
『男女共同参画白書　令和元年版』
内閣府男女共同参画局/編　

令和元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30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）

『国谷裕子と考えるSDGｓがわかる本』
国谷 裕子/監修

17の目標と169のターゲットを始め、SDGsについて、子どもたちに知ってもらい、他人事ではなく、自分たち

の課題として、考えられるようになってもらう。この1冊でSDGsの全体像がわかる「子ども向けSDGs総論本」

『マンガでわかるSDGｓ』
SDGｓビジネス総合研究所 経営戦略会議/監修

静岡県にある株式会社大井川茶園での実例をもとに、マンガを通じてSDGsの概念や、特に中小企業における

取り組み方についてわかりやすく解説していきます。

明日を目指す企業に明るい未来を約束する最良のSDGsの入門書です! 

『はじめて学ぶLGBT基礎からトレンドまで（スッキリわかる）』
石田　仁/著

LGBT(性的マイノリティ)の基礎からトレンドまで、この1冊で押さえられるコンパクトな基本書です。

はじめて学ぶ方や、より理解を深めたい方に向け、豊富な図解と丁寧な文章で、やさしく解説します。

カミングアウト、同性パートナーシップ、SOGI、セクシュアル・マイノリティ―気持ちに寄り添い、理解する。 

『ジェンダーについて大学生が真剣に考えてみた』
一橋大学社会学部佐藤文香ゼミ一同/著

ジェンダー研究のゼミに所属する大学生たちが、友人や知人から実際に受けた質問に対して、時間をかけて真剣に

考察・討議し、誠実に回答したQ&A集です。

回答はホップ(初心者向け)、ステップ(中級者向け)、ジャンプ(上級者向け)の3段階で構成。それぞれの回答は、唯

一の正解として提示するのではなく、わかりやすい語り口で「ともに考えましょう」と呼びかけています。

『女の偏差値』
林 真理子/著

昭和、平成、令和。いつの時代も最先端を走り続ける、日本女性のお手本、それがマリコです! 
上を目指して、常に努力を続ける。それが美女の、生きる道。

anan連載の人気シリーズ、美女入門 Part17 

『８２年生まれ、キム・ジヨン』
チョ・ナムジュ/著

ある日突然、自分の母親や友人の人格が憑依したかのようなキム・ジヨン。
誕生から学生時代、受験、就職、結婚、育児…彼女の人生を克明に振り返る中で、女性の人生に立ちはだかるもの

が浮かびあがる。女性が人生で出会う困難、差別を描き、絶大な共感から社会現象を巻き起こした話題作!韓国で

100万部突破!異例の大ベストセラー小説、ついに邦訳刊行。 

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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『大丈夫、君は可愛いから。君は絶対、幸せになれるから。 』
yuzuka/著

恋を、いや人生をもっとラクチンにする上手な不機嫌の操り方、あります。

世界のかわいくなれない不機嫌女子達におくる、女の子を絶対に幸せにする1冊。

Twitterフォロワー数10万人。背中を押してくれる言葉が人気のyuzuka待望の女の子応援本。 

『妥協するなら結婚するな! 無敵の婚活女[ヴィーナス]』
杉口 加奈/著

婚活こそ、最高の自分磨き! 小手先のテクニックや体験談だけではありません。

自称崖っぷち女子たちが“愛も富も美も"手に入れたリアルシンデレラストーリーの全貌を本書で公開! 

男性を気絶させてしまうほどのあなたの魅力を大いに解き放つ具体的な方法や、思いのままに男性を操り、恋愛を

を自由自在に動かす手法や、夢を現実にするためのエネルギー理論まで。 

『話を聞きたがらない夫 悩みを聞いてほしい妻』
岡田 尊司/監修

家族のためにがんばるほど、なぜさみしくなるんだろう。

マンガでわかる!夫婦・家族とはいえ、まったく異なる人間同士。それでも、お互い傷つくすれ違いは、知性と知識

でなくせます。自分と相手の“対人関係の傾向と対策”がわかればコミュニケーションがぐっとなめらかになり家

族みんなが生きやすく、幸せになる! 

『その悩み、哲学者がすでに答えを出しています』
小林 昌平/著

「将来が不安」「お金がほしい」「死ぬのが怖い」これらの現代人の悩みははるか昔から私たちを苦しめていた人

類共通の悩みです。であるならば、哲学者や思想家と呼ばれる、思考そのものを生業とする人たちが、これらの悩

みに答えを出しているはずです。

平易な言葉で哲学を学べて、あなたの悩みが解決します。

『１２階から飛び降りて一度死んだ私が伝えたいこと』
モカ・高野 真吾/著

デザイナー、プログラマーでもあり、元男性のトランスジェンダーでもある彼女が、自殺問題を「日本の戦争」と

捉え、自殺願望者に寄り添う活動を始めた理由とは。600人を超える無料お悩み相談で見えてきた日本社会の問題

苦しむ人たちを救う道とは。多才かつ献身的な活動を、継続して取材する朝日新聞記者がまとめる。

本人による描き下ろし漫画も掲載。

『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』
ブレディ・みかこ/著

人種差別丸出しの美少年、ジェンダーに悩むサッカー小僧。時には貧富の差でギスギスしたり、アイデンティティ

に悩んだり。世界の縮図のような日常を、思春期真っ只中の息子とパンクな母ちゃんの著者は、ともに考え悩み

乗り越えていく。

『居るのはつらいよ: ケアとセラピーについての覚書』
東畑 開人/著

「ただ居るだけ」と「それでいいのか？」をめぐる感動のスペクタクル学術書！

ケアとセラピーの価値について究極まで考え抜かれた本書は、同時に、人生の一時期を共に生きたメンバーさんや

スタッフたちとの熱き友情物語でもあります。

『死を前にした人に あなたは何ができますか?』
小澤 竹俊/著

看取りの現場では答えることのできない問いを突き付けられます。「下の世話になるくらいならいっそ死にたい」

「どうしてこんな目に合うの?」─そこでは説明も、励ましも、通用しません。

私たちにできるのは、相手の話を聴き、支えを見つけること。言葉を反復し、次の言葉を待つこと。

それは誠実に看取りと向き合ってきた在宅医がたどりついた、穏やかに看取るための方法です。

死を前にした人に、私たちにはできることがあります! 



『失敗図鑑　すごい人ほどダメだった！』
大野 正人/著

何か新しいことに挑戦しようとするとき、そこには失敗はつきものです。わかっていてもできれば失敗したくない。

だからついつい安全なほうを選んだり、失敗したことを受け止めず、言い訳をしてしまったり。

そんな、何かと窮屈なこの時代、「失敗したって、いいじゃん! 」と朗らかに思える子どもが増えたら、もっとこ

の世は楽しくなる！読む人に勇気を与える一冊です。

『樹木希林 １２０の遺言』
樹木 希林/著

<ありのままの自分>を貫き、最期まで<自然体>で生きた樹木さんの率直な言葉には、彼女の人となり、人生

哲学が詰まっています。

とにかく、世の中を面白がること。老いだって、病気だって、自分の栄養になる。

孤独、成熟、家族、仕事…希林さんが教えてくれたあるがままの生き方。

『生理ちゃん』
小山 健/著

「大変なのを生理のせいにできないから大変なんです」悩める女性たちの元にも、ツキイチで生理ちゃんはやって

くる。イタイ、ツライ、メンドクサイを吹き飛ばすほど、笑って泣けちゃう大傑作!

漫画「PMSちゃん」他、クスっと嬉しい描き下ろしもたっぷり収録!

『裸一貫！つづ井さん 1』
つづ井/著

アラサー×おひとりさま×オタク=毎日生きるのがたのしい!!! どすこい!!! 「魂がオタク」なアラサー女子の、押しも

押されもせぬ日常!!! 俳優を追っかけたり、自分のお尻を育てたり、夜の公園で全力で遊んだり…。

つづ井さんと仲間たちが工夫して日常を楽しむ姿に、笑って癒されて元気がもらえる

全く新しいアラサー女子のエッセイ漫画!

『おばさんデイズ 』
まめ/著

40代シングルマザーが巻き起こす&巻き込まれる不思議な世界に、さあようこそ! 

おばさんの日常は、思いもよらぬ笑いに溢れている！おもしろすぎてヤバイ！！

おばさん界の鬼才が描く独特な世界観に、あなたもきっとハマるはず。

『大家さんと僕　これから』
矢部 太郎/著

日本中がほっこりしたベストセラー漫画、涙の続編いよいよ発売!！季節はめぐり、僕と大家さんとの楽しい日々に

少しの翳りが見えてきた。僕の生活にも大きな変化があり、別れが近づくなか大家さんの想いを確かに受け取る僕。

季節はめぐり、楽しかった日々に見えてきた少しの翳り。別れが近づくなか僕は…。感動の物語、堂々完結。 

『そして、バトンは渡された』
瀬尾 まいこ/著

森宮優子、十七歳。継父継母が変われば名字も変わる。だけどいつでも両親を愛し、愛されていた。

この著者にしか描けない優しい物語。 「私には父親が三人、母親が二人いる。 家族の形態は、十七年間で七回も

も変わった。 でも、全然不幸ではないのだ。」 身近な人が愛おしくなる、著者会心の感動作 

『崩れる脳を抱きしめて』
藤井 英雄/著

研修医の碓氷は、脳腫瘍を患う女性・ユカリと出会う。心に傷をもつふたりは次第に心を通わせていく。

広島に帰った碓氷に、ユカリの死の知らせが届く。彼女はなぜ死んだのか?幻だったのか?ユカリの足跡を追い

碓氷は横浜山手を彷徨う。彼女はなぜ死んだのか? 幻だったのか?

そして、明かされる衝撃の真実!?希代のトリックメーカーが描く、今世紀最高の恋愛ミステリー。 

『世界一美味しいで手抜きご飯 最速！』
はらぺこグリズリー/著

すごいかんたん、なのに美味しい料理が100個入った、忙しい私たちのためのご褒美レシピです。

めんどうなことはしたくない、でも美味しいものが食べたい！この願望を叶えます。

料理をしたことがない、料理はあまり得意ではない、春からはじめて一人暮らしをする。



『慢性上咽頭炎を治せば不調が消える』
堀田 修/監修

年中風邪をひいている、一度風邪をひくと咳が長引く、のどに違和感がある、頭痛が続く、眠れない、肩こり、首こ

りがあるなどという不調の多くは、上咽頭に炎症がある可能性があります。

口呼吸の人は特に注意。おすすめの上咽頭洗浄、かっいうべ体操、顔の大きな人とあごシャープな小顔の人はどちら

が上咽頭炎になりやすい? 気をつけるべき天候は花粉と黄砂、どっち? など、気になることから図解でわかりやすく

紹介しています。

『疲れない大百科 - 女性専門の疲労外来ドクターが教える -』
工藤 孝文/著

その疲労感、じつは脳の勘違い…⁉「すぐ疲れる人」180度変える! 

『名医のTHE太鼓判! 』『あさイチ』など出演で大人気の疲労外来ドクターが教える、ダルさが吹っとぶ栄養行動学

セロトニンを増やして“脱・疲労体質"になれる眠り方、食べ方、働き方を厳選。

『女性が医師に「運動しなさい」と言われたら最初に読む本』
　 中野ジェームス修一/著

病院や健康診断で「運動不足ですね。運動しましょう」と医師に言われても、「何をやればいいのか分からない」

「運動が苦手、ほとんどやったことがない」「運動すると体が痛くなる」という人に向けて、フィジカルトレーナー

が医学的に正しい、女性のための運動法を1冊にまとめました! 

『40代から始めよう! あぶら身をごっそり落とすきくち体操』
菊池 和子/監修

「やせる身体」ではなく、「育てる身体」「変わる身体」で自身を見直し、現在85歳にして驚きの美と若さと健康

を維持する創始者・菊池和子が伝える体操術。

40歳の主人公「みーちゃん」が菊池和子先生の一番弟子、ブタの妖精「あぶらみちゃん」に叱咤激励されながら

きくち体操によって日々の身体の変化を感じ、気がつくとあぶら身がごっそり落ちている、というちょっと笑えて

共感できるコミックエッセイ。

『医者が考案した「長生きみそ汁」』
小林 弘幸/著

に入った最強のみそ汁です。

れてしまいます。ぜひ一日1杯の「長生きみそ汁」生活をはじめて健康長寿を実現しましょう! 

『大人のためのメルカリスタートBOOK』

月1200万人以上が利用するメルカリ。実は、売り上げ単価が最も高いのは60代というデータが! 

「メルカリって若い人たち向けのアプリよね……大丈夫かな」「スマホには自信がなくて……」

などといって、メルカリで売らないなんて、もったいない! 世界一わかりやすい解説書です。

『母ちゃんだってほめられたい。』
ふるえるとり/著

心配してふるえ、かわいくてふるえ、トラブルでふるえ、また嬉しくてふるえる…子育ての悲喜こもごもな毎日を

絵日記でつづりTwitterで大人気の著者、初めての本。

疲れた大人を優しく全肯定してくれる、大人気の「ほめねこちゃん」も登場します。

『小児科医のぼくが伝えたい 最高の子育て』
高橋 孝雄/著

持って生まれた才能は、いつか必ず花開く。どの子どもも、親から受け継いだ、素晴らしい素質を持っています。

親はあたたかく見守ればいいだけ！小児科医36年間の経験に基づく納得の子育て論、ついに登場！

子育ての悩みを全部解消します！ 

『麹町中学校の型破り校長 非常識な教え』
工藤 勇一/著

東京のど真ん中に「常識」をひっくり返している中学校校長がいる。宿題の廃止、定期テストの廃止、担任制も廃

止。日本中で行われている教育を問い直し、学校改革を断行したのが千代田区立麹町中学校校長。

非常識な改革はTV・新聞などメディアで話題沸騰。最注目の教育者が明かした前代未聞の非常識な子育てとは? 

本書で紹介している材料を、混ぜ合わせて凍らせる。たったこれだけで「長生きみそ汁」の素「長生きみそ

「長生きみそ汁」は、がんや糖尿病、動脈硬化など健康長寿をさまたげる病気や不調を遠ざける健康成分がふ



―　寄贈書　―

『女がそんなことで喜ぶと思うなよ ～愚男愚女愛憎世間今昔絵巻』

鈴木 涼美/著

メディアで引っ張りだこの文筆家・鈴木涼美が鋭くあぶり出す現代男女世相絵巻。

恋愛、結婚、不倫、ハラスメント、フェミニズム、メンヘラ……今時の男と女を取り巻くあれこれがめくるめく

『言い返す力―夫・姑・あの人に 気まずくならない! 』
八坂 裕子/著

夫や姑に失礼な言葉をかけられて、ムカッときても言い返せずに我慢……。そんなモヤモヤを解消！　

自分の気持ちをキッパリ伝えても、気まずくならない言い返し方があります。 

『夫の後始末』
曽野 綾子/著

夫90歳、妻85歳。夫はある日、崩れるように倒れた。私はその時から、覚悟を決めた。 

作家・曽野綾子が80代なかばにして直面した、90歳になる夫の在宅介護。工夫と試行錯誤を重ねながら

「介護とは」「看取りとは」そして「老いとは何か」を自問自答する日々が始まった。

超高齢社会を迎えるすべての日本人に知ってほしい「夫婦の愛のかたち」がここにある。

『他人を攻撃せずにはいられない人』
片田 珠美/著

暴言を吐く、支配したがる、けなして自信を失わせる、優しいようで水面下で工作している、一見目立たない人を

含めて、あなたの周りにはとんでもない人が隠れているケースがある。

ターゲットの心をどんなふうに壊していくのか、精神科医の著者がその手法を取り上げて分析する。

『世界の最新医学が証明した 究極の疲れないカラダ』 
中野 広倫/著

世界最新のスポーツ医学が導いたコンディショニングでカラダに自信がつく!将来の健康リスクを回避できる!全米

ナンバーワンの日本人スポーツカイロプラクターが明かす超多忙な毎日に負けないためのセルフケア。 

まさに世界最高峰のフィジカルコンディションを整える方法が本書の内容です。

『世界の最新医学が証明した 長生きする食事』
満尾 正/著

老いから逃げることはできません。でも、最後の最後まで元気で生き生きと、健康でいることは可能です。

それを支えるのは自分で選ぶ食事です。科学的な裏付けのある、正しい食事法を知ること。

それがあなたの体を生涯守る、薬になるはずです。 

『ハコブネ』
村田 紗耶香/著

自らの性に疑問を抱く里帆、女であることに固執する椿、生身の男性と接しても実感を持てない千佳子

三人の交差する性はどこへ向かうのか。第155回芥川賞受賞者による渾身の長編小説。

『不自由な心』
白石 一文/著

人は何のために人を愛するのか?その愛とは?幸福とは?死とは何なのか?透徹した視線で人間存在の根源を凝視め、

緊密な文体を駆使してリアルかつ独自の物語世界を構築した、話題の著者のデビュー第二作、会心の作品集。 

『クックパッドの大好評レシピ』
クックパッド/監修

既刊の『クックパッドの夏レシピ』『クックパッドの秋レシピ』の中でも特に「おいしかった! 」と評判の高かった

レシピや、殿堂入りレシピ、人気上位のレシピが満載です。全部簡単でおいしいレシピだけがつまっている。

涼美節にのってグイグイ刺さります！



―　小学生・学校向け　―

日高 庸晴/著

「全ての人が、性について、自分らしい表現で、誇りを持ち、望むように生きる権利がある。」

これは、このシリーズの一番大切なメッセージです。まだ、言葉の意味が分からないかもしれないけど、最後の

ページを閉じるとき、この言葉がきっと、みんなの笑顔や、勇気や、生きる力になるはずです！

―　子ども向け　―

『いろいろ いろんな かぞくの ほん』
メアリ ホフマン/著

むかしの本に出てくる家族はたいてい同じだけど、実際の家族にはいろいろな形がある。

家族構成や住んでいるところ、仕事や休みの日の過ごし方、お祝いごとも家族によってそれぞれ違う。

どんな気持ちで暮らしているかも違う。かぞくはいろいろ。多様性を学べる絵本です。

『世界を変えた100人の女の子の物語』
エレナ・ファヴィッリ他/著

「大人になったら、何になりたい?」「どんなふうに、生きていきたい?」スーパーモデル、大統領、スパイ、活動

家、バレリーナ、コンピュータ科学者…大きな夢をもち、自分の力を信じて道をきりひらいた一〇〇人の女の子。

ぜんぶ世界のどこかで、本当にあったお話しです。この本の中で、あなたに似た誰かに、出会うかもしれません。 

『こども六法』
山崎 聡一郎/著

いじめや虐待は犯罪です。人を殴ったり蹴ったり、お金や持ち物を奪ったりSNSにひどい悪口を書き込んだりすれ

ば、大人であれば警察に捕まって罰を受けます。それは法律という社会のルールによって決められていることです。

けれど、子どもは法律を知りません。

大人でも知らないことがたくさんある法律の世界、ぜひ子どもと一緒に読んで、社会のルールについて話し合ってみ

てください。

『メシが食える大人になる！　よのなかルールブック』
高濱 正伸/監修

これから厳しい社会に出ていくこどもたちに伝えておきたい本当のことを、50の「よのなかルール」としてまとめ

ました。ちょっぴりピリ辛なことばと、ユーモアあふれるイラストの組み合わせが楽しい1冊です。

「一度読んでおしまい」ではなく、自らを常に省みるチェック用の本として、大人にもオススメです。

『だるまちゃんとてんぐちゃん 』
加古 里子/著

だるまちゃんは友だちのてんぐちゃんの持っているものを何でも欲しがります。

大好きな友だちと同じものにあこがれる、子どもの純粋な気持ちがストレートに伝わってくるロングセラー絵本。

ユーモアあふれる物語と楽しいものづくしの絵本。全8作、大人気「だるまちゃん」シリーズの第一作です。

『だるまちゃんとかみなりちゃん』
加古 里子/著

雨の日、だるまちゃんが外に遊びにいくと、空から浮き輪とかみなりちゃんが落ちてきました。
雷公園のプールで遊んで、雷町稲妻通りゴロゴロ番地のかみなりちゃんのうちへ行こう。細部まで描き
きこまれたイラストは何度見ても、新しい発見があって飽きることがない。親子そろって楽しめる1冊。

『まるまるぽぽん』
かしわら あきお/著

生後6か月未満の赤ちゃんでも、黒白を生かしたコントラストの強い配色の絵に注目し、「顔」に見える形の絵を好

むことが知られています。まずは、コントラストの差を刺激として感じることで、初めての「見る」体験を楽しめま

す。また「丸」は赤ちゃんが認識しやすい形です。

　　　　『もっと知りたい!話したい!セクシュアルマイノリティ

―ありのままのきみがいい』



『おしっこちょっぴりもれたろう』
ヨシタケシンスケ/著

ぼく、おしっこちょっぴりもれたろう。おしっこをするまえかしたあとに、ちょっぴりもれちゃうから、いつもお母

さんにおこられる。でも、いいじゃないか。ちょっぴりなんだから。 

子どもの悩みがちょっぴり軽くなる! ? ヨシタケシンスケのユーモア絵本。 

『ころべばいいのに』
ヨシタケシンスケ/著

発想えほん第4弾。きらいな人がいてもいいんじゃない!ヨシタケシンスケ流こころの処方箋。イヤな気持ちって

自分ではどうしようもないどしゃぶりの雨のようなもの。そんなときはね・・・! 

『キョエちゃんの挑戦状!? チコちゃんのまちがいさがしBOOK 』

チコちゃんとキョエちゃんの楽しい1日の思い出を題材にした、激ムズな「まちがいさがし」本の登場です。

近年、大人もハマる難しいまちがいさがし本が売れていますが、本書もその例にもれず大人の頭の体操にピッタリ。

お子さんやお孫さんとも一緒に楽しめるのでプレゼントに最適です。チコちゃんならではの一言や雑学ネタも必見

『アフターマン 人類滅亡後の動物の図鑑 児童書版 』

人類滅亡後の地球を支配するのは、どのような姿の動物たちか? 「生物学三大奇書」にも数えられる、D・ディク

ソンの歴史的名著を子ども向けに再編集。科学的考察と、あふれる想像力で描かれる、見たことのない動物たちの

驚異の図鑑。 

『おしりたんてい ラッキーキャットは だれの てに! 』

今回は…「ラッキーキャットはだれのてに!」「おもいでのまねきねこ」の2つのお話だよ。おしりたんていさんと

いっしょに、じけんのなぞをときあかそう！

同時収録は「おもいでの まねきねこ」。大人気シリーズ待望の最新刊

『ランスとロットのさがしもの』
リンダ・ハーン/著

騎士のランスとロットは、いつもいっしょに世界中を旅したりして楽しく暮らしていました。二人は何かが欠けてい

ると感じます。そして、何日も考えた末、二人は家族を作る「冒険」に出発したのです。 

二人の父親が子どもに愛情を注ぐ、家族の愛のお話です。

『うるしー (あかちゃん学絵本)』
ロロン/著

あかちゃんのだいすきな絵はおかあさんと逆でした。東京大学あかちゃんラボ発。帽子からいろいろなものを取り出

してみせるのが得意な見習い手品師というテーマで描かれたキャラクターを2つずつならべ、あかちゃんがどっちを

長く見つめているかを調べ、人気No.1を選出。 

『ママ』
カン・ギョンス/著

「ママ」。この本に出てくる言葉はたったひと言。生まれて初めて発した「ママ」。そして自分が「ママ」と呼びか

けられるまで―。この世に生まれ、愛を受け愛を与え、人生は回っていく。たったひと言だからこそ、母親がいるす

べての人の心に響くある女性の物語。 

『おはよう、はたらくくるまたち 』

ひろいひろいこうじげんばにあさがきた。5だいのはたらくくるまたち、あくびをしながらめをさます。

きょうもいちにちはたらくぞ!かおをあらって、おひさまにおはよう!じゅんびができたら、エンジンかけて…

ゴー!乗り物が大好きな子どもたちにおくる、おやすみなさいの絵本。 

『乗り物の迷路 車、電車から船、飛行機まで』
　香川 元太郎/著

累計210万部突破「香川元太郎の迷路絵本」シリーズの第10弾！「鉄道基地」や「工事現場」「豪華客船」などに

ある迷路を通り抜け、かくし絵を見つけよう! 乗り物の種類や名前、用途、昔の乗り物……、遊びながら知的好奇心

が広がり、想像力が育つ絵本。子どもと大人が一緒になって、家族みんなで楽しめます。

 　　　　　シェリー・ダスキー・リンカー/著

ドーガル・ディクソン/著

　トロル/著

NHK「チコちゃんに叱られる!」制作班/著



『はたらくじどう車図鑑 いろいろ501台』

人気の消防車や工事車両、バス、トラック、あっと驚く特殊車両まで501台の働く自動車を満載。 

『世界の働くくるま図鑑 上巻 』

世界中の働くくるまを集めた図鑑です。お父さんもお母さんも見た事がないくるま達がたくさん登場しますので

お子様といっしょに、お気に入りの一台を見つけてみてください。 

  　 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

いのうえ こーいち/著

　　スタジオタッククリエイティブ /著
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