
日付 タイトル 編著者
1978/4/21 娘の学校 なだいなだ
1978/5/19 T.N君の伝記 なだいなだ
1978/6/16 トルストイ民話集 トルストイ
1978/7/21 インドで考えたこと 堀田善衛
1978/9/22 死よ驕るなかれ J.ガンサー
1978/10/20 家庭教育論 広中平祐
1978/11/17 韓国からの通信 Ｔ・Ｋ生
1978/12/15 お母さんと女教師 永畑道子
1979/1/19 女と刀 中村 きい子
1979/2/16 生きることの意味 高 史明
1979/3/16 牧夫フランチェスコの一日 谷 泰
1979/4/20 神話と歴史教育 吉村徳蔵
1979/5/18 兎の眼 灰谷健次郎
1979/6/15 タテ社会の人間関係 中根 千枝
1979/7/6 いと小さき者たちへの福音 李仁夏
1979/9/21 あのころはフリードリヒがいた リヒター
1979/10/19 トムは真夜中の庭で フリバ・ピアス
1979/11/16 サイゴンから来た妻と娘 近藤 紘一
1979/12/21 モッキンポット師の後始末 井上ひさし
1980/1/25 果てなき旅 日向 康
1980/2/15 半生を語る 羽仁もと子
1980/3/21 見えない人々 飯沼二郎
1980/4/23 自衛隊よ夫を返せ 田中伸尚
1980/5/21 女性と天皇制 加納実紀代
1980/6/18 女性と天皇制 加納実紀代
1980/7/16 田中正造の生涯 林竹二
1980/9/17 メキシコからの手紙 黒沼ユリ子
1980/11/26 補育器の中の大人 岸田秀、伊丹
1980/12/17 ひたむきに生きて 塩沢美代子
1981/1/28 ミュンヘンの中学生 子安美知子
1981/2/18 日本人とドイツ人 F.フロインド
1981/3/11 百姓一揆と義民伝承 横山十四男
1981/4/11 紀ノ川 有吉佐和子
1981/5/12 徴兵制 大江志乃夫
1981/6/16 自由民権 色川大吉
1981/7/7 戦後思想を考える 日高六郎
1981/9/8 窓際のトットちゃん 黒柳徹子
1981/10/13 大河の一摘 大森黎
1981/11/10 歩けアイメイト 塩屋賢一
1981/12/1 子ども落語 柳亭燕路
1982/1/19 回想の戸村一作 鎌田慧
1982/2/9 吉里吉里人 井上ひさし
1982/3/16 銀の園・ちちははの群像 沖藤典子
1982/4/27 いくさ世に生きて 真尾悦子
1982/5/18 憲法読本上 憲法問題研究会
1982/6/15 憲法読本下 岩波新書
1982/7/13 アイヌ民族抵抗史 新井行
1982/9/14 憲法違反の税は払いません 良心的軍事費拒否の会
1982/10/26 韓国・朝鮮人 前川恵司
1982/11/16 モモ エンデ
1982/12/14 将軍と孤児 姚 遠方他
1983/1/18 戦争と女たち 青木やよい編
1983/2/15 いま　人間として　第１巻 径書房
1983/3/15 子供の精神力 石田一宏
1983/4/19 いま　人間として　第２巻 径書房
1983/5/17 母の大罪 河崎義佑
1983/6/14 東京裁判 映画館
1983/7/12 メイド・イン・東南アジア 塩沢美代子



1983/10/11 砧をうつ女 李恢成
1983/11/8 イスラムからの発想 大島直政
1983/12/13 三彩の女 森禮子
1984/1/17 嵐の中の教会 ブルーダー
1984/2/14 聖母病院の友人たち 藤原作弥
1984/4/17 聖母病院の友人たち 藤原作弥
1984/5/8 母は枯葉剤を浴びた 中村 梧郎
1984/6/12 北富士の女たち 安藤登志子
1984/7/10 教育とは何かを問いつづけて 大田堯
1984/9/25 アジアの熱い風 共同通信外信部
1984/11/15 羊飼いの食卓 太田愛人
1984/12/4 現代家族の危機 望月 嵩他
1985/1/24 フィリピン問題入門 ＮＣＣフィリピン問題委員会
1985/2/21 だれのための薬か 高野哲夫
1985/3/7 屋根裏の明かり シルバスタイン
1985/4/16 オリーブの森で語り合う Ｍ．エンデ他
1985/5/21 子ども体験 村瀬学
1985/6/17 とうに夜半を過ぎて R.ブラッドベリ
1985/7/16 二度生まれて B.J.リフトン
1985/9/17 女の人権と性 シンポジウム記録
1985/10/15 クラバート プロイスラー
1985/11/12 部落の女医 小林綾
1985/12/10 長崎の鐘 永井隆
1986/1/14 東京漂流 藤原新也
1986/2/18 朝鮮史 李　玉
1986/3/13 新朝鮮事情 J.P.マサビュオー
1986/4/28 女性画家列伝 若桑みどり
1986/5/19 苦悩するアフリカ 篠田豊
1986/6/23 私のミュンヘン日記 子安文
1986/7/14 女と自由と愛 松田道雄
1986/9/22 生きる場の哲学 花崎皋平
1986/10/2 風の翼 関屋綾子
1986/11/21 こだまひびく山河の中へ 森崎和枝
1986/12/22 マルーシャ 中林庫子
1987/2/23 野の道 山尾三省
1987/3/23 誰のための援助？ 村井吉敬他
1987/4/27 光に向かって咲け―斉藤百合の生涯 粟津キヨ
1987/5/25 教育工場の子どもたち 鎌田慧
1987/6/22 女たちのアジア 松井やより
1987/7/21 おばさんお話して 手塚まち子
1987/9/28 夢の架け橋 永畑道子
1987/11/30 誰が君を殺したのか イリーナ コルシュノウ
1988/1/25 危険な話ーチェルノブイリと日本の運命 広瀬 隆 
1988/2/29 不思議なフィリピン 中川剛
1988/3/14 インド・不可触民の女たち 山下明子
1988/4/25 土と日本人ー農のゆくえを問う 山下惣一
1988/6/27 ミカドと世紀末―王権の論理 山口昌男　猪瀬直樹
1988/7/18 ラディカルな日本国憲法 ダグラス・ラミス
1988/9/26 教科書はこうして作られた ビデオ
1988/11/30 見えない雲 高田 ゆみ子
1988/12/19 焼き捨てられた日の丸 知花昌一
1989/1/23 私の中のアフリカー反アパルトヘイトの旅 北沢洋子
1989/2/20 HELPから見た日本 大島静子
1989/4/17 セックス神話解体新書 小倉千加子
1989/5/22 由熙 李良枝
1989/6/19 潤の町 映画館
1989/7/24 語りかけるシベリヤ 丸尾俊介
1989/9/25 ぼくたちの軍隊 前田哲男
1989/10/23 森と人間の文化史 只木良也



1989/11/27 エビと日本人 村井吉敬
1990/1/22 韓国の教科書の中の日本人 一光社
1990/2/26 豊かさとは何か 暉俊淑子
1990/3/26 子どものからだとことば 竹内敏晴
1990/7/19 無責任援助大国ニッポン 村井 吉敬
1990/9/17 国際援助ビジネス 亜紀書房
1990/10/15 市民と権力 松井やより
1990/11/27 国際協力の新しい風 中田正一
1991/1/25 アジアの短編文学
1991/2/26 アジア経済をどう捉えるか 渡辺 利夫
1991/3/25 井上ひさしのコメ講座 井上ひさし
1992/3/31 スカートの風 呉善花
1992/5/26 母・従軍慰安婦、朝鮮人従軍慰安婦
1992/9/29 水と緑と土 富山和子
1993/3/30 ビルマーその民主化を求めて アジア資料センター
1993/9/28 母 三浦綾子
1993/10/26 都市の水循環 ソーラーシステム研究グループ
1994/6/21 アムネスティ・ハンドブック
1994/10/11 もの食う人々 辺見庸
1995/4/4 人々のアジア 中村尚司
1995/12/1 傷ついた真珠 冨坂キリスト教センター
1996/1/26 ある日本軍「慰安婦」の回想 マリア．L．ヘンソン
1996/2/23 私の平和論
1996/4/2 戦後保守のアジア観 若宮啓文
1996/5/16 ナヌムの家 ビデオ
1996/9/27 おじいさんのマフラー ウルズラ・フックス
1996/11/1 ガラスの番人 朴 花城他
1997/8/27 森と魚と激戦地 清水靖子
1997/10/19 のび太、ジャイアン症候群 司馬 理英子他
1999/6/15 琉球弧の視点から 島尾敏雄
1999/11/30 東アジアの平和とキリスト教 百人町教会
2000/3/7 アジアに生きる女性たち 広木道子
2000/4/26 紅葉の影に 石浜みかる
2000/9/13 石橋湛山と小国主義 井出孫六
2000/10/18 岸信介 原彬久
2000/11/29 イスラーム巡礼 坂本　勉
2001/1/17 一匹の羊の教え 今村嗣夫
2001/2/28 松代大本営 和田登
2001/4/24 昭和史の中の沖縄 大城将保
2001/5/15 教科書裁判はつづく 家永三郎他
2001/6/26 教育再定義への試み 鶴見俊輔
2001/12/4 老いを生きる意味 浜田晋
2002/1/29 笑いと治癒力 N.カズンズ
2002/2/26 大往生 永六輔
2002/4/24 日本の近代思想 鹿野政直
2002/6/26 父と暮らせば 井上ひさし
2002/7/24 東アジアの教会とキリスト者の歩み 北支区KIMC編
2002/9/18 「人間復興」の経済を目指して 城山三郎・内橋克也
2002/10/16 イラクとアメリカ 酒井 啓子
2002/11/20 我が人生の案内人 澤地久恵
2003/1/15 ノーム・チョムスキー リトル・モア
2003/2/19 チョムスキー9・11 映画
2003/3/19 無境界の家族 森巣博
2003/4/16 一葉の四季 森まゆみ
2003/6/4 樋口一葉に聞く 井上ひさし
2003/9/10 貧困の克服 アマルティア・セン
2003/10/8 北朝鮮とどう向き合うか 岡本厚
2003/11/5 子どもたちのイラク 岩波ブックレット
2003/12/10 バカの壁 養老孟



2004/1/14 帝国を壊すために アルンダティ・ロイ
2004/2/18 「新遊就館」ものがたり 西川 重則
2004/3/17 メディアが変えるアジア  アジアプレス・インターナショナル 
2004/4/13 「唱歌」という奇跡十二の物語 安田 寛
2004/5/24 新月の夜が明けるとき 中島 由佳利
2004/7/15 少女ヘジャル 映画鑑賞
2004/9/16 在日外国人 田中宏
2004/10/21 在日 姜尚中
2004/12/16 白磁の人 江宮隆之
2005/1/20 空と風と星と詩 尹東柱
2005/2/17 不思議な国からの訪問者Ⅱ 赤尾泰子
2005/3/17 朝鮮民芸論集 浅川巧
2005/4/21 無縁・公界・楽 網野善彦
2005/7/21 象徴天皇制と人権を考える 今村嗣夫
2005/9/15 僕の叔父さん網野善彦 中沢信一
2005/10/20 ポプラの秋 湯本香樹実
2005/11/17 ごん狐 新美南吉
2005/12/15 モチモチの木 斎藤隆介
2006/1/19 9条と日中韓 加藤周一
2006/2/16 悲哀をこえて（7月まで） 月本昭男
2006/9/14 僕らの事情 デイヴィッド ヒル他
2006/10/12 憲法九条を世界遺産に 太田光・中沢信一
2006/11/16 朽ちていった命 NHK「東海村臨界事故」取材班
2006/12/14 「水」戦争の世紀 モード バーロウ他
2007/1/11 「茶色の朝」を迎えないために
2007/3/8 鉄条網に咲いたツルバラ パク・ミンナ　小池恵子訳（一部）
2007/4/19 天皇家の財布 森 暢平
2007/6/13 その子をください 鮫島浩二
2007/7/19 モンゴル紀行 司馬遼太郎
2007/9/13 生きて行く意味 橋爪志津乃
2007/10/18 越境の時 鈴木道彦
2007/11/22 ぼくもいくさに征くのだけれど 稲泉連
2007/12/20 博士の愛した数式 小川洋子
2008/2/22 少女売買 長谷川 まり子
2008/4/2 貧困大国アメリカ 堤 未果
2008/5/7 深い河 遠藤周作
2008/6/4 なぜ私だけが苦しむのか H.S.クシュナー
2008/7/16 西の魔女が死んだ 梨木香歩
2008/10/9 時が滲む朝 楊　逸
2008/12/11 危険でも動かす原発 内藤新吾
2009/1/15 わたしたち里親家族 坂本洋子
2009/2/19 アフガニスタン母子診療所 梶原容子/白水社
2009/3/12 納棺夫日記 青木新門
2010/4/10 戦後日本は戦争をしてきた 姜尚中、小森陽一
2010/6/12 小林多喜二 ノーマ・フィールド
2010/7/24 ハングルへの旅 茨木のり子
2010/9/11 思考の整理学 外山滋比古
2010/10/9 アンのゆりこが―村岡花子の生涯 村岡恵理
2010/12/11 三たびの海峡 帚木蓬生
2010/1/15 いわずにおれない
2010/2/12 差別と日本人 野中広務、申淑玉
2010/3/12 食堂かたつむり 小川糸
2010/4/9 わたしが生きた「昭和」 澤地久枝
2010/6/25 サロメの乳母の話 塩野七生
2010/7/23 夢の痂 井上ひさし
2010/10/8 累犯障害者 山本譲司
2010/11/12 教会“百人町”風景 百人町教会
2010/12/10 塩狩峠 三浦綾子
2011/1/14 空海の風景・上 司馬遼太郎



2011/2/18 空海の風景・下 司馬遼太郎
2011/4/8 海の祭礼 吉村　昭
2011/5/13 死顔 吉村　昭
2011/6/10 100万回生きたねこ 佐野洋子
2011/7/15 ホームレス歌人のいた冬 三山　喬
2011/9/14 動的平衡 福岡伸一
2011/10/14 武士の家計簿 磯田道史
2011/11/16 新版チェルノブイリ診察記 菅谷　昭
2011/12/9 本の運命 井上ひさし
2012/1/13、2/17 日本紀行・上 イサベラ・バード
2012/3/16 日本紀行・下 イサベラ・バード
2012/4/20 〈出雲〉という思想 原　武史
2012/5/18 船を編む 三浦しをん
2012/7/20 路上の信仰 朴　炯圭
2012/9/14 さぶ 山本周五郎
2012/10/19 辛酸 城山三郎
2012/11/16 深夜の酒宴 椎名麟三
2012/12/14 美しい女 椎名麟三
2013/1/18 武士の娘 杉本鉞子
2013/2/15 山本八重 楠戸義昭
2013/3/29 バラバ ラーゲルクヴィスと
2013/5/31 難民高校生 仁藤夢乃
2013/6/21 吉里吉里人・上 井上ひさし
2013/7/19 異邦人 カミュ
2013/9/20 当事者主権 中西・上野
2013/10/18 侍 遠藤周作
2013/12/13 恢復する家族 大江健三郎
2014/1/17 道をひらく 鈴木範久
2014/2/21 いのちの初夜 北条民雄
2014/3/14 故郷忘じがたく候 司馬遼太郎
2014/4/18 小僧の神様 志賀直哉
2014/6/20 名栗川少年記 今西祐行
2014/7/18 椿と花水木ー万次郎の生涯 津本　陽
2014/9/19、10/17 隣人愛のはじまり 辻　学
2014/11/14 負けんとき 玉岡かおる
2014/12/12 イエスの言葉 山浦玄嗣
2015/1/16、2/20、4/17 新しい創造 太田道子
2015/5/15 動かすな、原発 中嶌哲演他
2015/6/19、7/17 安楽死を選ぶ シャボット・アカネ
2015/9/18 杜子春 芥川龍之介
2015/10/16 西方の人 芥川龍之介
2015/11/20 生きるこだま 岡部伊都子
2015/12/18 深い河 遠藤周作
2016/2/19 さらばアホノミクス 浜　矩子


