
『男女共同参画白書　平成３０年版』
内閣府男女共同参画局/編　

平成２９年度男女共同参画社会の形成の状況

男女共同参画社会の形成の促進に関する施策（平成２９年度に講じた男女共同参画社会の形成の促進に関する施策

平成３０年に講じようとする男女共同参画社会の形成の促進に関する施策）

『百年の女－「婦人公論」婦人公論』が見た大正、昭和、平成』
酒井 順子/著

〈女人全開〉の歩みに驚愕、呆然のち爽快――面白く、ためになる異色の近現代史。大正の「非モテ」、女タイピ

ストの犯罪者集団、ウーマン・リブとセックス、専業主婦第二職業論……トンデモ事件から時代を揺るがせた論争 

まで。 人気エッセイストが、『婦人公論』(1916年創刊)の主要記事やトピックを取り上げながら、日本女性と社

会の変遷を丹念に追った、トリビア満載の労作。 祖母たち、母たちの100年分の知恵がここに! 

『女塾』
田渕 久美子/著

女性として生きること、生きづらいと思ったことはありませんか?

生き方、恋愛、結婚、子育て、仕事、人間関係にと、悩みは尽きません。

人気脚本家である著者は、本書でそこから抜け出す道を教えてくれています。

女性は輝いてこそ価値がある宝石のような存在です。

女に生まれたことに、まずは誇りをもちましょう。

『成功ではなく、幸福について語ろう』
岸見 一郎/著

成功と幸福を同一視しないことから始めよう。

アドラー哲学「嫌われる勇気」岸見一郎による幸福論の決定版

“思い通りにならない毎日”を進んでいくための羅針盤

高校生へ語った伝説の講演「これからの人生をどう生きるか」も完全収録！

『死ぬこと以外かすり傷』
箕輪 厚介/著

生き方、働き方、商売の仕方。今後5年で、すべてのルールが変わる。

今までのやり方を捨て、変化に対応できる者だけが勝つ。無知こそ武器だ。バカになって飛べ! 

こっちの世界に来て、革命を起こそう。

本書では新時代の哲学を体現する箕輪氏の「働き方」を、32の項目として立てて紹介する。

『反応しない練習　あらゆる悩みが消えていくブッダの超・合理的な「考え方」』
草薙 龍瞬/著

誰かの言葉にすぐ反応。SNS、ツイッター、ネット記事に常に反応……毎日、ムダな「反応」をしていませんか?

すべての「苦しみ」は、自分が「反応する」ことから始まっています。それを理解することが、悩みを解決する

第一歩です。

その事実と、具体的な方法論を教えてくれるのは、2500年前の悟った人、ブッダ(原始仏教)。本書では、原始仏

典を紐解きながら、現代人の人生に活かせる合理的な考え方を紹介します。

何歳からでも始められる－「感情を、上げもせず、下げもしない」ブッダの方法。 

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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『ずっと「イヤ」って言いたかった』
Meg./著

本書は、自身の体験をマンガで綴ったブログが人気のイラストレーターが、押しこんでいた自分の感情の存在に気
づくところから、どうやって本来の自分を取り戻し、思い通りの豊かな人生を手に入れたのかを解説。

1章から5章では、時系列に沿って文章とマンガで、6章では、本当の自分に戻るための5つのステップを4コママ

ンガでユーモアたっぷりに伝える。 

これだけで仕事も、人間関係も、人生も、うまく回りはじめる! 

『それでも親子でいなきゃいけないの？』
田房 永子/著

「母がしんどい」の田房永子が、“その後”の母子関係を描いた最新エッセイコミック。両親との関係に疲れ果て

たあなたへ捧げます。自分が壊れるまで、親子関係を続けなくてもいいのです。

『母がしんどい』その後のエピソードと、作者が同じ悩みを抱える方々を取材した、人それぞれ様々な形の『毒親』

話を収録。様々な形があれど、少しでも共通する部分は必ずどこかにある。

『ぼくが子どものころ、ほしかった親になる』
幡野 広志/著

ガン(多発性骨髄腫)で余命宣告を受けた35歳の父が、2歳の息子に伝えたい大切なこと。

写真家、元猟師の著者・幡野広志が、父として男として息子に伝えたい言葉は、多くの人の心に刺さる真実の言葉

である。限られた未来を父は息子の限りないいのちにつなぐ――谷川俊太郎氏推薦

『ママにはなれないパパ』
鈴木 おさむ/著

子供を授かることによって変わっていく家族のカタチ。夫婦のカタチ。幸せのカタチ。

子供が生まれてから3歳になるまで、父親目線で育児とか子供のことを見てきて気づいたことの記録です。

世の中に母親目線の育児本、育児日記とか沢山ありますが、父親目線ってあまりありませんよね?

育児に向き合って、母親の凄さに沢山気づき、そして思うわけです。「パパはママにはなれない」ということに。

『あの家に暮らす四人の女』
三浦 しをん/著

ここは杉並の古びた洋館。父の行方を知らない刺繍作家の佐知と気ままな母・鶴代、佐知の友人の雪乃(毒舌)と

多恵美(ダメ男に甘い)の四人が暮らす。ストーカー男の闖入に謎の老人・山田も馳せ参じ、今日も笑いと珍事に

事欠かない牧田家。ゆるやかに流れる日々が、心に巣くった孤独をほぐす同居物語。織田作之助賞受賞作。 

『すぐ死ぬんだから 』
内館 牧子/著

終活なんて一切しない。それより今を楽しまなきゃ。78歳の忍ハナは、60代まではまったく身の回りをかまわな

かった。だがある日、実年齢より上に見られて目が覚める。「人は中身よりまず外見を磨かねば」と。仲のいい夫

と経営してきた酒屋は息子夫婦に譲っているが、問題は息子の嫁である。自分に手をかけず、貧乏くさくて人前に

出せたものではない。それだけが不満の幸せな老後だ。ところが夫が倒れたことから、思いがけない裏を知ること

になる―。人生100年時代の新「終活」小説! 

『ふたりぐらし』
桜木 紫乃/著

元映写技師の夫、信好。母親との確執を解消できないままの妻、紗弓。一緒にくらすと決めたあの日から、少し

ずつ幸せに近づいていく。そう信じながら、ふたりは夫婦になった。ささやかな喜びも、小さな嘘も、嫉妬も、

沈黙も、疑心も、愛も、死も。ふたりにはすべて、必要なことだった―。

ふたりが、夫婦が、「幸福論」へと辿りつく姿を、じっくりご堪能ください。 

『一億円のさようなら』
白石 一文/著

連れ添って20年。発覚した妻の巨額隠し資産。

続々と明らかになる家族のヒミツ。

爆発事故に端を発する化学メーカーの社内抗争

いまを生き抜く大人たちに贈る極上娯楽小説。



『青少年のための小説入門』
久保寺 健彦/著

「すげえの書いて、デビューしようぜ」。落ちこぼれヤンキーといじめられっ子中学生が、小説界に殴り込み! ?

はじめは嫌々だった一真だが、たくさんの小説をふたりで読むうちに、「面白い小説を創る」という想いが加速

していく。しかし、次々に壁がふたりの前に立ちはだかり……。

小説家を目指すデコボココンビの奮闘を描く、渾身の青春長編小説。

『大家さんと僕』
矢部 太郎/著

1階に大家のおばあさん、2階にトホホな芸人の僕(カラテカ・矢部太郎)。

一緒に旅行するほど仲良くなった不思議な「2人暮らし」の日々は、もはや「家族」! ?

大切な人をもっと大切にしたくなる、泣き笑い、傑作エッセイ漫画!  

超高齢社会・日本。世代を超えた関係を見つめ直すきっかけにしてみては。

『元気になるシカ！アラフォーひとり暮らし、告知されました』
藤河 るり/著

アラフォーでひとりぐらしで漫画家の私。ある日突然、病院で「卵巣がん」と告知されてしまいました。

海外から飛んできた父、明るく看病してくれる母、泣いた自分を受け止めてくれた友人。支えてくれる人がいるか

らこそ前を向いて病と闘える。感動と共感のコメント殺到の人気ブログが50P以上の未発表秘話を加えて書籍化。 

『伝説のお母さん』
かねもと/著

ファンタジーなのにリアル!Twitterで話題の作品が書籍化!!その昔、勇者とともに魔王を封印した伝説の魔法使い

がいた。平和を取り戻した世界で彼女は、待機児童を抱えるお母さんとなっていた!! 魔王が復活した今、彼女は 

魔王討伐の戦いへ向かうため、 保活を始め、夫に家事育児を教え、定時上がりで戦いに参加する!

『晩ごはん症候群（シンドローム）』
フクチ マミ/著

「晩ごはん」とは、自分のために、そして家族のために作るごはんのこと。

もともと料理は好きだったのに、ある日、ぽろっと「晩ごはんのこと考えるの、疲れた…」

プロに「手間短」のコツを習ったものの…やっぱり、しんどい・つらい気持ちは解決できず。

たくさんの主婦&主夫を取材することで見えてきた「晩ごはん症候群」の処方箋とは?

『極上の孤独 』
下重 暁子/著

現代では「孤独=悪」だというイメージが強く、たとえば孤独死は「憐れだ」「ああはなりたくない」と一方的に

忌み嫌われる。しかし、それは少しおかしくないか。そもそも孤独でいるのは、まわりに自分を合わせるくらいな

ら一人でいるほうが何倍も愉しく充実しているからで、成熟した人間だけが到達できる境地でもある。

一人をこよなく愛する著者が、孤独の効用を語り尽くす。 

『自分が高齢になるということ』
和田 秀樹/著

「高齢になると人はボケる」という前提に立ち、たとえボケたとしても最後まで幸せに生きられることを、

高齢者専門の精神科医として長年実践してきた著者が説いていきます。

たとえボケたとしても、人生を最後まで幸せに生きることはできるのです。

『ゼロトレ』
石見 友見/著

「ゼロトレ」は1日5分ででき、すべてのエクササイズを「寝ながら」できるので、身体の負担も少なくてすむ

画期的なメソッドです。4週間で羽が生えたように軽くなる。ニューヨークで話題の最強のダイエット法ついに日

本上陸!ちぢんだ各部位を元の位置に戻すだけでドラマチックにやせます。

『 1日１０秒マインドフルネス』
藤井 英雄/著

本書は40年間瞑想を続けた精神科医が教える、誰でも理解できていつでも実践できるエクササイズが存分に詰ま

っています。毎日をいらいら過ごしている人や、不安や不満に悩まされている人にとってなくてはならない1冊に

なることは間違いない!！

「今、ここ」に集中するエクササイズで、ストレスなく、快適に仕事ができる!瞑想初心者もこの1冊でOK。

たった10秒で、思考も感情も変えられる！ 



『流行のライフスタイルに憧れて』
津田 かおり/著

コミックエッセイ―試してみたらこうなった!素敵な暮らし方に目がないアラフォー独身「ツダさん」の、ちょっ

と不器用だけど好奇心旺盛な毎日。“私らしさ”を求め、今日も続くよトライ&エラー! 

爆笑&驚きの実録コミックエッセイ! 

『魂の退社』
稲垣 えみ子/著

高給をもらっている人間はエラいかのように思い始める。 会社で働いていると「もっと給料よこせ」という感覚

になる。そこで、著者が選択したのは、会社を辞め、電気代200円で暮らす清貧生活だった。

会社とは、お金とは、人生とはなにかを問う。笑って泣けて考えさせられて最後に元気が出る本! 

『寂しい生活』
稲垣 えみ子/著

自然や季節を体感する暮らし、ものを捨てた後のスペースにこれまで気づかなかったいろいろなものが入り込んで

きて感じる豊かな気持ち、そういった著者にしか実感できない自由と充実感をシンプルな言葉でつづった稲垣哲学。

孤独や不安を抱えて、今を生きるすべての人の背中をやさしく押してくれる、すがすがしい1冊。

『レシピがいらない！アフロえみ子の四季の食卓』
　 稲垣 えみ子/著

四季折々の食材を使えば、一汁一菜でもバリエーションは無限。一年間のリアルな食の記録を、たっぷりの写真と

共にお届けします。作ってみたくなる、アイデア料理が全40品。

エッセイを楽しく読みつつ、気楽に試していただけます。

『志麻さんの自宅レシピ』
タサン　志麻/著

日本テレビ系列『沸騰ワード10』や、NHK『プロフェッショナル 仕事の流儀』など、メディアを通じて紹介さ

れる志麻さん。本書は志麻さんが仕事から帰って、30分以内にちゃちゃっと作って食べたレシピを中心に76レシ

ピご紹介。自宅で、レストランの味が楽しめます。 

『週末１５分そうじ術』
鈴木 美帆子/著

利用登録者数2万5000人!人気急上昇の家事代行マッチングサービスで活躍する「タスカジさん」のワザをご紹介。
プロのワザの中でもポイントを押さえて、15分で終わるようにアレンジしてお届けします。 
掃除に必要なのは、やる気20%、掃除しやすい部屋づくり80%です! 本書では、部屋づくりからレクチャーして

『人生をおもいどおりにするおかたづけの作法』
三谷 直子/著

失敗パターンに、サヨナラしよう。「いつもやってしまう」「気をつけても直らない」あなたの行動のクセ、

97%の無意識に支配された結果かも。効率よく無意識を動かして、できる自分の目を覚まそう。一歩の行動から

人生を変える、おかたづけの作法8章。 

『自衛隊防災BOOK』
自衛隊・防衛省/協力

いざというときに私たちを助けてくれる危機管理のプロ、自衛隊のノウハウを初公開！

人命救助はもちろんのこと、食料の確保や給水、緊急措置など、災害時のトラブルに対処するさまざまなテクニッ

クやアイデア。災害時や日常生活に役立つ100のテクニックを収録。あなたやあなたの大切な人を守る力になる。 

『何者』
朝井リョウ/著

就職活動を目前に控えた拓人は、瑞月の留学仲間・理香が拓人たちと同じアパートに住んでいるとわかり、理香と

同棲中の隆良を交えた5人は就活対策として集まるようになる。だが、SNSや面接で発する言葉の奥に見え隠れす

る、本音や自意識が、彼らの関係を次第に変えて……。直木賞受賞作。 

『もういちど生まれる』
朝井リョウ/著

それぞれの登場人物が、みんな、恥ずかしいプライドやこみ上げる焦りを抱えながら、一歩踏み出そうとしている。

若者だけが感受できる世界の輝きに満ちた、爽快な青春小説。 

いきます。とりあえず、気負わずゆるっとスタートしちゃえば、掃除って意外にスムーズ。



『君たちはどう生きるか』（漫画）

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! 

『旅猫リポート』
有川　浩/著

野良猫のナナは、瀕死の自分を助けてくれたサトルと暮らし始めた。それから五年が経ち、ある事情からサトルは

ナナを手離すことに。『僕の猫をもらってくれませんか?』一人と一匹は銀色のワゴンで“最後の旅”に出る。

懐かしい人々や美しい風景に出会ううちに明かされる、サトルの秘密とは。永遠の絆を描くロードノベル。 

―　子ども向け　―

『くまのトーマスはおんなのこ』
ジェシカ　ウォルトン/著

ジェシカは、自分の息子エロールに読んで聞かせるトランスジェンダーをテーマにした絵本を作りたいと思ったこ

とがきっかけで、自分でこの絵本を制作した。

「大事なのはきみがぼくの友だちだってことさ」 ジェンダーと友情についてのやさしいお話。

『ぜったいに　おしちゃダメ？』
ビル・コッター/著

本に登場するのは、いかにも押したくなる絶妙な雰囲気のボタンと、愛嬌のあるモンスターのラリー。ボタンが押

されるたび、次々と思いもよらない現象がラリーの身の上に降りかかる。最後は一体、どうなってしまうのか?

 1度開くと、ページを捲(めく)る手が止まらない。

『ぜったいに　あけちゃダメッ！』
アンディ・リー/著

モンスターが1匹登場します。彼は読者である子どもたちに本のページをめくらせないためのあの手この手をくり

出してきます。言うことをきかずに最後のページをめくってしまうと…。

読み聞かせで盛り上がることまちがいなしの絵本です。 

『オニのサラリーマン』

赤鬼のオニガワラ・ケン、地獄カンパニーの平社員。一男一女あり。びしっとスーツで決め、愛妻弁当と金棒持っ

て、満員バスで出勤です。

亡者どもは決まりを守らず、てんやわんや。ちょっと油断したすきに、大変なことが起きてしまいました! 

『おしりたんてい　みはらしそうのかいじけん 』
トロル/著

迷路や絵探しなど、おしりたんていといっしょに謎を解きながら、真実にせまる、本格的推理読み物シリーズです。

何度読んでも発見がある推理小説の入り口にも最適な知的好奇心をくすぐる1冊です。

『はみがきれっしゃ　しゅっぱつしんこう』
くぼ まちこ/著

しゅっしゅっしゅっ、しゅっしゅっしゅっ、きたよきたよ、はみがきれっしゃ!おくちのなかへ、しゅっぱつしん

こう～！

『ノンタンはっくしょん! 』
キヨノサチコ/著

ぽーんとにげていったノンタンのだいじなボールは、お空で風船にまぎれたりねずみさんの穴に入ったり。

ぶたさんと追いかけます。 

富安 陽子/著・大島 妙子/絵

吉野源三郎/著・羽賀翔一/絵

https://www.amazon.co.jp/%E3%82%AA%E3%83%8B%E3%81%AE%E3%82%B5%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%B3-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%82%91%E4%BD%9C%E7%B5%B5%E6%9C%AC%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA-%E5%AF%8C%E5%AE%89-%E9%99%BD%E5%AD%90/dp/4834082008/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1538550376&sr=1-1&keywords=%E3%82%AA%E3%83%8B%E3%81%AE%E3%82%B5%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%B3
https://www.amazon.co.jp/%E3%82%AA%E3%83%8B%E3%81%AE%E3%82%B5%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%B3-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%82%91%E4%BD%9C%E7%B5%B5%E6%9C%AC%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA-%E5%AF%8C%E5%AE%89-%E9%99%BD%E5%AD%90/dp/4834082008/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1538550376&sr=1-1&keywords=%E3%82%AA%E3%83%8B%E3%81%AE%E3%82%B5%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%B3


『おうさまのたからもの』
糟谷 奈美/著

王さまは、すてきな箱に入れる宝ものを探しにでかけます。でも、なかなか見つかりません。泣いている王さま

を森の動物たちがなぐさめていると、どこからか別の泣き声が聞こえてきて・・・。

さて、王さまの見つけた宝ものは、何だったのでしょう? ほんとうにたいせつな宝ものってなんでしょう?

『とんでもない』
鈴木のりたけ/著

ぼくってなんのとりえもない、という男の子。すると「とんでもない」と動物たちが…

それぞれの悩みを、ユーモラスに描く。 

『みえるとか みえないとか』
ヨシタケシンスケ/著

宇宙飛行士のぼくが降り立ったのは、なんと目が3つあるひとの星。宇宙も地球も一緒だな。

同じところを探しながら、違うところをお互いにおもしろがればいいんだね。“ちがいをかんがえる”えほん

『オレ、カエルやめるや』

カエルはカエルがイヤなのです。だってぬれてるし、ヌルヌルしてるし、ムシばっかり食べるし…。

それよりも、もっとかわいくて、フサフサの動物になりたいのです。生意気でかわいいカエルのユーモア絵本。

『かたづけしないとどうなるの？』

ウルトラマン好きで、お片付けが嫌いな子どもたちに。

メトロン星人とセブンのやり取りもほのぼのしていて、大人でも楽しく読めます。

『のりものだいすき！』
小賀野 実/監修

写真をタッチして「どれがすき?」「これなあに?」と親子で話しながら楽しみましょう。

それぞれの写真に『やさしい言葉がけ』をつけています。

『かいけつゾロリのかいていたんけん』
原 ゆたか/著

いたずらの王者をめざすゾロリとイシシ・ノシシは、たまて箱とかわいい乙姫様に会うため海の底へ探検に出発！

竜宮城を目指します。でも、深い海の底にはダイオウイカやシンカイザメなどへんてこなが生き物ばかり……。

ゾロリたちはぶじに帰ってこられるのでしょうか? 

『ざんねんないきもの辞典』
今泉 忠明/監修

地球には、すごい能力をもつ生き物がたくさんいます。でも一方で、“ざんねん"な生き物も存在するのです。

この本では、進化の結果、なぜかちょっとざんねんな感じになってしまった生き物たちをご紹介します。

笑えて、ちょっとためになる!生き物たちのおどろきの真実。思わずつっこみたくなるいきもの122種。 

『続々ざんねんないきもの辞典』
今泉 忠明/監修

メディアで話題沸騰の『ざんねんないきもの事典』第3弾がついに発売! 

笑えて、勇気をもらえる、ざんねんな生き物が続々登場。

リクエストの多かった「植物」や理科の授業で習う「微生物」が仲間入りしてパワーアップ

『東大教授が教える　やばい日本史』
本郷 和人/監修

東大教授が、日本史の表と裏を教えます! 

歴史を変えた人物の「すごい」と「やばい」を見てみれば日本の歴史がざっくり分かる! 

歴史ってすごいばかりじゃ楽しくない。日本の歴史を作った「すごい」人は、同じくらい「やばい」人だった。

　　デブ・ベティ/著・マイク・ボルト/絵

　ひらい たろう/著・ヲバラ トモコ/絵



―　DVD　―

　国連が注目した丹南地域の「女性の輝き」と「幸福度」世界中が幸せになるためのヒントを探る国連初のTV番組

　『One Woman』は全５巻、８グループの活動紹介やインタビューを収録　

　『幸福のカタチ 』は全４巻、６人２グループの活動報告やインタビューを収録

『外国人と人権 －違いを認め、共に生きる－』

　外国人に関する人権問題をドラマや解説で明らかにし、多様性を認め、人が人を大切にする人権尊重の社会をつくりあげるために

　何ができるかを考えるものです。外国人に対する偏見や差別をなくし、皆が住みよい社会を築くために何ができるかを考えるもの

　です。外国人に対する偏見や差別をなくし、皆が住みよい社会を築く為に私達にどのようなことが問われているのかを学びます。

『インターネットと人権 －加害者にも被害者にもならないために－』

　インターネットは、私たちの生活を豊かにするとともに欠かすことのできないものになっています。一方、インターネット上の

　人権やプライバシーの侵害につながる行為は後を絶たず、近年特にネットいじめや子どもたちをたちをターゲットとした犯罪が

　大きな社会問題となっています。また、知識や意識が十分でない中高校生は、被害者になるだけでなく意図せづ加害者にもなる

　ことも少なくありません。

　主に中高生やその保護者、教職員を対象に、インターネットを利用する上での危険性や安全な利用法についてまとめました。

『わたしたちが伝えたい、大切なこと　

－アニメで見る　全国中学生人権作文コンテスト入賞作品－』

　「全国中学生人権作文コンセプト」入賞作品に基づいて制作されました。

　どの作品も、日常生活の中で「人権」について理解を深めていった気付きのプロセスを描いています。
　入賞作品を原作とした３つのアニメーションを通して「人権ってなんだろう？」と、自分自身の問題として考えてもらうことを
　目的としています。

  　 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

　　　 ・　本は 1度に　５冊、２週間

　　 　・　ビデオ・ＤＶＤは 1度に　１本、１週間

『One Woman －女性が輝く社会へ－』『幸福のカタチ 』

丹南ケーブルテレビ・国連の友アジアパシフィック/制作・著作

法務省人権擁護局・（公）人権教育啓発推進センター/制作・企画

法務省人権擁護局・（公）人権教育啓発推進センター/制作・企画

法務省人権擁護局・（公）人権教育啓発推進センター/制作・企画
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