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★★思わず笑ってしまう？！★★

書名 著者名 出版者 請求記号 出版年

女子中学生の小さな大発見
ｓｐｅｃｉａｌ ｅｄｉｔｉｏｎ

清邦彦／著 メタモル出版 404セ 2010

理系女子（リケジョ）あるある
愛すべき！？リケジョの生態公開

みやーん／著
村沢綾香／絵

トランスワールドジャ
パン

407ミ 2013

女ひとり寿司 湯山玲子／著 幻冬舎 596.2ユ 2009

男子 梅佳代／著 リトルモア 748ウ 2007

夢みる昭和語
少女たちの思い出２０００語

女性建築技術者の会／
編著

三省堂 814.7ユ 2017

Ｔｅａｍ・ＨＫ あさのあつこ／著 徳間書店 913.6ア 2013

ハタラクオトメ 桂望実／著 幻冬舎 913.6カ 2011

ＰＴＡグランパ！ 中沢日菜子／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 913.6ナ 2016

ステップファザー・ステップ 宮部みゆき／著 講談社 913.6ミ 1996

れんげ荘 群ようこ／著 角川春樹事務所 913.6ム 2009

ある日、アヒルバス 山本幸久／著 実業之日本社 913.6ヤ 2008

トラブルクッキング 群ようこ／著 集英社 914.6ム 1995

ハードボイルドに生きるのだ 向井万起男／著 講談社 914.6ム 2003

男（オス）女（メス）の怪
養老孟司／著
阿川佐和子／著

大和書房 914.6ヨ 2006

いたずらおばあさん
高楼方子／作
千葉史子／絵

フレーベル館 K913タ 1995

長くつ下のピッピ
リンドグレーン／作
大塚勇三／訳

岩波書店 K949リ 1990

渋谷ビター・エンジェルズ 横森理香／作 理論社 T913ヨ 2008

※請求記号の「Ｋ」は子どもの本、「T」はティーンズです。

憂鬱な気分も、泣きたくなるような時も、“笑い”があれば大丈夫？
クスッと笑ったり、思わずぷっと吹き出してしまったり、胸に刺さる笑いも。
ライブラリー選りすぐりの本を読んで、笑って、福を呼び込みましょう！！

笑う門には福来たる？！

「男子」（梅佳代／著 リトルモア 748ウ）

男子ってバカで、面白くて、かっこいいい。小学生男子たちが見せた日常の一瞬を切り取った梅佳代

の写真集。単純すぎて笑ってしまいます。

～ユーウツな気分は“笑い”でふきとばそう～



★★子ども・夫婦・親…家族って面白い★★

書名 著者名 出版者 請求記号 出版年

妻と夫の定年塾 　1-5 西田小夜子／著 中日新聞社 367.3ニ
2007-
2015

産後百人一首 渡辺大地／著 自然食通信社 367.3ワ 2016

図解ウチの男子とパパの「？？」がスッ
キリする本

小崎恭弘／著 学研プラス 379.9コ 2016

アルバムの家
女性建築技術者の会／
著

三省堂 527ア 2006

良いおっぱい悪いおっぱい 完全版 伊藤比呂美／著 中央公論新社 598.2イ 2010

おなかほっぺおしり  完全版 伊藤比呂美／著 中央公論新社 599イ 2011

子育て戦線異状あり！ファルコン隊長 うえみあゆみ／著 大和書房 599ウ 2013

パパのネタ帖
子どもとの時間が濃ゆ～くなる！

おおたとしまさ／著 赤ちゃんとママ社 599オ 2009

子育てママのハッピー川柳
思わず納得！育児ママが詠んだユニーク川柳

コンビタウン／編 生活文化出版 599コ 2008

たぶん、なんとかなるでしょう。 堀川真／著 福音館書店 599ホ 2017

お母さんという女 益田ミリ／著 光文社 914.6マ 2009

オトーさんという男 益田ミリ／著 光文社 914.6マ 2009

ペコロスの母に会いに行く 岡野雄一／著 西日本新聞社 916オ 2012

きみは赤ちゃん 川上未映子／著 文芸春秋 916カ 2014

★★胸に刺さる…でも可笑しい。★★

書名 著者名 出版者 請求記号 出版年

雑誌の人格 能町みね子／著
文化学園文化出版
局

051ノ 2013

アラフォー独女あるある！図鑑 牛窪恵／著 扶桑社 367.21ウ 2013

おばさん事典 小川有里／著 毎日新聞社 367.21オ 2014

貴様いつまで女子でいるつもりだ問題
女は生涯、いち女子である－が、ハッと気付けばい
ま何歳！？

ジェーン・スー／著 幻冬舎 367.21ジ 2014

「子育てママのハッピー川柳」（コンビタウン／編 生活文化出版 599コ）

子育てしているママの日常から紡ぎだされる川柳は、「育児あるある」があふれています。パパが産後

ママとのすれ違いを詠んだ「産後百人一首」も一緒にどうぞ。

「おばさん事典」（小川有里／著 毎日新聞社 367.21オ）

恥じらいを失ったおばさんはいつの間にか性別不詳に･･･。おばさんの本音・生態を様々な角度から捉

えるズバリそのまま“おばさん”の“事典”です。



加齢なる日々　定年おじさんの放課後 小川有里／著 毎日新聞出版 367.3オ 2013

強いおばさん弱いおじさん
二の腕の太さにはワケがある

小川有里／著 毎日新聞出版 367.3オ 2015

ちょっと早めの老い支度 　正・続・続々 岸本葉子／著 オレンジページ 367.7キ
2012-
2017

ああ言えばこう嫁行く
阿川佐和子／著
檀ふみ／著

集英社 914.6ア 2003

ブスの本懐 カレー沢薫／著 太田出版 914.6カ 2016

女の甲冑、着たり脱いだり毎日が戦な
り。

ジェーン・スー／著 文芸春秋 914.6ジ 2016

女もたけなわ 滝波ユカリ／著 幻冬舎 914.6タ 2013

女は笑顔で殴りあう
マウンティング女子の実態

滝波ユカリ／著
犬山紙子／著

筑摩書房 914.6タ 2014

となりのモテは蜜の味 ばばかよ／著 幻冬舎 914.6バ 2009

女という生きもの 益田ミリ／著 幻冬舎 914.6マ 2014

魂の退社　会社を辞めるということ。 稲垣えみ子／著 東洋経済新報社 916イ 2016

寂しい生活 稲垣えみ子／著 東洋経済新報社 916イ 2017

★★青春ど真ん中！爽やかな笑い★★

書名 著者名 出版者 請求記号 出版年

チア男子！！ 朝井リョウ／著 集英社 913.6ア 2010

女子芸人 神田茜／著 新潮社 913.6カ 2011

ボート・ミーツ・ガール 古賀幸太／著 ＰＨＰ研究所 913.6コ 2015

３年７組食物調理科 須藤靖貴／著 講談社 T913.6ス 2014

ハケンアニメ！ 辻村深月／著 マガジンハウス T913.6ツ 2014

武士道シックスティーン 誉田哲也／著 文芸春秋 T913.6ホ 2007

鉄のしぶきがはねる まはら三桃／著 講談社 T913.6マ 2011

うたうとは小さないのちひろいあげ 村上しいこ／著 講談社 T913.6ム 2015

空色バウムクーヘン 吉野万理子／著 徳間書店 T913.6ヨ 2015

アート少女 　根岸節子とゆかいな仲間たち 花形みつる／著 ポプラ社 T913ハ 2008

フラダン 古内一絵／作 小峰書店 T913フ 2016

「武士道シックスティーン」（誉田哲也／著 文芸春秋 T913.6ホ）

早苗と香織、正反対の二人が突き進む剣の道･･･。かみ合わないふたりが通じ合っていく姿を楽しん

でください。。武士道シリーズは、セブンティーン、エイティーン、ジェネレーションと続きます。



★★絵本はシュール？子どもと読んでも、大人だけで読んでも◎★★

書名 著者名 出版者 請求記号 出版年

だるまちゃんとてんぐちゃん 加古里子／さく・え 福音館書店 Eカ 2008

せんたくかあちゃん さとうわきこ／さく・え 福音館書店 Eサ 1982

くもりのちはれせんたくかあちゃん さとうわきこ／さく・え 福音館書店 Eサ 2006

すいかのたね さとうわきこ／さく・え 福音館書店 Eサ 2008

でんせつのきょだいあんまんをはこべ
サトシン／作
よしながこうたく／絵

講談社 Eサ 2011

ピッツァぼうや
ウィリアム・スタイグ／作
木坂涼／訳

らんか社 Eス 2000

まあちゃんのながいかみ たかどのほうこ／さく 福音館書店 Eタ 2008

たまごさんがね… とよたかずひこ／さく・え 童心社 Eト 2008

おにぎりくんがね… とよたかずひこ／さく・え 童心社 Eト 2008

うんちっち
ステファニー・ブレイク／
作、ふしみみさを／訳

あすなろ書房 Eブ 2011

メアリー・スミス
アンドレア・ユーレン／
作、千葉茂樹／訳

光村教育図書 Eユ 2004

★★てっぱん！マンガはやっぱり面白い★★

書名 著者名 出版者 請求記号 出版年

ゴーガイ！　全3巻
岩手チャグチャグ新聞社

飛鳥あると／著 講談社 Cア
2010-
2011

フイチンさん　上・下　復刻愛蔵版 上田としこ／著 小学館 Cウ 2015

おたんこナース 　全5巻
佐々木倫子／著
小林光恵／原案

小学館 Cサ 2002

チャンネルはそのまま！ 全6巻 佐々木倫子／著 小学館 Cサ
2009-
　2013

研修医なな子 　全4巻 森本梢子／著 集英社 Cモ
1997-
　2000
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「まあちゃんのながいかみ」（たかどのほうこ／さく 福音館書店 Ｅタ）

髪の毛が短いまあちゃんは、髪を伸ばしてああしよう、こうしようと想像を膨らませます。まあちゃんの

とてつもない空想はとどまるところを知りません。

「フイチンさん」（上田としこ／著 小学館 Ｃウ）

門番の娘フイチンは、主人に気に入られお坊ちゃんの遊び相手として雇われることに。天真爛漫なフ

イチンとわがままなお坊ちゃんの軽妙なやりとりを味わってください。


