
 

 

 

 

 

 

 

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・図書コーナーの新刊図書紹介リーフレットを発刊

しております。新刊一覧をご覧になり、多くの市民の皆様がセンターへお越しくださることを心よりお待ちして

おります。 

男女の自立・共生 

 

おたがいさま 

森 まゆみ／著 ポプラ社 B114  

助け合い、支え合う心で、「おたがいさま」という感覚を、日本人がもう一度取り戻すときが

やってきている−。地域のなかで、人と町のあり方を考える提言エッセイ。 

 

第４の生き方 

｢自分」を生かすアサーティブネス 
アン・ディクソン／著 竹沢昌子／翻訳、小野あかね／翻訳 B140  

人間関係を困難にしてしまう三つの行動パターンを人物に例えて示し、自己信頼を取り戻すた

めに必要な、自分の要求をきちんと表現する「アサーティブネス」の考え方を具体的に説明す

る。 

 

それでも話し始めよう 

アサーティブネスに学ぶ対等なコミュニケーション  
アン・ディクソン／著 アサーティブジャパン／翻訳 B140 

この本では、難しい課題について二人が向き合って話し合うときに生まれる「力関係」につい

て、真正面から取り上げています。社会的・個人的力関係にふりまわされることなく、また人

間関係を壊すことなく、難しい課題について率直に対等に、思いやりを持ってコミュニケーシ

ョンにするにはどうしたらいいのか。本書は豊富な事例でを交えながら、その理論と実践を提

供します。 

 

フェミニズム 

 

フェミニズム正義論 

ケアの絆をつぐむために 
有賀 美和子／著 勤草書房 D301  

人は皆、ケアを必要とする存在である。リベラリズムの普遍主義を問い直し、依存する他者に

対し柔軟に応じうる規範理論を構想する。 

 

新刊図書リーフレット 
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女性と社会 

 

救える死 自死のない世界へ 

天笠 崇／著 新日本出版 E364 

なぜ年間３万人以上が命を絶つのか。過労死・自死相談に携わる精神科医が、その原因をさぐり、

予防対策や自死を防ぐための税金の使い道など、命を救う社会システムの構築を提言する。 

 

ともしび 被災者から見た被災地の記録 

シュープレス／編・著 小学館 E365 

家族を失っても捜索活動に暮れる消防士、疎開した息子と福島に残った母との往復書簡、避難所

の小学生が作る「ファイト新聞」…。『東奥日報』『岩手日報』『三陸新報』など、地元密着の地

方紙が伝えた“東北人の３月１１日”。 

 

大震災のなかで 私たちは何をすべきか 

内橋 克人／編 岩波書店 E365  

２０１１年３月１１日、東日本を襲った大震災の被災者・被災地に、どう寄り添い、どんな支援

をしていったらよいのか。現地で活動を続けた医師やボランティアをはじめ、作家・学者ら３３

名が震災の意味、復興の形をつづる。 

 

これでわかるからだのなかの放射能 正しく知ろう！放射能汚染と健康被害 

安斎 育郎／著 合同出版 E365 

放射線ってなに？ 放射能とはどんなもの？ 自然放射線、原爆・原発に由来する放射性物質に関

する基礎知識を、放射線防護学の第一人者がやさしく解き明かす。〔「からだのなかの放射能」（１

９７９年刊）の改題改訂〕 

 

クレヨンハウス・ブックレット００１ わが子からはじまる 原子力きほんのき 

クレヨンハウス／編 クレヨンハウス E365 

福島第一原発で何が起こり、今回の事故のどこが深刻なのか。 原子力、原発の仕組みと問題点。

処理しきれない放射性廃棄物の行方等。「子どもから考える」という視点を重点に、平易な口調

による解説と Q&A で具体的に説明します。 

 

クレヨンハウス・ブックレット００２ わが子からはじまる 食べものと放射能 

クレヨンハウス／編 クレヨンハウス E365 

子どもへの影響がもっとも気になる食べものの放射能汚染。影響を少しでも減らしたい、という

切実な願いに答えられる内容になっています。 人体への影響はどの程度あるのか。放射能汚染

を減らせる調理法は？  放射能の影響をうけにくい食生活とは？ など、データに基づいて実践

できることを具体的に解説します。除染という視点だけでなく、体内をミネラルで満たしておく

ことも重要で、具体的な食べ方のアドバイスが満載です。 

 

薬と社会をつなぐキーワード事典 

「薬と社会をつなぐキーワード事典」編集委員会／編 本の泉社 E365 

市民・患者のための薬のあり方を探る。食と環境の安全を問う。収載キーワード全 235 項目。

ネット情報を超える確かな解説 

 



フ 

 

彼女が会社を辞めた理由 

影山 惠子／著 阪急コミュニケーションズ F366.6 

勤めていた会社を辞め、起業家に、調香師に、漫画家に、バーテンダーに−。たくさん悩みなが

ら人生を切り開いてきた彼女たちの言葉とは？ 大胆な転身を遂げ、夢を叶えた１３人の女性た

ちのストーリー。 

 

幸せなワーキングマザーになる方法 

ポジティブ心理学で手に入れる最高のワークライフバランス 

Ｃ．Ｌ．グリーンバーグ／著  Ｂ．Ｓ．アヴィグドル／著  森田 由美／訳 NTT 出版 F366.6  

ワーキングマザー１０００人へのインタビューをもとに、仕事と子育ての毎日にとっておきの

「幸せ」を見つけるコツを紹介するとともに、幸せのメカニズムを科学的に解説する。エクササ

イズも収録。 

 

からだ 

 

みんなの「おしり相談室」 

蓮村 誠／著  阪急コミュニケーションズ H491 

毎回、力まないと出ない、トイレのあとのニオイが気になる、出るには出るけれど、とてもかた

い、お通じはあるけれどスッキリしない、生理痛がひどくてつらい…。ひとつでも当てはまるも

のがあったらじつは便秘。「毒出し」の Dr.蓮村があなたの悩みにお答えします。あなたのおし

りタイプと改善方法がすぐにわかるチェックシートつき。 

 

おんなみち 幸せ体質のつくりかた 

奥谷 まゆみ／著 エンターブレイン H491 

きもちいい生きかた、ＳＥＸ、生理…。生まれてから死ぬまでオンナをまるごと楽しむ！ 整体

をとおして発見したオンナの心と体のしくみを、からだマスター・奥谷まゆみが伝授する。 

 

高齢社会 

 

すぐに役立つ一人になっても大丈夫！ 

遺言書の書き方と生前契約書のしくみ 
若林 美佳／監修 三修社 J367.5 

「無縁社会」を上手に生き抜くための転ばぬ先の杖。さまざまな生前契約の方法から遺言書、葬

儀の方法まで。わかりやすく解説した老後のための必携書。 

 

生と死をつなぐケア 

宅老所よりあいの仕事  
下村 恵美子／著 雲母書房 J490.1 

親にできる最後の仕事は、子や孫に自分の死に際を見せること。介護のあり方と死生観の転換を

迫る、宅老所よりあい２０年の看取りケアの実践を紹介する。 

 

ディグニティセラピーのすすめ 

大切な人に手紙を書こう 
小森 康永／著  Ｈ．Ｍ．チョチノフ／著 金剛出版 J490.1 

終末期がん患者の「尊厳」を高めるケアとして、これまでの人生を振り返り、自分にとって大切

なことや、遺される人びとに一番憶えておいてほしいことを語る機会を提供する「ディグニティ

セラピー」を紹介する。 

 



こども 

 

子育てハッピーセミナー 講演 DVD 付 

明橋 大二／著 太田 知子／イラスト １万年堂出版 I370 

「１０歳までしっかり甘えさせる」「「抱きぐせをつけてはいけない」は間違い」など、子育てに

関するアドバイスをやさしく語る。 

平成２０年１０月に開催された講演会の内容をまとめたもの。 

 

10 代の子をもつ親が知っておきたいこと 

思春期の心と向きあう 

水島広子／著 紀伊国屋書店 I370 

いじめ、不登校、うつ病…。思春期の問題行動や心の病には、「自尊心」の低さがひそんでいる。 

対人関係療法の日本における第一人者である精神科医が、「自尊心」と「コミュニケーション力」

の高い子どもの育て方を教える。 

 

生きる強さを育てる家庭の底力 

永池榮吉／著 ロングセラーズ I370 

 

どのような変化があろうとも動かぬ親の愛情を失わなければ、子どもの健全な生きる力は養わ

れ、家族の絆は強くなる。 

長年家庭教育問題に関わってきた著者が、家庭で活きる生活の知恵を紹介する。 

 

子育て親育ち 

とどけ!親と子への応援歌 
東條惠／著 考古堂書店 I370 

 

子育てをさせてもらってありがとう−。 

父として経験した３人の子育てを通して、また小児科医として多くの養育者との相談を通して、

「子育てでは、こうありたい」と感じたり思ってきた内容をまとめる。 

 

「親の顔が見てみたい!」調査 

家族を変えた昭和の生活史 
岩村暢子／著 中央公論新社 I370 

 

お菓子が朝食、昼食はコンビニ弁当…衝撃の献立・食卓の崩壊は歴史的必然だった! 

一九六〇年以降に生まれた主婦を育てた母親たちの生き方・しつけ・時代状況等を徹底調査。 

 

親のメンタルヘルス 

新たな子育て時代を生き抜く 
青木紀久代／編集 ぎょうせい I370 

 

子育ての難しい時代の親たちは、心が疲れて一息つきたい思いに駆られています。 

そんな時代の親たちのメンタルヘルスの現状を明らかにし、より良い子育てライフを支援するた

めのヒントを紹介します。 

 

親になれない親たち 

子ども時代の原体験と、親発達の準備教育 

斎藤嘉孝／著 新曜社 I370 

“親になるための発達”は子ども時代から始まっている−。赤ちゃんを１度も抱っこしたことの

ない大人がいきなり親になる時代。 

いまこそ必要な「親発達」論と、「親への準備教育」への提言。 

 



文学・ノンフィクション 

 

 

 

おしゃべりくれよん 

パトリシア・ハバード／文 Ｇ・ブライアン・カラス／絵  いしづ ちひろ／訳 ほるぷ出版 L999 

なぜかおしゃべり／わたしのくれよん／ぺちゃくちゃがやがや／あれこれしゃべる…。赤・黄

色・緑・青…いろんなくれよんのおしゃべりにつられて、女の子の夢は広がり、くれよんと遊び

まわる。リズミカルな言葉が楽しい絵本。 

 

いのち 

わたし、画学生さんのぶんまで生きる 
窪島 誠一郎／作  かせ りょう／絵 アリス館 L999 

いじめを苦に自殺を図った中学２年生の絵見。ある日、お母さんといっしょに、信州にある戦没

画学生慰霊美術館「無言館」を訪れ、戦死した画学生たちの絵を目にして…。実際に「無言館」

で起こった出来事をモデルに描いた本。 

 

てん 

ピーター・レイノルズ／作  谷川 俊太郎／訳 あすなろ書房 L999 

お絵かきなんて大嫌い!苦しまぎれに描いたのは、小さな小さな<てん>ひとつ。そのちっぽけな<

てん>にかくされた大きな意味を知って、ワシテは変わり始める。水彩絵の具と紅茶で描かれた、

色とりどりの美しい絵本。 

 

ハルばあちゃんの手 

山中 恒／文 木下 晋／絵 福音館書店 L999 

ハルは海辺の小さな村に生まれた。「おや、ほくろのあるいい手じゃ。きっとこの子は器用だし、

幸せになるよ」とハルの手をみて、みんながいった。ハルは小学生になった。手を使うことなら

だれにも負けなかった。折り紙でもお手玉でもあやとりでも。みんながハルの手をうらやましが

った。ハルが 15 のとき、戦争で父さんが死んだ。まもなく母さんも病気で亡くなった。ハルは

男の人に交じって必死に働き、家族の生活を支えた。そんなハルのただ一つの楽しみは、年に一

度の盆踊りだった。ハルの美しい顔や手振りがみんなの目をひいた……。 

 

パパと怒り鬼 話してごらん、だれかに 

グロー・ダーレ／作  スヴァイン・ニーフース／絵  大島 かおり／共訳 青木 順子／共訳 

 ひさかたチャイルド L999 

パパの暴力を誰にも話さず辛抱している男の子・ボイ。でも、「ぼくは誰かに話したい」と、

王さまに手紙を書いて…。ドメスティックバイオレンスを子どもの視点からとらえたノルウェ

ーの絵本。相談窓口の電話番号も掲載。 
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DVD 

 

｢関係づくり｣で子育て支援！～事例とワークショップから～ 

DVD45 分 日本女性学習財団  

地域のつながりの希薄化や核家族化により、子育ての孤立化が進み、子育てへの不安

感・負担感が増しています。  

子どもや親にかかわる子育て支援者に、子ども同士、子どもと大人、親同士、地域等を

つなぐ「関係づくり」の視点からの人材養成に向けた取組が急がれています。  

財団では、「関係づくり」の視点に立った子育て支援について、キーワードと事例、ワ

ークショップから具体的に知り、考え、実践につなげていくことのできる映像資料を制

作しました。  

本編は二部構成で構成されています。また DVD への導入となる「子育て支援すごろく」

も付録としました。  

子育て支援に携わる方をはじめ、保育・教育を学ぶ学生の方に、また公民館等地域の学

びの場に、是非お役立てください。（日本女性学習財団ホームページより） 

 

 

 

 

 

 

 

マリメッコの奇跡 

DVD５４分 監督: ニーナ・ステンルース、フィンランド映画／日本語字幕付 

鮮やかな色、大胆なデザイン。その独特のテキスタイルで、世界中で愛されている「マ

リメッコ」。だが一時期、会社の経営は危機的状況に あった。そこに現れたのが、女

性実業家キルスティ・パーッカネンである。彼女の手腕により、会社は熱意と創造性を

取り戻し、さらなる躍進を果たす。それを、やがて人々は「マリメッコの奇跡」と呼ぶ

ようになる。キルスティ本人と社員たちへのインタビューから、マリメッコの知られざ

る物語を明らかにしたドキュメンタリー。 

説明文は、「前書き」「後書き」「本文」「オンライン書店ビーケーワン」より引用しております。 

 

情報・図書コーナー 利用ガイド 

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 

 

初めて貸し出しをご利用される方は、 

身分証明が出来るものをご持参ください。 

 

 


