
『Shiという生き方』
嶋守さやか/著

この本では、二〇一六年現在において、四五歳～五〇歳になる女性の生き方を取り上げていきます。この年代を生

きる私たちの「現代社会の女性の問題」としてよく語られることは、仕事のキャリアや晩婚化、晩産化、不妊治療

や出生前診断、高齢出産、ダウン症児などの障害児の子育てなどです。

女は考えなければ幸せになれない!人生の「きほん」をふまえ、真剣に生きてきたアラフォー(R40)3人の軌跡。

女だから誰かや、何かに、幸せに「してもらえる」などは到底ありえないのです。

『男尊女卑』
酒井順子/著

自身の同世代と並走し話題作を送り続ける著者が、現代日本社会の男尊女卑意識に切り込む。日本社会の男尊女卑

感は、男性側だけによるものなのか。女性側にも「男が上、女が下」という意識はないだろうか。現代日本社会の

女性蔑視感を女性側の視点から浮き彫りにする。

女は下、か。平等は幸せ、か。「男のくせに」と思ってしまうあなたへ。女性の中の男女差別意識をあぶり出す。

『N女の研究』
中村安希/著

近年、有力企業に就職する実力がありながら、雇用条件が厳しいと言われるNPO業界を就職先に選ぶ女性が現れ始

めている。さらにN女たちの出現は、結婚や育児によってキャリア人生が大きく左右される女性特有の問題や、男

性型縦社会ではなく横のつながりを求める女性性の潜在力など、働く女性の在り方を問いかけています。

開高健ノンフィクション賞作家が「N女」=「NPOで働く女子」出現の背景から、現代社会の問題と、NPOの新潮

流、女性の働き方・生き方を探る。N女たちの苦悩と模索、生き様を通して考察したフィクション。

『村に火をつけ,白痴になれ――伊藤野枝伝』
栗原　康/著

ほとばしる情熱、躍動する文体で迫る、人間・野枝。筆一本を武器に、結婚制度や社会道徳と対決した伊藤野枝。

彼女が生涯をかけて燃やそうとしたものは何なのか。恋も、仕事も、わがまま上等。お金がなくても、なんとかな

る。100年前を疾走した彼女が、現代の閉塞を打ち破る。

気鋭の政治学者が、ほとばしる情熱、躍動する文体で迫る、人間・野枝。

『弁護士は見た! 職場の労働トラブル』
藤池尚恵/著

残業代が支給されてない…育休明けの異動…マタハラ?会社の都合でとつぜん減給。派遣先の社員からセクハラ。

契約社員「雇止め」を匂わされた。コミックエッセイでわかる!知らないと損する労働法のキホンと対策。

“知っているのと知らないのとでは大違い"の労働法のエッセンスについて、女性弁護士と女性社労士が コミック

エッセイを交えつつ、やさしく解説。 

『かまってちゃん」社員の上手なかまい方』
大野萌子/著

「もっと大切にあつかってほしい! 」「能力を発揮できないのはまわりが悪い! 」何でも他人のせいにして、傷つき

やすく「自分のことをわかってほしい、認めてほしい」という承認欲求が強く、傷つきやすい。また、時として攻

撃的になる「かまってちゃん」社員をどうすればいいのか! ?

頑張った成果を認めてもらえると、さらに頑張ろうと意欲が高まります。つまり、承認欲求が強い人ほど成長する

ことができるはずなのです。これまでは、ただやっかいな存在でしかなかったかまってちゃんも、その持てる能力

を発揮しはじめ、会社にとってなくてはならない存在になるかもしれません。

当センターでは男女共同参画の更なる推進を図るため、情報・図書コーナーを設置しています。
多くの市民の皆様がお越しくださることを心よりお待ちしております。
センター内には選んだ本を読んでいただけるスペースもあります。

土曜・日曜も開館しておりますのでぜひお立ち寄りください。（月曜・第３日曜・祝日・年末年始は休館）
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『先延ばしは1冊のノートでなくなる』
大平信孝/著

あなたの「本当にやりたいこと」を先延ばししない方法とは?誰でも簡単にできる! 「行動イノベーションノート」
の新習慣。著者のもっとも効果のあるメソッドがつまった、実践的で簡単にはじめられる本著は、目標を持って前

前に進む人や、成長のために日々をがむしゃらに頑張る人にとって、生涯の友となりうる1冊だ!

のべ7800人が劇的に人生を変えた行動イノベーションノートで本当にやるべきことを後回ししなくなる。達成し

たいこともどんどん実現できる。

『マジ文章書けないんだけど ～朝日新聞ベテラン校閲記者が教える一生モノの文章術～』
前田安正/著

朝日新聞のベテラン校閲記者が教える超新感覚な文章講座。

文章の基礎の基礎から、物事を客観的に捉えてストーリーを練りあげる超実践的な文章術まで学べます。

毎日文章を書く機会は山のようにあります。この本は、どんな場面にも使えて、自分の未来を切り開く武器となる

文章力を身につける一冊です。いたいことがあるのに、書くと何か伝わらない。ならばこの本を開きましょう。読
みやすく、きちんとした文章がきっと身につきます。

『いまさら聞けない ビットコインとブロックチェーン 』
大塚雄介/著

これでわからなければ、ごめんなさい！基本の仕組みの解説から最新トピックまでを体系的に解説します。

三つの同心円の内側（ビットコイン）から外側（フィンテック）に向けて、順番に解説していきます。

数あるビットコインやブロックチェーンの解説書の中でも、一番わかりやすい入門書です。

『山中伸弥先生に、人生とiPS細胞について聞いてみた 』
山中伸弥 ・ 緑　慎也/著

山中先生が初めて語った、「iPS細胞ができるまで」と「iPS細胞にできること」。「ジャマナカ」と蔑まれた研修

医時代、臨床医から研究者への転向、留学後にかかった「アメリカ後うつ病」、発見を認めてもらえないもどかし

さ、熾烈な「ヒトiPS細胞」開発競争―そして山中先生が見つめる再生医療の未来とは?やさしい語り口で中学生か

ら読める、山中先生の人生と科学の可能性！

『定年後 - 50歳からの生き方、終わり方 』
楠木　新/著

60歳から74歳までの、楠木が「黄金の15年」と呼ぶ時間を充実したものにするためには、50代からの助走が必

要となるらしい。究極的には、自分の「死」を意識して逆算で考え、子どもの頃にやりたかったことや会社員時代

に培った能力を活かすよう設計してみることが肝要と楠木は説く。それは「主体性」の復活になるだろう。

別の視点でまとめれば「主体性」の復活になるだろう。自分が主役となって生きるためにどうすればいいか？

そう長くない人生、中年の男性会社員よ、「いい顔」で死ぬためにも、定年後ぐらいは主体的に生きましょう。

『未来の年表 人口減少日本でこれから起きること 』
河合雅司/著

日本が人口減少社会にあることは「常識」。だが、その実態を正確に知る人はどのくらいいるだろうか?

人口減少に関する日々の変化というのは、極めてわずか。ゆえに人々を無関心にする。だが、それこそがこの問題

の真の危機「静かなる有事」である。縮みつつどんな社会をつくるか、私たちは巨大な銃口を突きつけられている。

これからの日本社会・日本経済を真摯に考えるうえでの必読書!

『敏感にもほどがある』
高橋　敦/著

HSP(敏感すぎる人)―5人に1人がもつ「高感覚気質」だった。

自身がHSPである著者が、自分の日常をわかりやすい4コマまんがと、イラスト(本人作)で紹介。

「この本で、「自分と似たようなやつがいるな」と、心の重荷を少しでも軽くしてもらえばうれしいです」-著者。

気になるものは、ずっと気になる。人類を絶滅の危機から救う!?HSP(敏感すぎる人)の困った日常。

『小さなことで感情をゆさぶられるあなたへ』
大嶋信頼/著

この本では、相手から感情をゆさぶられることのない自分(本来の自分)になるための、誰でもかんたんにできる

「表情を作る」というテクニックと、「暗示」をうまく利用する方法を紹介します。これらの方法を使っている

うちに、あなたの心の中で静けさと安心を、感じられるようになっていただけたらうれしいです。

不安、不機嫌、怒り。その感情は、他人によってゆさぶられているんです。暗示の力を使い一瞬で対処する!



『誰もボクを見ていない: なぜ17歳の少年は、祖父母を殺害したのか』
山寺　香/著

2014年、埼玉県川口市で発生した凄惨な事件。少年はなぜ犯行に及んだのか?誰にも止めることはできなかった

のか?事件を丹念に取材した記者がたどり着いた“真実”。この罪は、本当は誰のものなのか?少年犯罪の本質に

深く切り込んだ渾身のノンフィクション。少年の育ってきた環境のあまりの苛酷さに言葉を失う。

誰かの一歩が、目の前の子供を救うことになるかもしれない機会作りのために少年は手記を書いた。

『母さん、ごめん。 50代独身男の介護奮闘記』
松浦　晋也/著

男性、50代。実家に母と同居しながら、気ままな独身生活がこの先も続くと信じていた。ところが、人生を謳歌

していたはずの母親が認知症を患います。

「がんばる」だけではどうにもならない―。仕事との両立、ストレス、お金。男一匹、ガチンコで認知症の母を

看る。あなたに「ごめん」と言わせないために科学ジャーナリストの実体験に基づく介護対策が満載。

『マンガ! 認知症の親をもつ子どもが いろいろなギモンを専門家に聞きました』
永峰英太郎/著

2013年秋。母が末期がんであることが判明したとき、母から父が認知症であることを聞きました。ショックでし

た。そして、認知症について何も知らないボクは多くの認知症関連の本を読んだけれど、実際の介護の現場ではあ

まり役に立ちません。なんとかしなくては…。実体験をマンガで表現するコミックエッセイです。

『ペコロスの母の贈り物』
岡野雄一/著

認知症の母との日々をつづり大きな共感をよんだ『ペコロスの母の玉手箱』の続編。

母を亡くし、より色濃くよみがえる母の姿。少年期の思い出では、昭和の生活が新たな郷愁をさそう。

「週刊朝日」の連載に書き下ろしを加えた待望の新刊。

『心がすっと軽くなる ボケた家族の愛しかた』
丸尾多重子/著

笑えて、泣ける。 だからラクになる。---関西のカイゴおばちゃんのお悩み解決コミックエッセイ---

2万人の介護者の悩みを聞いてきた著者の言葉と、実話をもとにした漫画で、誰にも言えない家族の不安にそっと

寄り添う1冊です。家族の介護にがんばっている、あなたへ―。

『リオとタケル 』
中村安希/著

70年代から90年代にかけてのアメリカ演劇界で、デザイナーとして活躍したリオとタケル。

セクシュアリティはすべての人の中にある。ただ、それと本当に向き合える人は少ない。

ノンフィクション作家が瑞々しい感性で描くもうひとつの幸せのかたち。

『先生と親のための LGBTガイド』
遠藤まめた/著

「LGBT」ってホントにクラスに1人いるの?どの子がLGBTか見た目でわかるの?じぶんの態度が子どもを遠ざけ

ているの?LGBTの子がいる。どうしたらいいの?LGBTの子にどんなアドバイスを送ればいいの?一人ひとり性は

違っていい。子どもの安心のために、親・先生が知っておきたい、実践したいこと。

『ワンオペ育児 わかってほしい休めない日常』
藤田結子/著

社会学の研究者であり、また教員であり、さらに4歳の子の母親でもある著者が、子育て真っ最中の男女をめぐる

現状を取材し、当事者の立場から伝え、読み解き、乗り切る方法を提案します。

誰かのためにタダの仕事、職場では男性よりも低い賃金の仕事という二重の労働を担って、毎日「ワンオペ」で十

数時間働き続けています。疲れ切った心身が叫び声をあげます。

『子どもの脳を傷つける親たち 』
友田明美/著

「子どもの前での夫婦喧嘩」、「心ない言葉」、「スマホ・ネグレクト」に「きょうだい間の差別」──。

マルトリートメント(不適切な養育)が子どもの脳を「物理的」に傷つけ、学習欲の低下や非行、うつや統合失調症

などの病を引き起こすことが明らかになった。脳研究に取り組む小児精神科医が、科学的見地から子どもの脳を解

明し、傷つきから守る方途と、健全なこころの発達に不可欠である愛着形成の重要性を説く。



『キッズファイヤー・ドットコム』
海猫沢めろん/著

ポジティブな男が日本を革命する!少数精鋭、短期決戦をモットーとするホストクラブの店長、白鳥神威。

いつも通り歌舞伎町から帰った彼を待ち受けていたのは、見知らぬ赤ちゃんだった!育てることを決意した神威は、

IT社長・三國孔明と一緒に、クラウドファンディングで赤ちゃんを育てることを思いつく。

彼らはITで日本の子育てを変えることができるのか!? 男たちが育児の変革に挑む、新時代のイクメン小説!

『自閉症の僕が跳びはねる理由』
東田直樹/著

みんなが当たり前にしている人との会話や、「ジッとしていること」が、僕には難しい。それは自閉症っていう障

害のせいなんだ。だれかに話したいことを考えているうちに頭の中で言葉が消えていってしまう…伝えたいのに伝

えられない苦しい気持ち、想像できる?この本には、そんな僕の毎日のことや思いが書いてある。僕はみんなと少

しちがう。でも同じ世界の一員として、いっしょに歩いているよ。―ひたむきな思いが伝わる感動作

『子どもと夫を育てる「楽妻楽母」力』
森　薫/著

“楽妻楽母”は、“良妻賢母”とは少し距離を置いた自然体の母親像です。 あるがままの自分で、人の力を借り

一人で困難を抱え込むことはありません。頑張り過ぎない、肩の力を抜いた新しい母親像と言えるでしょう。

不登校・引きこもり、夫婦のすれ違いなど、家族の悩みはママの「楽（らく）」により解決できる。 

頑張るママのために、家族のコミュニケーションを徹底解説！『楽妻楽母』になるための、15のスキルも掲載。

『女の子が生きていくときに、覚えていてほしいこと』
　 西原理恵子/著

目下子育てに奮闘しているママにも、反抗期まっさかりの子どもにも、大きくなった元・女の子の娘さんにも、

胸にすとんと落ちるメッセージは、血の通った経験則にもとづく幸せの極意。

これからの時代を自立的に生きるための気づきが満載です!

「王子様を待たないで。お寿司も指輪も自分で買おう」―女性のための新バイブル。

『ヨチヨチ父 とまどう日々』
ヨシダシンスケ/著

ママっていつもイライラしてるよね?パパって何か蚊帳の外だよね・・・?

話題の絵本作家・ヨシタケシンスケが父になってわかった“トホホな真実"を描く初の育児イラストエッセイ!

『家族ほど笑えるものはない』
カフカヤマモト/著

育児疲れは子供が癒やす!優しさと無邪気さを増す息子、大物の貫禄漂う大胆不敵な娘、地味なわりに頼りになる夫
そして子供達の笑顔に癒やされる働く母。インスタグラムで12万人が笑った兼業主婦カフカヤマモトの絵日記。
描き下ろし満載で念願の書籍化！平凡な家族の当たり前の日常が、こんなにおかしくて、こんなに愛おしい。

『ママは悪くない! 子育ては“科学の知恵"でラクになる』
ふじいまさこ/著

大反響を巻き起こしたNHKスペシャル「ママたちが非常事態! ?最新科学が教えてくれる子育ての新極意。

産後まもない「高齢出産」の漫画家が番組で得られたヒントを実践するコミックエッセイは抱腹絶倒!

その他、番組に出演した専門家による特別コラムもたっぷりと収録。育児にまつわる真実と解決アイデアが満載。

『のぞみ33歳。だだ漏れ日記』
大盛のぞみ/著

8万人が爆笑! すべて実話の“恥ずかしい過去"を描いた闇漫画の書籍化!!
どクズ彼氏列伝、ラブホの清掃バイト、昔の痛いファッションetc…ほっこり下品な闇歴史、大幅加筆修正&新ネタ
も収録！こんなに描いて大丈夫? と心配になる一冊。

『BUTTER』
柚木麻子/著

木嶋佳苗事件から8年。獄中から溶け出す女の欲望が、すべてを搦め捕っていく――。

世間を騒がせたのは、彼女の決して若くも美しくもない容姿と、女性としての自信に満ち溢れた言動だった。

週刊誌で働く30代の女性記者・里佳は取材を重ねるうち、欲望と快楽に忠実な彼女の言動に、翻弄されるように

なっていく―。濃厚なコクと鮮烈な舌触りで著者の新境地を開く、圧倒的長編小説。



『かがみの孤城 』
辻村深月/著

学校での居場所をなくし、閉じこもっていたこころの目の前で、ある日突然部屋の鏡が光り始めた。輝く鏡をくぐ

り抜けた先にあったのは、城のような不思議な建物。そこにはちょうどこころと似た境遇の7人が集められていた。

なぜこの7人が、なぜこの場所に。すべてが明らかになるとき、驚きとともに大きな感動に包まれる。

生きづらさを感じているすべての人に贈る物語。一気読み必至の著者最高傑作。

『ちょっと今から仕事やめてくる 』
鈴木有布子・北川恵海/著

ブラック企業に勤め心身ともに疲弊した青山は、駅で線路に吸い込まれるように倒れかけたところを「ヤマモト」

と名乗る男に助けられた。彼の明るい人柄に次第に心を開く青山だが…!?

すべての働く人たちにおくる、勇気と再生の物語、完全コミカライズ。

『君の膵臓をたべたい 』
住野よる/著

ある日、高校生の僕は病院で一冊の文庫本を拾う。タイトルは「共病文庫」。それはクラスメイトである山内桜良

が綴った、秘密の日記帳だった。そこには、彼女の余命が膵臓の病気により、もういくばくもないと書かれていて。

読後きっとこのタイトルに涙する。「名前のない僕」と「日常のない彼女」が織りなす、大ベストセラー青春小説!

『永い言い訳』
　 西川美和/著

妻が死んでも泣けない男のラブストーリー。人気作家の津村啓こと衣笠幸夫は、妻が旅先で不慮の事故に遭い、親

友とともに亡くなったと知らせを受ける。悲劇の主人公を装うことしかできない幸夫は、妻の親友の夫・陽一に子

供たちの世話を申し出た。妻を亡くした男と、母を亡くした子供たち。その不思議な出会いから「新しい家族」の

物語が動きはじめる。人を愛することの「素晴らしさと歯がゆさ」を描ききった物語。 

『往復書簡 初恋と不倫』
坂元裕二/著

メールや手紙、二人の男女が綴るやりとりのみで構成された、息を飲む緻密なストーリー展開。生々しい感触と息
遣いまで感じられる、見事な台詞術。「台詞の魔術師」 坂元裕二がおくる、忘れえぬ恋愛物語。

おかしいくらい悲しくて、美しく残酷な、心ざわめく2篇の恋愛模様。切なさに胸が痛む、ロマンティックの極北。 

「カルテット」「最高の離婚」「Mother」の坂元裕二、最新刊! 

『ＡＸ アックス 』
伊坂幸太郎/著

最強の殺し屋は―恐妻家。「兜」は超一流の殺し屋だが、家では妻に頭が上がらない。一人息子の克巳もあきれる

仕方なく仕事を続けていたある日、爆弾職人を軽々と始末した兜は、意外な人物から襲撃を受ける。こんな物騒な

仕事をしているこをしていることは、家族はもちろん、知らない。

『トリガール！』
中村　航/著

工業大学に入学した女子大生・鳥山ゆきなは、、ひょんなことから人力飛行機サークルに入部。パイロット班の先

輩である高橋圭、坂場大志と人力飛行機のパイロットとして、鳥人間コンテストを目指す。そんな中、入部一年目

のゆきなが急遽、出場することに。坂場とともに、過酷なトレーニングを積む日々を過ごすが、2人は果たして大

会に間に合うのか……!? 

『肺炎がいやなら、のどを鍛えなさい 』
西山耕一郎/著

2011年、「肺炎」は脳疾患(脳こうそくなど)を抜き、日本人の“死亡原因の第3位"になりました。そして、その
肺炎のほとんどは、【のどの老化】による飲み込みミスがきっかけ。

本書は、1万人を治療した「のど」の名医が、衰えた「のどの筋肉」に若さをとり戻す「のどの体操」を教えます!
「のど体操」で肺炎を防ぎ、寿命を10年のばして、いつまでも美味しい食事をとれる健康な体をつくりましょう!

『不老超寿 』
高城　剛/著

「岩盤規制」と呼ばれる日本の医療業界を飛び出し、世界中の医療機関と研究機関をまわり、最先端の検査を高城

剛が数百万円をかけて受診。その中から、日本から検体を送れば誰でもアクセスできる「最新三つ星検査」を一覧

にした。そして奇遇にも、本書取材中に高城剛のすい臓がんが発見されたのだった、、、、、。

手軽な最先端技術が、「100歳で元気」を実現する。アンチエイジングを超えたハイパーエイジングの時代へ。



『職場で、家で、学校で、働くあなたの疲れをほぐす すごいストレッチ』
崎田ミナ/著

身両面の不調とその解消法を、イラストエッセイでオモシロおかしく紹介。
分かりやすいマンガ形式だから、未経験者でもまったく問題なし。痛みの原因や解消方法の原理も分かりやすく解
説しているから納得してストレッチに集中できる。ほぐしたい部分を直撃するストレッチを、誰でもすぐに実践。
まさに著者の実体験と、多数の読者により厳選された「すごいストレッチ」の数々です。

『つま先立ちで若返る! 重力を味方につける正しい姿勢のつくり方』
飯田　潔/著

わずか3秒! 「姿勢年齢」を若返らせる秘訣はつま先立ちにあった―。

「いい姿勢」を保てず、老けてみられてしまうのは自重と重力でつくる「重心軸」が作れていないから。重力を味

方につけ、若々しい姿勢と動きを取り戻す方法を「つま先立ち」などわかりやすく手軽なメソッドで解説する1冊。
運動に縁のない人でも、簡単に実践できる意識付けやエクササイズを伝授する。

『自然ぐすり - 植物や食べものの手当てでからだとこころの不調をととのえる 』
森田敦子/著

女性は年齢を重ねるほど、できれば化学的なものに頼らず、自然のものでからだを良くしていきたいと思うもの。
本書は森田先生の初の実用書として、一家に1冊あれば、何か不調が起きたときに自然の「手当て」ができる、

植物療法の教科書として、永久保存版の内容です。

植物が作り出す“自然ぐすり”は、私たちがより健康で、幸せで、美しくあるための知恵。

『いのち愛しむ、人生キッチン 92歳の現役料理家・タミ先生のみつけた幸福術』
桧山タミ/著

九州・博多で暮らす92歳、現役の料理家。料理の技術だけではなく、季節の食材や使い心地のよい道具といった

「ほんもの」の大切さを伝えるその料理教室は、教え子たちからひそかに「人生塾」と呼ばれている。

迷いや悩みがあるとき、この本を開いてみてください。ふと心に触れるタミ先生の「ほんとう」の言葉が生きる

力につながるお守りになるはずです。

『女40歳から体が若くなる食べ方』
済陽高穂/著

40代は誰もが迎える「体と心の曲がり角」。「何をどう食べるか」によって、実年齢よりも「若い人」になるか、

「老けた人」になるかが決まります。

本書では、名医・済陽先生が考案した「最強のアンチエイジング食」を一挙紹介します。

「若返り力がグングン目覚める」食べ方のコツが満載！早い人は、5日で若返り効果を実感できます!

『帰宅して10分で作れる 糖質制限やせる夜ごはん』
川上晶也/著

夜に糖質制限をすればダイエット効果が高いとわかっていても、疲れて帰宅すると、ついついすぐに食べられる

おにぎりやお弁当、カップラーメンや菓子パンなど、糖質たっぷりメニューを選んでしまいがち。レンジだけ、

オーブントースターだけ、プライパンだけ、切って混ぜるだけのささっと調理で誰でもおいしく作れます!

そこで、帰宅してたった11分で作れる超お手軽な糖質制限レシピを考えました。ワンプレートレシピ110！

―　子ども向け　―

『ひだり みぎ』
新井洋行/著

遊びながら「ひだり・みぎ」が自然と身に付く、楽しいファーストブック!

「ひだり」「みぎ」が、まだよく分からなくてもだいじょうぶ！楽しく繰り返し遊ぶうちに、自然と身につく絵本。

『すこやかあかちゃんえほん (4) カラフル』
新井洋行/著

赤ちゃんの目線で作られたカラフルえほん！0歳の赤ちゃんが大好きな形、三角、四角、丸いなかまがカラフルな

色に合わせて動きます。赤、青、黄、月齢に合わせて認識できる、赤ちゃんの目線で作られたびっくり絵本!

『このママにきーめた! 』
のぶみ/著

「どうしてママをえらんだのか、しってる?」おなかのなかの記憶がある子どもたちに会って描いた絵本です。

ビックリしたのは、「なんで産まれてきたの?」ってきくと「そんなのママをよろこばせるために決まってるじ

ゃん! 」と、全員がいうことです。世界をよくするのは、ママがどれだけよろこぶかにかかってるんです！



『教室はまちがうところだ』

おんなじことをくりかえすうちに、それからだんだんどきりがやんで、言いたいことが言えてくるのだ。

はじめからうまいこと言えるはずないんだ。はじめから答えがあたるはずないんだ。

教室はまちがうところだ みんなどしどし手をあげて まちがった意見や答えを言おうじゃないか 

『あいさつ団長 (給食番長シリーズ) 』
よしながこうたく/著

1年2組に転校生のサムソンがやってきました。「オハヨ、ゴザマースッ! 」慣れない日本語で一生懸命あいさつを

して、一躍クラスの人気者になります。人気を取り戻したい番長たちは、ある作戦に出ます。

笑って泣いて、楽しく学べる小学校絵本の決定版給食番長シリーズ! 大好評の博多弁バイリンガル絵本です。

『ごめんなさい』

 なんとも奇抜なアイデアばかりが続くが、もちろん最後は決まってる。「みなさんいっしょにごめんなさい。」

皆でぺこりとお辞儀をしているイラストが微笑ましい。イヤイヤばかりの子どもたちも、一緒に「ごめんなさい」

が言えるようになる1冊です。

『ノンタンはっくしょん! 』
キヨノサチコ/著

ノンタンが、は、は、はっくしょーん！くませんせいが、ノンタンのむねをもしもしもし。

のどにくすりをちょんちょん。ノンタン、はやくかぜなおしてね!

『スノーマンとスノードッグ』

愛犬を亡くし、悲しむビリーが作ったスノーマンとスノードッグが、突然、動き出した…！

冬の夜のあたたかいお話。30年ぶりに登場のシリーズ新作、待望の絵本化！読んであげるなら3歳から。

『サンタクロースとあったよる』
ホリーホビー/著

クリスマス・イヴ。もうだれもがねむりにつくころ、まどのそとはとてもしずかで、こどもたちはあたたかいも

うふのなかで、あまいおかしのゆめをみている。そのときそとにみえたのは…?約200年前、ひとつの詩からう

まれたイメージ。世界中の人たちに愛されているクリスマスのまえのばんのおはなしです。

『かいけつゾロリのクイズ王』
原ゆたか/著

ゾロリたちがクイズばんぐみにしゅつじょう。ゆうしょうすれば、おくまんちょうじゃになるチャンス!!しかし、

むずかしいもんだいのれんぱつに、手ごわいライバルがたちはだかって・・・・・・。がんばれ、ゾロリたち!

『おれさま、ばいきんまん!』

バイキンマンの魅力たっぷりの一冊です。バイキンマン好きな子供に！

『BCキッズ くわしい解説つき! はじめての のりものずかん 』
講談社ビーシー/編集

自動車から飛行機、鉄道車両、重機など、幅広く150種類以上の乗り物を写真つきで紹介しています。

それぞれに詳しい解説をつけていますので、読み聞かせなどをしながら繰り返しお楽しみください。

すべてに英語表記と簡単な読み方も掲載しているので、楽しみながら英語学習にもなります。3～6歳向け。

『BCキッズ おなまえ いえるかな? はじめてのずかん300 』
講談社ビーシー/編集

身のまわりに存在する「乗り物」や「食べ物」、そして「世界の国旗」や「イベント」など、300点以上の物の

名前を写真つきで紹介しています。

すべてに英語表記と簡単な読み方も掲載しているので、楽しみながら英語学習にもなります。0～4歳向け。

『のりもの』
西片拓史/著

ひこうきのなかはね…たくさんのしかけをめくって、楽しみながら新しい発見ができ、本に親しみが持てるよう

になる図鑑。1・2・3歳児向。

蒔田晋治/著・長谷川知子/絵

中川ひろたか/著・長　新太/絵

レイモンド・ブリッグズ/著

やなせたかし/著



『日本地図の迷宮 』
井田仁康/監修

はじめての日本地図の本にぴったり！未就学児から小学生まで楽しめる、日本を楽しく学べる図鑑絵本。

迷路・かくし絵・さがし絵・クイズで遊びながら、47都道府県のことがまるごとわかる！

地図好きな子にも迷路やクイズが好きな子にも楽しんでもらえるように、遊びも地理的要素も詰め込みました。

『チキン！』
いとうみく/著

いいたい事はなんだってはっきりいう転校生の真中さん。いっていることはまちがってないんだけど、正直うざい。

面倒なことやトラブルをさけて生きてきたぼくのゆるゆるとした毎日は、真中さんによって一転した。

『ぼくたちのリアル』

そいつの名前は秋山璃在(リアル)。スポーツ万能。性格良好。顔がかっこよくて、気もきくから女の子にももてる。

幼なじみの渡(わたる)、転校生のサジ。三人の少年の忘れられない夏の友情物語。 

『漫画 君たちはどう生きるか』

人間としてあるべき姿を求め続けるコペル君とおじさんの物語。人生を見つめ直すきっかけにして欲しい１冊。

勇気、いじめ、貧困、格差、教養、、、出版後80年経った今も輝き続ける歴史的名著が、初のマンガ化! 

―　DVD　―

『あん』

ある日、どら焼き屋の求人募集の貼り紙をみて、そこで働くことを懇願する一人の老女、徳江(樹木希林)が現れ

どら焼きの粒あん作りを任せることに。徳江の作った粒あんはあまりに美味しく、みるみるうちに店は繁盛。

しかし心ない噂が、彼らの運命を大きく変えていく…たくさんの涙を越えて、生きていく意味を問いかける。

『この世界の片隅に 』

1944(昭和19)年2月。18歳のすずは、突然の縁談で軍港の街・呉へとお嫁に行くことになる。見知らぬ土地で、

海軍勤務の文官・周作の妻となったすずの日々が始まった。すずは工夫を凝らして毎日のくらしを積み重ねていく

が、次々と大切にしていたものが失われていく。それでも毎日は続く。そして、昭和20年の夏がやってくる。

『彼らが本気で編むときは、』

優しさに満ちたトランスジェンダーの女性リンコと、彼女の心の美しさに惹かれ全てを受け入れる恋人のマキオ。

そんなカップルの前に現れた、愛を知らない孤独な少女トモ。桜の季節に出会った3人が、それぞれの幸せを見つ

けるまでの心温まる60日の日々は自分らしさと本当の幸せを教えてくれた。

『DVD&CD付き 歌える体操レクリエーション 』
野崎健介/監修

高齢者レクの中でも人気の音楽体操。音楽に合わせて体を動かすプログラムは心身の機能維持に効果がある。
本書は音楽を用いた介護に定評のある監修者指導のもと、『あまちゃん』など人気曲を用いた体操を図解と映像
で紹介。高齢者が笑顔になるメニューが満載！

　　　 ・　本は 1度に　５冊、２週間

　　 　・　ビデオ・ＤＶＤは 1度に　１本、１週間

荻上直子/監督・生田斗真/主演

情報・図書コーナーにある書籍やビデオ・ＤＶＤは

どなたでも閲覧、貸し出し(一部を除く)が出来ます

戸森しるこ・佐藤真紀子/著

吉野源三郎/著・羽賀翔一/絵

河瀨直美/監督・ドリアン助川/原作・樹木希林/主演

片渕須直/監督・こうの史代/原作・主演（声）/のん
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越前市男女共同参画センター
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