもの権利。子
どもたちを苦しめる国際関係とは？子どもたちを救う取組みとは？国際関係論を中
心に、労働法、国際人権法を加えて、国際関係のなかでの「子どもの安全保障」の問
題を考察し、読者とともに、対応策と解決策を考える。

国際平和ミュージアム

収獲されたカカオ豆は、やがておいしいチョコレートになっていきます。でも、カカオ
畑では、たくさんの子どもたちが過酷な労働を強いられています。２００９年、ＡＣＥが
カカオの一大産地ガーナで始めた児童労働をなくす「スマイル・ガーナプロジェクト」
12100482348 は森永製菓の「１チョコ ｆｏｒ １スマイル」キャンペーンと協働して、児童労働のない
「しあわせを運ぶチョコレート」が発売されるまでになりました。チョコレートと児童労
11003157609 働―わたしたちを結びつけるすてきな物語！

平井嘉一郎記念図書館 2階 閲覧
室 和図書

12002845700

子どもたちにしあわせを運ぶチョコレート。: APUライブラリー APU閲覧室
16 世界から児童労働をなくす方法 / 白木朋子
OICライブラリー 3F 和図書
著

児童労働撤廃に向けて : 今、私たちにでき APUライブラリー APU閲覧室
17 ること / 中村まり, 山形辰史編,日本貿易振
興機構アジア経済研究所 , 2013.3.
OICライブラリー 3F 和図書

21000573758
366.38/SH 89

366.38/N 37

22000659834

児童労働撤廃に向けて―今、私たちにできること

12003355893
11003270165

研究所書庫 (国際地域研究所)

このＴシャツは児童労働で作られました。 /
18 シモン・ストラング著 ; 枇谷玲子訳,汐文社 , 衣笠 国際平和ミュージアム
2013.2

949.63/ST 8

11002690031

バングラディシュのリーナとノルウェーのエミーリェ。遠く離れた二人の少女は、一
枚のＴシャツでつながっていた。「安くモノが買える」ことの意味を問う、ノルウェーの
話題作。

イクバルと仲間たち : 児童労働にたちむ
19 かった人々 / スーザン・クークリン著 ; 長野 衣笠 国際平和ミュージアム
徹, 赤塚きょう子訳,小峰書店,2012.9.

366.38/KU 28

11002690092

働かされる子どもたちの希望となった少年がいた…。児童労働にたちむかった少
年・イクバルと、彼を支えた人々の姿を描く本格ノンフィクション。

平井嘉一郎記念図書館 2階 閲覧
室 和図書

12001962988
22000371073

グローバル化の中のアジアの児童労働 : 国 APUライブラリー APU閲覧室
20 際競争にさらされる子どもの人権 / 香川孝
OICライブラリー 3F 和図書
三著,明石書店,2010.4
国際平和ミュージアム

366.38/KA 17

12003368462
11002340937

グローバル化の中のアジアの児童労働―国際競争にさらされる子どもの人権

No.

資料名

配架場所

請求記号

平井嘉一郎記念図書館 2階 閲覧
室 和図書

インド: 児童労働の地をゆく / 田部昇著,日
21 本貿易振興機構アジア経済研究所 ,
2010.2.

22

児童労働 : 働かされる子どもたち /アムネ
スティ・インターナショナル日本編著,1

メディアライブラリー 研究図書(和
書:4F 洋書6F)

資料番号

日外アソシエイツ『BOOKPLUS』より（あらすじ）など

12001852617
366.38/TA 12

11001802512

APUライブラリー APU閲覧室

22000305738

研究所書庫 (国際地域研究所)

11002370449
22000265509

APUライブラリー APU閲覧室

インドの手織りカーペット、宝飾品、伝統的染織品の生産現場には学校にも通わず
に働く幼い子ども達の姿がある。1990年代に行ったフィールド調査に基づきインドに
おける児童労働の実態を報告し、開発論の視点から「いま、なぜ児童労働か」を問
う。 （典拠:日本貿易振興機構・アジア経済研究所HP）
児童労働―働かされる子どもたち

366.38/A 45
11001531553

国際平和ミュージアム 学習図書

12001210802
平井嘉一郎記念図書館 2階 閲覧
室 和図書

わたし8歳、ｶｶｵ畑で働きつづけて。 : 児童
労働者とよばれる2億1800万人の子どもた
23
ち / 岩附由香, 白木朋子, 水寄僚子著合同
APUライブラリー APU閲覧室
出版 , 2007.11

12001880522
12001880534
366.38/I 97
22000139073

OICライブラリー 3F 和図書

11001172334

国際平和ミュージアム

11001755546

平井嘉一郎記念図書館 2階 閲覧
室 和図書

12001100796

メディアライブラリー 2F 閲覧室

連邦制と社会改革 : 20世紀初頭ｱﾒﾘｶ合衆
24 国の児童労働規制 / 平体由美著,世界思想 朱雀リサーチライブラリー
社 , 2007.6
<指定図書>

12001071449
366.38/H 68
11000952186

APUライブラリー APU閲覧室

12000449426
12000397992
366.38/O 71

21000142140

国際平和ミュージアム

11000707775
12000077419

メディアライブラリー 2F 閲覧室

研究所書庫 (国際言語文化研究
所)
国際平和ミュージアム
平井嘉一郎記念図書館 2階 閲覧
室 和図書
メディアライブラリー 2F 閲覧室

フィリピンの児童労働と観光産業 / ILOフィ
27 リピン・プロジェクトチーム編 ; 日本労働組
合総連合会訳,明石書店,2001.12
修学館 修学館書庫

12000105622
366.38/H 98

11002157444
00115185343
366.38/I 57

05110656368
09310493940
00114951597

34

02110944997
369.4/TA 87

04110948460
01310060745
09310461093

OICライブラリー 3F 和図書

12100345278

国際関係学部 恒心館参考図書
［図書館用］メディアライブラリー 2F
AV資料
［図書館用］国際平和ミュージアム
AV資料

366.38/N 77

002110956525

369.4/I 57

366.38/W 59

05110617624

05110600545

11000336426

366.38/F 64

0114487730

朱雀リサーチライブラリー <図書>

366.38/F 64

01310029283

児童労働 : 廃絶にとりくむ国際社会 / 初岡
昌一郎編
APUライブラリー APU閲覧室
近代の児童労働と夜間小学校 / 石井昭示 平井嘉一郎記念図書館
自動書庫
著,明石書店 , 1992.2

世界では児童労働に従事させられる子どもたちが多く存在します。その大部分は、
危険な作業現場で酷使されています。
ケニア、タイ、ブラジルで働く子どもたちの姿が映し出されているこの作品は、児童
労働の撲滅に向けて強いメッセージを発信しています。
（典拠:UNICEF 視聴覚ライブラリー ビデオ・DVDリスト)

12002138461
366.38/W 59

発展途上国の児童労働 : 子だくさんは結果
APUライブラリー APU閲覧室
なのか原因なのか / 藤野敦子著

搾取、貧困、ストリートチルドレン。発展途上国の労働する子どもたちの実態をアジ
アの社会的背景から検証する。

00115030499

メディアライブラリー 2F 閲覧室

修学館 修学館書庫

33

00310316868

APUライブラリー APU閲覧室

I am a child! : 働かされる子供たち / 国際労
国際関係学部 恒心館参考図書
30
働事務局製作

フィリピンの児童労働と観光産業

00310347361

朱雀リサーチライブラリー <図書>

平井嘉一郎記念図書館 2階 閲覧
「先進国」における児童労働 / 日本労働研 室 和図書
29
メディアライブラリー 研究図書(和
究機構編
書:4F 洋書6F)

インドの債務児童労働―見えない鎖につながれて

11000083524

メディアライブラリー 2F 閲覧室

32

11000091727
21000010314

APUライブラリー APU閲覧室
平井嘉一郎記念図書館 2階 閲覧
室 和図書

メディアライブラリー 研究図書(和
アジアの児童労働と貧困 / 谷勝英著,ミネル 書:4F 洋書6F)
28
修学館 修学館書庫
ヴァ書房, 2000.4.

世界の児童労働―実態と根絶のための取り組み

11000402400

平井嘉一郎記念図書館 2階 閲覧
室 和図書

働く子どもたち : 私たちの声を聞いて！ブラ
ジルの児童労働 / サンドラ・ヴェルネッキ監
31 督 ; 国際労働機関(ILO) [ほか] 制作 ; アジ
ア太平洋資料センター(PARC)日本語版制
作

11000379085

APUライブラリー APU閲覧室

インドの債務児童労働 : 見えない鎖につな メディアライブラリー 研究図書(和
26 がれて / ヒューマン・ライク・ウォッチ著 ; 国 書:4F 洋書6F)
際子ども権利ｾﾝﾀｰ訳,明石書店 , 2004.6.
APUライブラリー APU閲覧室

全国統一的な改革のイメージは合衆国における社会改革を見る上で誤った前提条
件を与えかねない。連邦制が人々の意識や行動にどのような影響を与えているの
か、児童労働規制を通じて論じる。

22000423395

平井嘉一郎記念図書館 2階 閲覧
室 和図書
メディアライブラリー 2F 閲覧室

世界の児童労働 : 実態と根絶のための取り メディアライブラリー 研究図書(和
書:4F 洋書6F)
25 組み / OECD編著 ; 豊田英子訳,明石書店 ,
修学館 修学館書庫
2005.5

奴隷のように働かされる世界の子どもたち。児童労働をなくすために、私たちがで
きること

366.38/F 64

09310485991

369.4/H 42

05110577341

369.4/H 42

22000662031

372.1/I 75

00113499231

発展途上国の児童労働―子だくさんは結果なのか原因なのか

児童労働―廃絶にとりくむ国際社会

キーワード④： 毎日新聞＋人権
No.

資料名

配架場所

36 NGO辺境からの挑戦,毎日新聞社 , 2001.3. メディアライブラリー 2F 閲覧室

請求記号
329.36/KA 86

日外アソシエイツ『BOOKPLUS』より（あらすじ）
0310305330

地球・人間・生命 : 人類に勝利はあるか? 国 平井嘉一郎記念図書館 自動書庫 329.2/KO 51
際人道問題独立委員会報告 / 国際人道問

0113083749

ル訳、毎日新聞社,1989.6.

7310045282

37 題独立委員会[著] ; 創価学会インタナショナ

メディアセンター 自動書庫

329.2/KO 51
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ＮＧＯ 辺境からの挑戦―カラモジア運動の２０年〈上〉

人間はもう一度原点に立ち返らなければならない。最も本源的な人道問題を多角
的に分析し、２１世紀に向かう人類に「世界市民」としての生き方を促す書。

