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書名 著者 出版社 出版年

あめのひがすき 豊中市教育委員会 豊中市教育委員会 1995

いつかわたしも 豊中市教育委員会 豊中市教育委員会 1995

絵本日本女性史１ 野村育代（文）石井　勉（絵）　 大月書店 2010

絵本日本女性史２ 関　民子（文）菊地ひと美（絵） 大月書店 2010

絵本日本女性史３ 早川紀代（文）石橋富士子（絵） 大月書店 2010

絵本日本女性史４ 野村育代　ほか　 大月書店 2010

落合恵子（企画・文）熊谷厚子（絵）

草谷桂子（編集協力）

レイフ・クリスチャンソン（文）

はた　こうしろう（絵）にもんじ　まさあき（訳）

アンソニー・ブラウン（作）

藤本朝巳（訳）

ジェンダー・フリーってなあに？
①プレゼントはたからもの

草谷桂子（文）鈴木まもる（絵） 大月書店

ジェンダー・フリーってなあに？
②おきゃくさんはいませんか？

草谷桂子（文）鈴木まもる（絵）

草谷桂子（文）鈴木まもる（絵）

「ジェンダー」って何だろう？　絵本で分かりやすく説明しています。

2003

橋本紀子　・高橋由為子

ジェンダー・フリーの絵本
③働くってたのしい

村瀬幸浩　・高橋由為子

2003

2001

朴木佳緒留　・もりお　勇

大月書店

大月書店

2001

2001

2001

ジェンダー･フリーってなあに？
③ぼくはよわむし？

ジェンダー・フリーの絵本
①こんなのへんかな？

ジェンダー・フリーの絵本
②生きるってすてき

ジェンダー・フリーの絵本
④女と男、これまで、これから

ジェンダー・フリーの絵本
⑤いろんな国、いろんな生き方

ジェンダー・フリーの絵本
⑥学びのガイド

大月書店

中嶋みさき　・もりお　勇

伊田広行　・堀口悦子

田代美江子

2001

2001

大月書店

大月書店

大月書店

大月書店

大月書店

2003

おんぶはこりごり 平凡社 2005

ジェンダー理解に役立つ絵本

おんなのこだから 岩崎書店 1999

静岡市企画部
国際女性政策課おおきくなったら 1997



書名 著者 出版社 出版年

ウィリアム・ウィースナー（絵）

あきの　しょういちろう（訳）

２００さいのブタ こいわいさとこ
静岡市企画部
男女共同参画課 2004

ひかるはひかる 豊中市教育委員会 豊中市教育委員会 1995

ナタリー・オンス（文）

イリヤ・グリーン（絵）とき　ありえ（訳）

いぬいさきこ（文）

たかいたかこ（絵）

むらがつぶれるって？ 村上昭美（文）山本ひろゆき（絵） 徳島県男女共同参画課 2001

エヴェリン・ハスラー（文）

レナーテ・ゼーリッヒ（絵）服部いつみ（訳）

2010ヘンじゃないもん！ 茨木市

2006みんなちがって…
未来へ伝える「男女共同参画」

伊藤美希（作）力武由美（英訳） 明石書店

童話館出版

セーラー出版 1998

ピンクがすきって
きめないで

講談社 2010

森の大きな女の子

しごとをとりかえた
だんなさん

2002



書名 著者 出版社 出版年

ダイアナ・コールス（原作）ロス　アスクィス（原画）

グループウィメンズプレイス（訳）

キャンベル・ギースリン（文）

アナ　ファン（絵）小島希里（訳）

エンザロ村のかまど さくまゆみこ（文）沢田としき（絵） 福音館書店 2009

おかあさんは、なにしてる？ ドロシー・マリノ（作）こみや　ゆう（訳） 徳間書店 2010

おかあちゃんがつくったる 長谷川義史 講談社 2012

おによりつよいおよめさん 井上よう子（作）吉田　尚令∥絵 岩崎書店 2013

おばあちゃんすごい！ 中川ひろたか（文）村上康成（絵） 童心社 2003

おもいついたら　そのときに！ 西内ミナミ（文）西巻茅子（絵） こぐま社 1983

かあさんのいす ベラ・Ｂ・ウィリアムズ（作）佐野洋子（訳） あかね書房 1984

化石をみつけた少女 キャサリン・ブライトン（作）せな　あいこ（訳） 評論社 2001

ロバート・マンチ（文）加島　葵（訳）

マイケル・マーチェンコ（絵）

ピョートル・ウィルコン（文）

ヨゼフ　ウィルコン（絵）いずみ　ちほこ（訳）

メアリー・ポープ・オズボーン（文）

ジゼル・ポター（絵）おがわ　えつこ（訳）

ざぼんじいさんのかきのき すとう あさえ（文）織茂恭子（絵） 岩崎書店 2000

しげるのかあちゃん 城ノ内まつ子（文）大畑いくの（絵） 岩崎書店 2012

トレイス・シーモア（文）三原　泉（訳）

ウエンディ・アンダスン・ハルパリン（絵）

アン・アイザックス（文）落合恵子（訳）

ポール・Ｏ・ゼリンスキー（絵）

その手に１本の苗木を クレア・Ａ・ニヴォラ（作）柳田邦男（訳） 評論社 2009

大きくても小さくても、元気でもおとなしくても、みんなちがってみんない。
「おしとやかで可憐なおひめさま」や「か弱い女性」、「家の中で家事をする人」という表現をされがちだった

「女性」が、元気で力強く描かれているものや、仕事を持ち、働いている絵本を選びました。
どの人物も、とっても魅力的！

元気な女の子・毅然と生きる女性・働く女性

アリーテ姫のぼうけん 学陽書房

紙ぶくろの王女さま 河合楽器製作所 1999

1992

エレーナのセレナーデ BL出版 2004

ケイトと豆のつる セーラー出版 2002

くろねこのかぞく セーラー出版 1989

せかいいいち大きな女の子のものがたり 富山房 1996

白い牛をおいかけて ゴブリン書房 2008



書名 著者 出版社 出版年

ソメコとオニ 斎藤隆介（文）滝平二郎（絵） 岩崎書店 1987

たかこ 清水真裕（文）青山友美（絵） 童心社 2011

ティリーのねがい フェイス･ジェイクス（作）小林いづみ（訳） こぐま社 1995

どうぶつがすき パトリック・マクドネル（作）なかがわ　ちひろ（訳） あすなろ書房 2011

図書館に児童室ができた日
アン・キャロル・ムーアのものがたり

ジャン・ピンボロー（文）デビー・アトウェル（絵）
張替惠子（訳）

徳間書店 2013

図書館ねずみ　２ ダニエル　カーク（作）わたなべ　てつた（訳） 瑞雲舎 2012

真山美保（原作）くすのき　しげのり（文）

伊藤秀男（絵）

ノックメニーの丘の巨人とおかみさん トミー・デ・パオラ（再話・絵）晴海耕平（訳） 童話館出版 1997

のはらひめ なかがわ　ちひろ 徳間書店 1995

パイルドライバー 長谷川集平 ブッキング 2004

バスラの図書館員 ジャネット・ウィンター（作）長田　弘（訳） 晶文社 2006

パパのカノジョは ジャニス・レヴィ（文）クリス・モンロー（絵）もん（訳） 岩崎書店 2002

ひらがなにっき 若一の絵本制作実行委員会（文）長野ヒデ子（絵） 解放出版社 2008

ふたりで　るすばん　できるかな？ いせ　ひでこ 偕成社 1990

レスリー・コナー（文）千葉茂樹（訳）

メアリー・アゼアリアン（絵）

ラッセル・ホーバン（文）リリアン・ホーバン（絵）

まつおか　きょうこ（訳）

デュ・ボウズ・ヘイワード（文）

マージョリー・フラック（絵）羽島葉子（訳）

ぼくのかわいくないいもうと 浜田桂子 ポプラ社 2005

ヘザー・ヘンソン（文）ディビッド・スモール（絵）

藤原宏之（訳）

ぼくのママはうんてんし おおとも　やすお 福音館書店 2012

2002とどまることなく
奴隷解放につくした黒人女性ソジャーナ・トゥルーズ

アン･ロックウェル（文）グレゴリー・クリスティー（絵）
もりうち　すみこ（訳）

国土社

ブライディさんのシャベル BL出版 2005

泥かぶら 瑞雲舎 2012

ふわふわしっぽと小さな金のくつ Ｐａｒｃｏ出版 1993

フランシスのおともだち 好学社 1977

ぼくのブック・ウーマン さ・え・ら書房 2010



書名 著者 出版社 出版年

ケイト・バンクス（文）トメク・ボガツキ（絵）

木坂　涼（訳）

キャリ・ベスト（文）ニッキ・デイリー（絵）

藤原宏之（訳）

パム・ムニョス・ライアン（文）

ブライアン・セルズニック（絵）もりうちすみこ（訳）

虫めづる姫ぎみ 森山　京（文）村上　豊（絵） ポプラ社 2003

め牛のママ・ムー
ユィヤ・ヴィースランデル、トーマス・ヴィースランデ
ル∥文
スヴェン・ノードクヴィスト∥絵 山崎　陽子∥訳

福音館書店 2013

やまんばのにしき 松谷みよ子（文）瀬川康夫（絵） ポプラ社 1967

ゆうくんだいすき 朝川照雄（文）長谷川知子（絵） 岩崎書店 2006

ルコちゃんがいく 間部香代（文）市居みか（絵） 鈴木出版 2011

ルピナスさん バーバラ・クーニー（作）かけがわ　やすこ（訳） ほるぷ出版 1987

ニッキ・ジョヴァンニ（文）

ブライアン・コリアー（絵）　さくま　ゆみこ（訳）

ワンガリの平和の木 ジャネット・ウィンター（作）福本友美子（訳） BL出版 2010

光村教育図書 2013

ママがおうちにかえってくる！ 講談社 2004

ローザ 光村教育図書 2007

ママのとしょかん 新日本出版社 2011

マリアンは歌う



書名 著者 出版社 出版年

あそぼうあそぼうおとうさん 浜田桂子 福音館書店 1997

ハリエット・ジィーフェルト（文）

アマンダ・ハーレイ（絵）きむら　ゆういち（訳）

おとうさんがおとうさんになった日 長野ヒデ子 童心社 2002

おとうさんはウルトラマン みやにし　たつや 学研 1996

おとうさん・パパ・おとうちゃん みやにし　たつや 鈴木出版 1996

おとこどうしのおるすばん 梅田俊作・佳子（文・絵） 岩崎書店 1991

おやこペンギン　ジェイとドゥ 片平直樹（文）高畠　純（絵） ひさかたチャイルド 2005

グニッラ・ベリィストロム（作）

やまのうち　きよこ（訳）

きはなんにもいわないの 片山　健 学研 2005

こまるなあおとうさん
メイール・シャレヴ（文）
ヨスィ・アブルアフィヤ（絵）
いぬい　ゆみこ（訳）

アスラン書房 1994

マーガレット・マーヒー（文）

ヘレン・クレイグ（絵）たなか　かおるこ（訳）

スモールさんはおとうさん
ロイス・レンスキー（文）
わたなべ　しげお（訳）

童話館出版 2004

とうさんはタツノオトシゴ エリック・カール（作）さの　ようこ（訳） 偕成社 2006

トントンとうさんとガミガミかあさん かこ　さとし ポプラ社 2005

パパ・カレー 武田美穂 ほるぷ出版 2011

パパちゅうする アラン・ル・ソー（作）やました　はるお（訳） ほるぷ出版 1993

やさしい男の子・家事、育児を楽しむ男性

うちのパパが世界でいちばん！ くもん出版 2005

「男性は力強く女性をリードし、社会に出て働き、家事・育児はしないもの」という考え方は、
男性を生きづらくさせることがあります。力が強くなくても、やさしさや、

家事・育児のスキルを身につけ、助け合える男性はステキです。

ジャムおじゃま 徳間書店 1998

おやすみアルフォンス！ 偕成社 1981



書名 著者 出版社 出版年

ベネディクト・ゲッティエール（作）

那須田　淳（訳）

パパとぼく あおき　ひろえ 絵本館 2004

ピッツァぼうや ウィリアム・スタイグ（作）木坂　涼（訳） セーラー出版 2000

ぼくとおとうさん 宮本忠夫 くもん出版 1992

ぼくとじいちゃんのハンバーグ 吉村健二（文）藤本四郎（絵） フレーベル館 2000

ぼくとパパ セルジュ・ブロック（作）金原瑞人（訳） 講談社 2007

シャーロット・ゾロトウ（文）

ベネ・デュボア（絵）みらい　なな（訳）

ライオンのよいいちにち あべ弘士 佼成出版社 2001

ぼくは赤ちゃんがほしいの 童話屋 2007

パパと10人のこども ひくまの出版 2001



書名 著者 出版社 出版年

バージニア・リー・バートン（作）

むらおか　はなこ（訳）

カクレクマノミは大きいほうがお母さん 鈴木克美（文）石井聖岳（絵） あかね書房 2010

とうさんはタツノオトシゴ エリック・カール（作）さの　ようこ（訳） 偕成社 2006

はたらくくるま バイロン・バートン（作）あかぎ　かずまさ（訳） インターコミュニケーション 1999

ジェンダーの刷り込みに気づく

いたずらきかんしゃちゅうちゅう 福音館書店 1980

「えっ、こっちが女の子だったの？」
色や大きさなど、描かれ方で無意識に性別を決め付けてしまうことはありませんか？

あなたにもある「ジェンダーの刷り込み」。
気がつけば、身の回りでいろいろな発見をするかもしれません。



書名 著者 出版社 出版年

アニュエス・ロザンスチエール（作）

庄司洋子（訳）

星川ひろ子（写真）

寺田清美・鈴木良東（文）

クロード・デラフォッス（原案・制作）

ガリマール・ジュネス社（原案・制作）

ダニエル・ブール（絵）手塚千史（訳）

ミック・マニング、ブリタ・グランストローム（作）

百々佑利子（絵）

ロビン・クルーズ（文）木坂　涼（訳）

マーガレット・チォドス・アーヴァイン（絵）

あやちゃんのうまれたひ 浜田桂子 福音館書店 1999

いろんなこそだてずかん 平田昌広（文）スギヤマ　カナヨ（絵） ＰＨＰ研究所 2012

うちにあかちゃんがうまれるの いとう えみこ（文）伊藤泰寛（写真） ポプラ社 2004

おかあさんがおかあさんになった日 長野ヒデ子 童心社 1993

おかあさん、げんきですか。 後藤竜二（文）武田美穂（絵） ポプラ社 2006

おっぱい　おっぱい わかやま けん 童心社 1983

おっぱいのはなし 土屋麻由美（文）相野谷由起（絵） ポプラ社 2009

おとうさんがおとうさんになった日 長野ヒデ子 童心社 2002

おへそのあな 長谷川義史 ＢＬ出版 2006

おやおやじゅくへようこそ 浜田桂子 ポプラ社 2012

きみがはじまる 太田　明 学習研究社 2006

あかんぼうがいっぱい！ 岩波書店 1998

あなたがだいすき コンセル 2008

あかちゃんが教室にきたよ 岩崎書店 2006

あかちゃんの本 岳陽舎 2005

誕生・子育て

あかちゃんがうまれる 草土文化 1992

大人も子どもも、女性も男性も、すべての人が誕生や子育てについて知り、
関わることは、それぞれの人権を尊重することにつながります。

まずは絵本を開いてみませんか？



書名 著者 出版社 出版年

きょうはとくべつなひ あらい えつこ（文）いりやま さとし（絵） 教育画劇 2010

ミンフォン・ホ（文）ホリー・ミード（絵）

安井清子（訳）

とうさんはタツノオトシゴ エリック・カール（作）さの ようこ（訳） 偕成社 2006

へそのお 中川ひろたか（文）石井聖岳（絵） ＰＨＰ研究所 2004

ぼくがあかちゃんだったとき 浜田桂子 教育画劇 2000

まおちゃんのうまれたひ 神沢利子（文）加藤チャコ（絵） のら書店 2003

ケス・グレイ（文）サラ・ネイラー（絵）

もとした　いづみ（訳）

ロランス・クレインベルジェ（文）

イザベル・アスマ（絵）久保純子（訳）

理想のママのつくりかた 森野さかな 自由国民社 2002

わたしのあかちゃん 沢口たまみ（文）津田真帆（絵） 福音館書店 2006

しーっ！　ぼうやがおひるねしているの 偕成社 1998

ママにあかちゃんができたの！ 講談社 2006

“むぎゅっ”とっちゃった
ソニー・
マガジンズ 2004



書名 著者 出版社 出版年

赤ちゃん みやもと　まさこ 文芸社 2000

あかちゃんがうまれる アニュエス・ロザンスチエール（作）庄司洋子（訳） 草土文化 1992

赤ちゃんバンザイ 遠藤幸子（文）早川和子（絵）
ブレーン
センター 1986

おちんちんのえほん やまもと　なおひで（文）さとう　まきこ（絵） ポプラ社 2000

おっぱいのはなし 土屋麻由美（文）相野谷由起（絵） ポプラ社 2009

ジョー・カウフマン（作）

北沢杏子・茂木正子（訳）

リヨネル・ジャンドロン（文）ジャック・トレンブレイ（絵）

中島公子・中島さおり（訳）

クレーア・レウェリン（文）マイク・ゴードン（絵）

北沢杏子（文）林　千根（訳）

性教育

からだとこころのビックリ！大図鑑 アーニ出版 1991

男女が互いの身体的性差を理解し合い、人権を尊重しつつ、
相手に対する思いやりを持って生きていくことは、男女共同参画社会の前提です。

幸せに生きるために、性に関する正しい知識を絵本で学んでみては？

わたしはどうしてうまれたの？ アーニ出版 2004

すばらしい誕生の物語 女子パウロ会 1985



書名 著者 出版社 出版年

ええやんそのままで トッド・パール（作）つだ　ゆうこ（訳） 解放出版社 2008

クリスチャン･メルベイユ（文）

ジョス・ゴフィン（絵）乙武洋匡（訳）

バラク・オバマ（文）ローレン・ロング（絵）

さくま　ゆみこ（訳）

アンジェリカの会（企画・製作）

鈴木千恵（絵）草谷桂子（監修）

たかこ 清水真裕（文）青山友美（絵） 童心社 2011

ジャスティン・リチャードソン（文）

ピーター・バーネル（文）

ヘンリー・コール（絵）尾辻かな子（訳）

チコときんいろのつばさ レオ・レオーニ（作）さくま　ゆみこ（訳） あすなろ書房 2008

マンロー・リーフ（文）ロバート・ローソン（絵）

光吉夏弥（訳）

多様性・セクシュアリティ

かっくん
どうしてボクだけしかくいの？

講談社 2001

見かけや習慣が違うだけで排除されることのない社会は、誰にとっても住みやすいはず。
性的指向を理由として困難な状況に置かれている場合、性同一性障害などを有する人々については、

人権尊重の観点からの配慮が必要です。「知ること」のきっかけに、絵本をお役立てください。

これはあなたへのプレゼント
静岡市健康文化部
女性政策課 2001

きみたちにおくるうた 明石書店 2011

はなのすきなうし 岩波書店 1980

タンタンタンゴはパパふたり ポット出版 2008



書名 著者 出版社 出版年

会えないパパに聞きたいこと 新川てるえ（文）山本久美子（絵）
太郎次郎
エディタス 2009

あしたてんきになあれ 薩摩菜々（文）永松美穂子（絵） 未知谷 2005

ジニー・フランツ・ランソン（文）

キャサリン・クンツ・フィニー（絵）上田勢子（訳）

クレール・マジュレル（文）日野智恵・日野　健（訳）

ガディ・マクドナルド・デントン（絵）

ローリーン・クラスニー・ブラウン（文）

マーク･ブラウン（絵）日野智恵・日野　健（訳）

ヴィッキー・ランスキー（文）ジェーン・プリンス（絵）

中川雅子（訳）

ベス・ゴフ（文）スーザン・バール（絵）

日野智恵・日野　健（訳）

ボー・Ｒ・ホルムベルイ（文）

エヴァ･エリクソン（絵）ひしき　あきらこ（訳）

クリスティーネ・メルツ（文）

バルバラ・ナシンベニ（絵）みらい　なな（訳）

グロー・ダーレ（文）スヴァイン・ニーフース（絵）

大島かおり・青木順子（訳）

ぼく、あいにきたよ 明川哲也（文）児島サコ（絵） 文藝春秋 2005

まねっこでいいから 内田麟太郎（文）味戸ケイコ（絵） 瑞雲舎 2009

ミカエル・ルンドグレン（文）ウルフ･グスタフソン（絵）

きたざわ　きょうこ（訳）はまこ　ペーション（訳）

ひとりひとりのやさしさ
ジャクリーン・ウッドソン（文）Ｅ．Ｂ．ルイス（絵）
さくまゆみこ（訳）

ＢＬ出版 2013

パパと怒り鬼
ひさかた
チャイルド 2011

ママにもいえなかった… アーニ出版 1995

パパはジョニーっていうんだ ＢＬ出版 2004

ボクは船長 童話屋 2012

ココ、きみのせいじゃない
太郎次郎
エディタス 2004

パパどこにいるの？ 明石書店 2006

明石書店 2006

恐竜の離婚 明石書店 2006

子どもの心のケア

離婚

虐待・いじめ

いまは話したくないの 大月書店 2007

おうちがふたつ

子どもの健やかな成長は、社会にとって大切なもの。
「離婚」「虐待・いじめ」「病気・障害」「高齢化・身近な死」で子どもの心が不安と緊張につつまれたとき、

どのように説明すべきか悩んだら、こんな絵本を参考にしてはいかがでしょう？



書名 著者 出版社 出版年

ジュリー・アイグナー・クラーク（文）

ジャナ・クリスティ（絵）なかがわ　ちひろ（訳）

乳がんの親とその子どものためのプロジェクト（文）

黒井　健（絵）

ミスカ・マイルズ（文）ピーター・バーノール（絵）

北面ジョーンズ和子（訳）

ルイス・Ｐ・ガトマイタン（文）こうむら　しほこ（訳）

ベス・バロッチャ・ドクトレロ（絵）

おばあちゃん 大森真貴乃 ほるぷ出版 1987

ルーシー・シャーレンベルク（文）

フェレーナ・バルハウス（絵）ささき　たづこ（訳）

さようなら、ありがとう、ぼくの友だち 河原まり子・利岡裕子（作） 岩崎書店 1998

だいじょうぶだよ、おばあちゃん 福島利行（文）塚本やすし（絵） 講談社 2012

ねんねしたおばあちゃん かこ　さとし ポプラ社 2005

マーガレット・ワイルド（文）

ロン・ブルックス（絵）今村葦子（訳）

マールとおばあちゃん
ティヌ　モルティール（作） カーティエ　ヴェルメール（絵）
江国香織（訳）

ブロンズ新社 2013

わすれられないおくりもの スーザン・バーレイ（作・絵） 小川  仁央（訳） 評論社 1986

いちばんのおくすり 金の星社 2011

おかあさん　だいじょうぶ？ 小学館 2010

病気・障害

おじいさんのぼうし ひくまの出版 2010

アニーとおばあちゃん あすなろ書房 1993

高齢化・身近な死

ぶたばあちゃん あすなろ書房 1995

おばあちゃんがいなくなっても… あかね書房 2010

どんなかんじかなあ 中山  千夏（文）和田  誠（絵） 自由国民社 2005

ボクのせいかも…
　お母さんがうつ病になったの

ブルスアルハ ゆまに書房 2012



書名 著者 出版社 出版年

いろいろかぞく トッド・パール（作）ほむら　ひろし（訳） フレーベル館 2005

大きな大きな船 長谷川集平 ポプラ社 2009

おとうさん つちだ　よしはる 小峰書店 2003

かあさんのいす ベラ・Ｂ・ウィリアムズ（作）佐野洋子（訳） あかね書房 1984

きいてきいて たかぎ　ちず 長崎出版 2012

しげるのかあちゃん 城ノ内まつ子（文）大畑いくの（絵） 岩崎書店 2012

パパのカノジョは ジャニス・レヴィ（文）クリス・モンロー（絵）もん（訳） 岩崎書店 2002

いろいろな家族

「家族」は、「両親とその子ども」という組み合わせだけではありません。
さまざまな事情から、家族のかたちは変わることがあります。

どんな家族構成でも、すこやかに暮らせる社会であるようにと願います。



書名 著者 出版社 出版年

明るい夜いつまでも 大塚正子（文）安　和子（絵） ルック 1995

おれはなにわのライオンや さねとう　あきら（文）長谷川知子（絵） 文溪堂 1995

かあさんはどこ？ クロード　Ｋ．デュボワ（作）落合恵子（訳） ブロンズ新社 2013

地雷ではなく花をください 柳瀬房子（文）葉　祥明（絵） 自由国民社 1996

続・地雷ではなく花をください 柳瀬房子（文）葉　祥明（絵） 自由国民社 1997

続々・地雷ではなく花をください 柳瀬房子（文）葉　祥明（絵） 自由国民社 1998

バスラの図書館員 ジャネット・ウインター（作）長田　弘（訳） 晶文社 2006

へいわってどんなこと？　　日・中・韓平和絵本 浜田桂子 童心社 2011

戦争と平和について描かれた本

男女共同参画社会の実現のためには、
誰もが人権を脅かされることのない、平和な社会が必要です。

平和の尊さを知ることができる絵本をご紹介します。



「男女共同参画」 の理解に役立つ絵本の背表紙シール解説

静岡市女性会館図書コーナーには、「男女共同参画」の理解に役立つ絵本があります。ジャンルに分けて背表紙に

このマークを添付していますので、お探しの場合にお役立てください。

ジェンダー理解に役立つ絵本
Ａ

元気な女の子・毅然と生きる女性・働く女性　
Ｂ

やさしい男の子・家事、育児を楽しむ男性
Ｃ

ジェンダーの刷り込みに気づく
Ｄ

誕生・子育て
Ｅ

性教育
Ｆ

多様性・セクシュアリティー
Ｇ

子どもの心のケア

いろいろな家族
Ｉ

戦争と平和
Ｊ

Ｈ


