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明けましておめでとうございます
厳しい年明けになりました。
昨年は、東日本大震災（地震・津波・原発事故）や和歌山・奈良などの水害で多く
の人の命が奪われ、今も苦しみは続いています。この数年に布川事件をはじめいくつ
かの事件の再審が実現し、無罪判決が下されましたが、狭山事件は、未だ再審が実現
せず、石川さんの苦しみと怒りは続いています。
ヨ－ロッパをはじめ世界的な金融不安により、日本も例外なく苦境に追い込まれ、
企業の海外移転や景気停滞による就職難などが目立っています。
研究所も財政事情の悪化から、昨年８月に新事務所に移転いたしましたが、研究所
を将来にわたり存続させるために、事業の縮小や廃止を余儀なくされました。
多くの不安を抱えた 2012 年でありますが、困難を克服して新たなあゆみの年にす
るべく、職員一丸となって努力してまいります。
本年も研究所に対するご協力やご支援をお願い申し上げます。
一般社団法人 ひょうご部落解放・人権研究所職員一同

新着図書
2011 年 2 月
○『第 16 回兵庫県在日外国人教育研究集会要
項集』（兵庫県在日外国人教育研究協議会、
2011.2）
○『西宮市在日外国人教育研究協議会 学習
資料 No.1 ～ 4』（西宮市在日外国人教育研
究協議会、2006.3 ～ 2009.6）
○『三田市人権に関する市民意識調査 報
告書』（三田市同和教育研究協議会、
2008.5）
○『平成 19 年度（2007 年度）西宮市市民意
識調査』（西宮市総合企画局市長室市民相
談課、2008.2）
○『人権に関する町民意識調査 結果報告書』
（上郡町人権文化推進協議会／上郡町調査
研究協議会、2010.2）
○『人権についての市民意識調査 調査結果
報告書』（篠山市、2008.3）
○『人権についての意識調査 調査結果報告
書（兵庫県猪名川町 [ 総務部コミュニティ
課人権推進室 ]、2009.3）
○『鄭早苗先生追悼文集』（井上正一／高敬
一編、大阪国際理解教育研究センター
（KMJ）、2011.2）

○『全朝教ブックレット⑤在日朝鮮人教育入
門Ⅱ』（全国在日朝鮮人教育研究協議会、
1995.6）
○『四百年の長い道〈続編〉―朝鮮侵略の痕
跡を訪ねて』（尹達世著、リトル・ガリ
ヴァー社、2010.12）
○『部落解放研究第 44 回集会 討議資料』
（部落解放研究第 44 回全国集会中央実行
委員会、2010.11）
○『部落解放研究第 44 回集会 開催のしお
り』（部落解放研究第 44 回全国集会中央
実行委員会、2010.11）
○『啓発資料 新潟でおきた部落差別事件』
（新潟県人権・同和センター啓発パンフレッ
ト等作成委員会編、新潟県人権・同和セン
ター、2010.11）
３月
○『学びから始まる私たちの人権 多様な場
面における人権教育・啓発の推進に向けて』
（部落解放・人権研究所編、2010.12）
○『大和国十市郡笠神村関係史料』（奈良県
立同和問題関係史料センター編、奈良県教
育委員会、2011.3）
（２面につづく）
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４月
○『兵庫県学童疎開関係史料集成 第一輯
『神戸新聞』篇』（人見佐知子編、甲南大
学人間科学研究所、2011.3）
○『人権学習シリーズ Vol.7 みえない力 つ
くりかえる構造』（大阪府人権協会編、大
阪府府民文化部人権室、2011.3）
○『フィールドワークガイドブック 時間を
歩く 長崎の部落史を歩く』（長崎人権研
究所）
○『佐久市五郎兵衛記念館古文書調査報告書
第 4 集』（佐久市五郎兵衛記念館編、佐久
市教育委員会、2010.3）
○『第 16 回兵庫県在日外国人教育研究集会要
項集』（兵庫県在日外国人教育研究協議会、
2011.2）
５月
○『東日本部落解放研究所 2011 年度 第 26
回総会議案書』（東日本部落解放研究所、
2011.5）
○『4.24 阪神教育闘争記念碑を建てる会 第
5 回総会』（4.24 阪神教育闘争記念碑を建
てる会、2011.4）
○『2009 年度講演録 講座・人権ゆかりの地
をたずねて』（世界人権問題研究センター、
2011.3）
○『反差別国際運動日本委員会（IMADR-JC）
第 22 回総会議案書』（反差別国際運動日本
委員会、2011.5）
○『2010 年度部落史連続講座 講演録』（京
都部落問題研究資料センター、2011.3）
○『AWEP スモールバンクレポート―アジア女
性の仕事作り支援は役立っているか―』（ア
ジア女性自立支援プロジェクト、2011.3）
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○『わがふるさとの義民 松岡新右衛門伝』
（梁瀬地域自治協議会、2011.3）
８月
○『在日韓国青年連合／在日コリアン青年連
合（KEY）結成 20 周年記念 韓青連／
KEY20 年の歩み』（在日コリアン青年連合、
2011.7）
○『兵庫県被差別部落女性の実態調査 報
告書』（部落解放同盟兵庫県連合会、
2011.8）
○『兵庫県被差別部落女性の実態調査報告書
（概要版）』（部落解放同盟兵庫県連合会
女性部、2011.8）
９月
○『2011 Living in Japan 外国人女性のた
めの役だつインフォメーション－やさしい
日本語と英語』（アジア女性自立プロジェ
クト、2011.6）
○『第 16 回兵庫県連女性部大会 部落解放
第 51 回兵庫県女性集会』（部落解放同盟
兵庫県連合会、2011.8）

10 月
○『子どもと教科書全国ネット 21 第 14 回
総会・議案書』（子どもと教科書全国ネッ
ト 21 常任運営委員会、2011.9）
○『アイヌ・台湾・国際人権』（世界人権問
題研究センター、2011.10）
○『人権歴史マップ（但馬版）』（ひょうご
部落解放・人権研究所、2011.10）
○『御同朋の社会をめざして』（浄土真宗本
願寺派兵庫教区教務所）
○『東日本大震災連合災害救援ボランティア
活動の記録 2011.3 ～ 9』（日本労働組合総
連合会）
６月
○『部落解放研究第 32 回兵庫県集会 討議
○『Law,Jurisprudence and Human Rights
資料』（部落解放研究第 32 回兵庫県集会
in Asia』（Jefferson R.Plantilla&Salbiah
実行委員会、2011.10）
Ahmad 編、Strategic Information and
○『兵庫におけるあいつぐ差別事件』（部
Research Development Centre）
落解放同盟兵庫県連合会、2011.4）
○『大阪の子どもたち―子どもの生活白書―
2010 年度版』（大阪府人権教育研究協議会、
※事務所移転、並びに一部を除く所蔵図書の
2011.3）
「のじぎく会館」への寄贈等のため、図書
○『2011 第 20 回 ふれあい芦屋マダン』（ふ
れあい芦屋マダン実行委員会、2011.3）
の整理が遅れております。一部利用できな
○『30 周年記念誌 未来への飛躍』（兵庫人
い図書がありますので、図書をご覧になり
権啓発企業連絡会、2011.3）
たい方は、必ず事前にお問い合わせくださ
○『2010 年度近畿大学学生の人権意識調査報
い。
告書（ジェンダー編）』（近畿大学人権問
ご迷惑をおかけして申し訳ありません。
題研究所、2011.3）
○『第 15 回統一マダン神戸パンフレット』
（統一マダン実行委員会、2011.5）
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人権歴史マップ

2011 年
10 月 25 日発行
【表紙写真】
あ～す農場（朝来市）

但馬版、やっと完成 !!

『人権歴史マップ』の５冊目、但馬版がようやく完成しました。
大変お待たせして申し訳ありません。古代から現代まで、今
回も盛りだくさんの内容になっています。ぜひ研修会やフィー
ルドワークにご活用ください。

Contents
からくに

▶出石神社とアメノヒボコ－韓国からの渡来人の足跡－
（豊岡市）

▶城崎温泉と非人湯（豊岡市）
▶円山川改修工事と北但大震災（豊岡市）
▶十日町長事件（豊岡市）
▶国策に散った大兵庫開拓団（豊岡市）
▶山田風太郎（養父市）
▶八鹿高校差別教育糾弾闘争（養父市）
▶生野銀山の強制労働（朝来市）
▶余部に残された曹鉄根の墓（香美町）
▶浜坂・満願寺の扁額－山陰にのこる朝鮮通信使の遺産
（新温泉町）

▶夢千代日記（新温泉町）

頒価 500 円

他（全 27 編）

Tajima
豊岡市／養父市
朝来市／香美町
新温泉町

丹波版

た

丹波市／篠山市

しまし

た
完売い

Tanba

播磨版

500 円（

全 29 編

Harima

明石市／加古川市
高砂市／稲美町／播磨町
西脇市／三木市／小野市
加西市／加東市 多可町
姫路市／神河町／市川町
福崎町／相生市／たつの市
赤穂市／宍粟市
太子町／上郡町
佐用町

）

hanshin

Kobe

500 円（

全 27 編

阪神版

神戸版
神戸市

）

300 円（全 18 編

尼崎市／西宮市／芦屋市
伊丹市／宝塚市／川西市
三田市／猪名川町

）
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2012 年３月 16 日 ( 金 ) 〜 20 日 ( 火 )

神戸元町商店街

入場無料 !!
障がい者ア－ト作品

ドギドギ展〜エネルギ−〜 ４丁目

コンサート

もとまちウキウキ

３丁目

日時：2012 年 3 月 16 日（金）〜 20 日（火）
10：00 〜 18：00 ※最終日は 16：00 まで
場所：こうべまちづくり会館地下ギャラリ−

日時：2012 年 3 月 17 日（土）
13：00 〜 17：00
場所：風月堂ホ−ル（神戸風月堂本店地下）

障がい者作業所製品ワゴンセール

東日本大震災支援バザール

ハートショップ
日時：2012 年 3 月 17 日（土）
10：30 〜 16：00
場所：風月堂前・風月堂ホ−ル入口前
神戸まちづくり会館前

３丁目
４丁目

被災地障がい者作業所製品販売
日時：2012 年 3 月 17 日（土）
10：30 〜 16：00
場所：風月堂前

３丁目

神戸ハンドメイドコレクション杜

チンどんさんの練り歩き

３丁目
日時：2012 年 3 月 17 日（土）
※展示のみ
11：00 〜 17：00
場所：風月堂ホ−ル（神戸風月堂本店地下）

日時：2012 年 3 月 17 日（土）13：00 頃
場所：風月堂、こうべまちづくり会館付近

人形劇とたのしい人形づくり
３丁目

日時：2012 年 3 月 18 日（日）
※事前申込必要
13：30 〜 15：00
場所：風月堂ホ−ル（神戸風月堂本店地下）
演目：「トントンたたくはだれですか」

■お問い合わせ

もとまちハートミュージアム 2012
実行委員会事務局
（社）ひょうご部落解放・人権研究所
Tel：078-252-8280 Fax：078-252-8281

事務局から
〇 21 世紀は、「人権の世紀」と言われたが、東 広さをつくづく実感させられる。シリーズ残るは
日本大震災などで、多くの人命が奪われ、人権 「淡路版」。県内制覇めざし、頑張ります！（こ）
侵害は減らず、課題は多い。部落差別をはじめ、
あらゆる差別をなくすため力を注ぎたい。
〇創業５年の出版社、ミシマ社の若き代表が書い
（たけ）
た『計画と無計画のあいだ』。「人間を信じる」
という言葉が光っていた。「人」「場」への敬意
〇山手に事務所が移転して、毎日坂を上り下り。 と信頼があってこそ言葉は届く—（Ｈ）
カロリー消費の一助になれば幸いです。元気な
方はぜひどうぞ。そうでない方も市バスがある 〇研究所のホームページを日々更新しています。
のでご安心を。（kama）
たくさんの方に見ていただけるよう、これからも
見やすいページを心がけます。今年は facebook
〇『人権歴史マップー但馬版ー』がようやく完 もはじめる予定ですので、こうご期待♪（ひ）
成。「神戸版」を発行してから早６年。兵庫県の

