
 

新刊図書リーフレット 

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。 

基本図書・参考図書  A 

 

「災害・復興と男女共同参画」６．１１シンポジウム 

～災害・復興に男女共同参画の視点を～ 
大沢真理・堂本暁子・山地久美子 編 編集補佐：皆川満寿美 東京大学社会科学研究所 A059  

東北大学グローバル COEプログラム「グローバル時代の男女共同参画と多文化共生」 

社会科学研究所連携拠点が刊行する研究シリーズの第４号 

２０１１年６月１１日に日本学術会議で開催された「「災害・復興と男女共同参画」6.11シン

ポジウム～災害・復興に男女共同参画の視点を～」の記録、関連資料および今後に向けての展

望を収録している。 
 

男女の自立・共生 Ｂ 

 

子どもの共感力を育てる 

ブルース・Ｄ．ペリー （著）、紀伊國屋書店 B140 

他人の感情や心理を、わがことのように感じ理解する「共感」こそが、人が人として社会の中

で生きていく鍵だ−。児童精神科医が、その育て方や欠落した場合の弊害を、豊富な事例をあ

げながら脳の発達のプロセスとともに描く。 

 

心の病 回復への道 

野中 猛 （著）、岩波書店 B140 

なぜ人は心を病むのか？ 回復には何が必要なのか？ チームケアに取り組む精神科医が、身近

な具体例とともに、精神障害者のおかれた歴史、精神医学の最新知見や、日本・世界の新たな

潮流を紹介する。 

 

女性史・世界の女性 C 

 

アウンサンスーチー 愛と使命 

ピーター・ポパム （著）、明石書店 C289 

１９８８年、母の看護で軍事政権下のビルマへ帰国し、その後全国遊説を開始したアウンサンス

ーチー。政権による弾圧と軟禁が続く中、最愛の夫も失うが、彼女はなおも闘い続け、ついに扉

を開け放つ…。彼女の全貌をえがく評伝。 

 

海辺の宝もの 

ヘレン・ブッシュ （著）, 鳥見 真生 （訳）, 佐竹 美保 （画）あすなろ書房 C289 

イギリス南部の小さな海辺の町に住む、１２歳の少女の世界的な大発見とは？ 世界初の女性化

石採集者メアリー・アニングの数奇な運命をたどる伝記物語。 
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女性と社会 Ｅ 

 

孤族の国 ひとりがつながる時代へ 

朝日新聞「孤族の国」取材班（著）、朝日新聞出版 E364 

団塊世代の高齢化、単身者の急増、相次ぐ孤立死…。恐るべき勢いで社会のかたちが変わってい

る。独身男性の餓死、居場所を求めてもがく若者など、多数の事例から変容する社会を追ったル

ポ。『朝日新聞』連載を単行本化。 

 

震災離婚 

三浦 天紗子  （著）、イースト・プレス E365 

未曾有の災害が夫婦にもたらしたものは、「破局か、それとも新しい希望のかたちか」。自ら「震

災離婚」を経験した著者が、長期にわたる「被災地ルポ」とともに、３．１１以降の「夫婦の絆」

の行方を追う。 

 

震災婚 震災で生き方を変えた女たちライフスタイル・消費・働き方 

白河 桃子 （著）、ディスカヴァー・トゥエンティワン E365 

震災婚、震災離婚、震災恋愛、震災ベビーラッシュ…。東日本大震災後、女性たちに変化が起き

ている！ 圧倒的な質量の取材とデータをもとに、女性たちの変化をルポで追いかけながら、震

災が日本人の心に与えた影響を考える。 

 

日本のエネルギー、これからどうすればいいの？ （中学生の質問箱） 

小出 裕章 （著）、平凡社 E365 

原発廃止はもちろんだが、何よりも一人一人が日々の生活を考え直すべきだ。日本のエネルギー

の将来を、根本から考える。全体像がとらえにくい現代社会の問題を、テーマごとにやさしくひ

も解くシリーズ。 

 

復興支援ボランティア、もう終わりですか？ 

大震災の中で見た被災地の矛盾と再起 

中原 健一郎 （著）、社会批評社 E365 

東日本大震災から１年あまり経った今も、奮闘するボランティア。復興支援の真実の姿、被災地

に渦巻く行政の矛盾、報道差別がもたらす悲劇をボランティアの目線で描く。 

 

失われた３０年逆転への最後の提言 （ＮＨＫ出版新書） 

金子 勝 （著）、ＮＨＫ出版 E365 

東電の国有化、年金改革、ＴＰＰ…。このままでは、日本は間違いなく「失われた３０年」に突

入してしまう！ 金子勝と神野直彦が、危機の本質を明らかにし、新しい社会や経済システムへ

の抜本的改革案を討論する。 

 

ヒロシマから「内部被ばく」と歩んで 

（わが子からはじまるクレヨンハウス・ブックレット） 
肥田 舜太郎（著）、クレヨンハウス E365 

広島原爆により被ばくし、その直後から６７年にわたって被ばく者治療と支援、核廃絶運動に尽

力してきた医師が、内部被ばくのおそろしさを伝える。２０１２年１月に行われた講演をもとに、

加筆・修正、再構成して書籍化。 



 

女性と社会 Ｅ 

 

災害弱者と情報弱者 ３・１１後、何が見過ごされたのか 

田中 幹人、丸山 紀一朗、 標葉 隆馬（著）、筑摩選書 E365 

東日本大震災・原発事故をめぐる膨大な情報を精緻に解析、その偏りと格差、不平等を生み出す

社会構造を明らかにし、災害と情報に対する新しい視座を提示する。 

 

告発！エネルギー業界のハゲタカたち 

グレッグ・パラスト（著）、 仙名 紀（訳）早川書房 E365 

史上最大規模の原油流出事故の数日後、内部の情報源から事故の「真実」を伝えるメールが届い

た。メディアが紹介しない、石油メジャー、電力会社、ハゲタカファンドの癒着と彼らの悪事を

一挙に告発する。 

 

ごちそうマリネお酒にもごはんにも。おもてなしにもお持たせにも。 

渡辺 麻紀 （著）、河出書房新社 E365 

材料を下ごしらえしてつけるだけ。キャベツとスモークサーモンのくるくるマリネ、えびの中華

風マリネ、鶏肉のはちみつレモンマスタードマリネといった野菜、魚介、お肉のマリネを紹介す

る。 

 

労働・職業 Ｆ 

 

女性だけの便利屋繁盛記 

安倍真紀（著）、ポプラ社 F366.6 

婚活パーティーにひとりで行けない、彼女をつくるのが面倒、友達が多いのに淋しい…。心の悩

みを引き受ける、女性だけの便利屋の代表が、これまでに受けた依頼とともに便利屋の活動を紹

介する。 

 

結婚・家族 Ｇ 

 

「主人在宅ストレス症候群」の解消・予防法 夫がうっとうしい妻たちへ 

黒川 順夫 （著）、かもがわ出版 G367.4 

主人がいつも家にいるのがうっとうしい…。「主人在宅ストレス症候群」の解消・予防法につい

て、妻が取るべき対応を解説。個別のケースや治療法も紹介する。書き込み式のストレス度チェ

ックリスト＆心理テストも収録。 

 

からだ Ｈ 

 

「乳がんです」と言われたら、あわてて切ってはいけない！  

渡辺 容子 （著）、径書房 H491 

乳がんには誤診が多く、命に関わらないものもある。最低限の治療で自らのがんを受け入れてき

た著者が、現代の医療信仰・医療幻想について語るほか、無治療を選択した患者との対談などを

まとめる。 



 

からだ Ｈ 

 

もしかして乳がん！？ あなたの不安に答えます。 

吉本 賢隆（著）、平凡社 H491 

乳がんは早期発見・初期治療が運命を決める。乳がん一筋３０年の専門医が、がんとは何かから

検診、手術による治療法、抗がん剤治療、転移・再発のメカニズムまでをわかりやすく解説する。 

 

生きのびるためのがん患者術 伝わる「言葉」の使い方 

青木 晴海（著）、岩波書店 H492 

がん患者がみずからの心や体の状況を「ことば」にすることで、治療方法や入院の日々が変化し、

ＱＯＬも向上する。がんから生還した著者が、ささえあって生きのびるための知恵とわざを綴る。

がん患者便利帳も収録 

 

高齢社会 Ｊ 

 

老いのつぶやき 

黒井 千次（著）、河出書房新社 J367.5 

若さの喪失を嘆かず、老いの到来を恐れず、一日一刻をいかに充実して過ごすか−。６０代から

７０代にかけての「老い」の季節を生きる中で綴った文章をまとめる。 

 

モメない相続 （朝日新書） 

長谷川 裕雅（著）、朝日新聞出版 J367.5 

不動産などの「分けられない財産」がある、「全員合意」のルールを乱すトラブルメーカーがい

る…。数多くの相続を見てきた弁護士がモメやすいパターンを解説しつつ、モメないために知っ

ておきたい知識を紹介します。 

 

エンディングノートのすすめ （講談社現代新書） 

本田 桂子 （著）、講談社 J367.5 

エンディングノートを書くことのメリットをはじめ、つくり方やスタイル、それぞれの項目に最

低限書くべきこと、書いたことを実行してもらうための書類のつくり方などを紹介します。 

 

家族が認知症になったとき 本当に役立つ本 

杉山 孝博 （監修）洋泉社 J369.2 

認知症の人への接し方から、問題行動への対応、施設選び、介護のおカネの対策まで、個々のケ

ーススタディで認知症を理解しつつ、上手に介護するためのノウハウをＱ＆Ａ形式で紹介する。 

 

妻たちの介護 在宅介護で孤立しないために 

中村 和仁 （著）、新泉社 J369.2 

回復を信じて続けるリハビリテーション、問題行動に振りまわされる日々…。１８人の在宅介護

体験談から、妻に重くのしかかる負担と心の葛藤を少しでも和らげ、家族や社会とうまくつなが

る手がかりを紹介する。 

 



 

高齢社会 Ｊ 

 

第二の認知症 増えるレビー小体型認知症の今 

小阪 憲司 （著）、紀伊國屋書店 J369.2 

アルツハイマー型認知症に次いで２番目に多い「レビー小体型認知症」を知っていますか？ 日

本で６４万人もの患者がいると推計されているレビー小体型認知症の症状、診断方法、治療、介

護と生活の工夫などを紹介します。 

 

病院で死ぬのはもったいない 〈いのち〉を受けとめる新しい町へ  

山崎 章郎 （著）、春秋社 J369.2 

いま、ホスピスは町の中へ−。ホスピスの先駆者による「在宅ホスピス宣言」。病・老い・障害・

子育てによる孤立を防ぎ、ホスピスケアを地域の困っている人へ広げてゆくコミュニティの未来

を伝える 

 

毎日がアルツハイマー 

関口 祐加（著）、パド・ウィメンズ・オフィス J369.2 

アルツハイマー病と診断された母と共に過ごす毎日を 2 年半に亘り記録したドキュメンタリー

映画を撮影した関口祐加監督による著書。 

 

文学・ノンフィクション Ｌ 

 

途中下車 パニック障害になって。息子との旅と、再生の記録  

北村 森 （著）、河出書房新社 L903 

「電車に乗れない…」 敏腕編集長を突然襲ったパニック障害。会社を辞め、息子とのふたり旅

を何度も繰り返しながら、病気と闘い、家族の再生を目指した実体験を綴る。 

 

おもかげ復元師  

笹原 留似子 （著）、ポプラ社 L903 

なきがらに笑顔を戻し、遺族の深い悲しみを生きていく力に変える−。東日本大震災後、３００

人以上をボランティアで復元した女性復元納棺師が、死とは何か、死を見送る現場で何を感じ、

伝えてきたのかを綴る。 

 

続・悩む力 集英社新書）  

姜 尚中 （著）、集英社 L903 

既存の幸福像が瓦礫と化したこの憂鬱な時代のただ中で、真の意味で生まれ変わり、新たな「幸

せの感情」に浸ることは果たして可能なのだろうか？ 「人間とは何か」を凝視した先人たちの

言葉に、その問いを解く鍵を探る。 

 

東京プリズン 

赤坂 真理 （著）、河出書房新社 L999 

戦争を忘れても、戦後は終わらない。１６歳のマリが挑む現代の「東京裁判」を通して、「戦争」

と「戦後」を、すべての日本人の問題として描いた長編小説。『文藝』連載を単行本化。 



 

詩・童話・絵本 Ｌ 

 

たいようのおなら 子どもの詩集 

灰谷 健次郎 （編）のら書店 L905 

たいようがおならをしたので／ちきゅうがふっとびました／月もふっとんだ／星もふっとんだ 

子どもたちの飾らないことばとユーモア、やさしいまなざしがいっぱいの、豊かな感受性にあふ

れた詩集。１９８０年刊の再刊 

 

かくれ山の冒険   

富安 陽子 （著・画）ＰＨＰ研究所 L999 

小学生の尚はふとしたことから、くろぐろとした深い山、かくれ山という非現実の世界に入り込

んでしまう。そこは、時間の流れからはずれた世界だった。脱出するまでの冒険と、尚の心の成

長を描くファンタジー。 

 

ぐらぐらの歯 （世界傑作童話シリーズ）きかんぼのちいちゃいいもうと その１ 

ドロシー・エドワーズ （作）福音館書店 L999 

わがままで、いたずら好きで、やんちゃな妹が巻き起こすさまざまな騒動、誰でも思い当たるよ

うな愉快なエピソードを、ユーモアたっぷりに愛情を込めて描いたイギリス幼年童話の傑作。表

題作など１０編を収録する。 

 

おかあさんがおかあさんになった日 

長野 ヒデ子 （作）童心社 L999 

期待と不安のなかではじめてのあかちゃんを出産。病院での 1 日をあたたかく感動的に描く絵

本。けんぶち絵本の里大賞（第４回）】【サンケイ児童出版文化賞】 

 

おかあちゃんがつくったる 

長谷川 義史 （作）講談社 L999 

おかあちゃんは、ぼくの欲しいものを何でもミシンで作ってしまう。でも、作ってくれるものは

ちょっとかっこわるい。ある日、ぼくが父親参観のお知らせをもらってくると…。あったかくて、

せつなくて、でも笑える家族の物語。 

 

ちょっとだけ（こどものとも絵本） 

瀧村 有子 （作）福音館書店 L999 

赤ちゃんが生まれて、お母さんは忙しいので、なっちゃんはいろんなことを自分ひとりでやって

みます。お姉さんになったからと頑張るなっちゃんですが、眠くなった時だけは、どうしてもお

母さんに甘えたくなります。 

 

ありがとうっていいもんだ 

森山 京 （作）文溪堂 L999 

ブタのこはこうえんにでかけるとちゅうで、キツネのこがころがしたボールをひろってあげまし

た。ちょっとおにいちゃんのキツネのこは「ありがとね」といってかけていきました。その「あ

りがとね」が、おにいちゃんぽくってとてもかっこよくて、ブタのこもまねしてみたくなりまし

た。そして、いつものこうえんにむかったブタのこですが…。はじめてのひとりよみに。たのし

くて、ほのぼのあたたかいおはなし。 

 

たべものだーれ？ 

よねづ ゆうすけ （作）講談社 L999 

ぱん、ちーず、くり、にんじん、かぼちゃ、とうがらし…。たべものに誰かがかくれんぼ。みん

な見つけられるかな？ ページをめくると隠れている動物が出てくる、しかけ絵本。 



 

DVD 

防災ビデオ 

地域で減災！ あなたが力 みんなが力 

 

財団法人市民防災研究所 理事池上三喜子（監修） 
東映株式会社教育映像部（企画・制作） 
DVD２４分 解説書付き E365 

●災害発生！その時どうする？ 
●「自助」：自分の身は自分で守る 
●「共助」：地域の力で守る 
●地域に広がる減災の輪 
●まとめ 

人権のヒント 

地域編「思い込み」から「思いやり」へ ／ 職場編 気づきのためのエピソード集 

 

東京人権啓発企業連絡会 常務理事啓発委員長 
JFEスチール株式会社 人権啓発室長 竹内良（監修） 
東映株式会社教育映像部（企画・制作） 
地域編：DVD２5分 解説書付き 職場編：DVD22分 解説書付き B140 

＜地域編＞街の喫茶店「カフェ・ヒューマンライツ」のママのところに、さ
まざまな思いをいだいた人々が集ってくる。その交流のなかから、「人権のヒ
ント」を考え、それぞれの違いを思いやる心の大切さを理解していく内容。 
＜職場編＞ごく普通の会社員の日常を描きながら、日頃は気づかない「人権
のヒント」を探り、職場のなかで私たちが考えるべき人権」問題について提
起する内容。 

新家庭科 DVDシリーズ 

第１巻 幼児の一日 幼児の発達の姿 

 

開隆堂出版株式会社 DVD３５分 I370 

【学習用ワークシート】幼児の運動機能の発達 

【学習用ワークシート】「幼児の一日」を見てまとめよう 付き 

１幼児の身体機能の発達 

２幼児の心の発達 

３基本的生活習慣を身につける 

子どもの心を育てる人権アニメーション 

ねずみくんのきもち 

 

東映株式会社教育映像部（企画・制作） DVD１２分 B140 

原作「ねずみくんのきもち」（ポプラ社）なかえよしを（作）上野紀子（絵） 
ねこくんにいじわるされたねずみくんは考えます。 
「またいじわるされちゃった。ぼくって、小さくて、なにをしても失敗ばか
り。だからいじめられるのかなあ」 
落ち込んでいるねずみくんに、ふくろうさんは優しく言いました。 
「きっとねこくんは、一番大切なものを忘れているんだよ」 
ねずみくんはふくろうさんと一緒に、一番大切なものは何か気づいてゆきま
す。 

 

説明文は「前書き」「後書き」「本文」「BOOKデータベース」より引用しております。 



 

■編集・発行■ 

NPO法人男女平等推進協会えちぜん 

（越前市男女共同参画センター内） 

〒915‐0071 

福井県越前市府中一丁目11‐2 

アル・プラザ平和堂武生店4階 

越前市男女共同参画センター内 

TEL&FAX：0778‐24‐4446 

E-mail：witt@angel.ocn.ne.jp 

http://www4.ocn.ne.jp/~andante1/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 


