
 

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 

 

NWEC 実践研究 第３号＜課題解決型学習＞ 

独立行政法人国立女性教育会館（編集・発行） A040  

現在、社会状況や生活、意識が複雑、多様になるなかで、キャリア形成、地域社会形成など実

践課題が山積している。こうした状況に対応する実践に結びつく研究、現在行われている実践

のなかでの課題解決に結びつく分析研究など多くの研究課題があり、課題に対応できる研究が

今求められている。 

 「NWEC実践研究」第３号では「課題解決型学習」に関する論文とともに、地域の実践的な

活動として、青森県、盛岡市、埼玉県の実践報告を掲載している。 

 

女性に対する暴力のない社会の構築に向けて 

平成２４年度 NWEC 国際シンポジウム 報告書 
独立行政法人国立女性教育会館（編集・発行） A045  

国立女性教育会館が実施した「平成２４年度NWEC 国際シンポジウム」の基調講演とパネル

ディスカッションの抄録が掲載されている。またシンポジウムに先だって会館が実施した「平

成 24 年度アジア太平洋地域における男女共同参画推進官・リーダーセミナー」に参加した５

か国９名の研修生が発表した各国の女性に対する暴力に係る政策や取組みを分析したポスタ

ーも収録している。 
 

男女の自立・共生 Ｂ 

 

家族の悩みにおこたえしましょう 

信田さよ子（著） 朝日新聞出版 B114 

親になるのが怖い、長女がかわいくない、母が重くてたまらない…。「絆」の時代に見える潜

在的な家族の２８の悩みに、臨床４０年のカウンセラーが、具体的に答える。『一冊の本』連

載を加筆訂正して単行本化。 

 

腹が立ったら怒りなさい  

人と人との関係をこわさない怒り方 
  和田秀樹（著） 新講社 B140 

怒ることはケンカをすることではなく、自分の感情を相手に率直に伝えるコミュニケーション

の一つ。著者の人生体験や精神科医としての知識から、「静かな怒り方」「悪影響の少ない怒り

方」など、怒り方のテクニックを提唱する。〔「あなたはもっと怒っていい」（２０１１年刊）

の改題新版〕 

 

死別の悲しみに向き合う 

グリーフケアとは何か 
 坂口幸弘（著） 講談社 B140 

大切な人と死別したとき、その体験とどう向き合っていけばいいのか。周囲はどう接すればい

いのか。先人たちの言葉や遺族の生の声を交えながら、「悲しみの後を生きる」ための術を、

激変する社会のなかで模索する。 
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男女の自立・共生 Ｂ 

 

生きのびるための犯罪  （よりみちパン！セ）  

上岡陽江＋ダルク女性ハウス（著） イースト・プレス B140 

薬物・アルコール依存の女性たちが、こどものころから失いつづけたものはなんなのか。この

社会で生きのびるために、奪われつづけたものはなんなのか…。依存症の女性たちの姿と、そ

の回復の道のりを描く。 

 

女性史・世界の女性 C 

 

新島八重 ハンサムな女傑の生涯 

  同志社同窓会（著） 淡交社 C289 

故郷・会津で銃を手に奮戦し、その個性から「幕末のジャンヌ・ダルク」「ハンサムウーマン」

「悪妻」など、さまざまに語られる新島八重。夫・新島襄をして、「ハンサム」と言わしめた彼

女の生涯を７つのテーマで追う。 

 

女性論・フェミニズム D 

 

フランス女性はなぜ結婚しないで子どもを産むのか 

  井上たか子（編著） 勁草書房 D304 

子どもを産みたいときに、安心して産み、育てられる環境を、フランスに照らして考える。各分

野の専門家による分析のほか、著者たちと上野千鶴子による全体討論も収録。２０１１年１１月

開催の日仏講座をもとに書籍化。 

 

女性と社会 Ｅ 

 

生活保護とあたし   

和久井みちる（著） あけび書房 E364 

生活保護利用者は怠け者ではありません！ ２００７年から３年半の間、生活保護を利用してい

た著者が、生活保護利用者の日々の暮らし、その中での悩み、ささやかな希望などを綴る。 

 

がん保険のカラクリ   

岩瀬大輔 （著） 文藝春秋 E364 

正確な知識があれば、いたずらに不安にかられることなく賢い選択ができる。ネット生保の副社

長が、がん保険にまつわる「迷信」を一刀両断。さらに医療保険の落とし穴を指摘し、これから

の時代に合った備え方を教える。 

 

災害支援に女性の視点を！   

竹信三恵子、赤石千衣子／編 （編） 岩波書店 E365 

「東日本大震災女性支援ネットワーク」を立ち上げた女性たちが、被災地でのセクハラやＤＶ、

雇用不安といった女性被災者の実情を報告。女性を視野に入れた多様な支援のあり方を考える。 



 

女性と社会 Ｅ 

 

ちゃんと食べてる？   

有元葉子 （著） 筑摩書房 E365 

料理家・有元葉子の元気の秘訣は、毎日のごはん。料理のもとになる調味料や素材の選び方、調

理のしかた、台所の回し方、食に対する考えなど、気持ちよく美味しく食べるための、５３の知

恵を紹介する。 

 

ひとりじゃない  

ドキュメント震災遺児 NHK 取材班／編著 NHK 出版 E365 

東日本大震災発生から１年半、震災遺児の置かれた厳しい現実を被災地から伝える。また、心の

ケアに取り組む専門家の提言を収載し、震災遺児が希望を持てる社会のあり方についても考え

る。ＮＨＫのテレビ番組をもとに書籍化。 

 

からだにやさしい子そだておやつ   

〈月刊クーヨン〉編集部 （編集）, 長谷川 未緒 （編集） クレヨンハウス E365 

コウケンテツさんのわがやの定番おやつ、なかしましほさんの小豆のおやつ、大森一慧さんのお

にぎりおやつ…。甘いおやつから、ごはん代わりにもなる軽食おやつまで、幸せな思い出につな

がる子育ておやつを紹介します。 

 

震度７から家族を守る 防災・減災ハンドブック  

国崎 信江 （著） 潮出版社 E365 

物が飛ばないダイニング、閉じ込められないトイレなど、わが家を「家族を守る」避難所にする

工夫や、避難時の必須グッズを紹介。防災メモ・マニュアル、コピーして使う緊急連絡カードも

収録。 

 

簡単でヘルシーな一人ごはん   

高畑康子、高畑真希子、福原洋子（著） ペガサス E365 

玄米菜食（植物性食品）をベースに青魚を少し加えた、伝統的和食の流れをくむ料理を紹介しま

す。老若男女問わず、調理初心者にも手軽に作れる健康食のレシピが満載。 

 

家仕事ごよみ   

天然生活編集部（編） 地球丸 E365 

昔から大切に受け継がれてきた四季折々の家仕事は、理にかなった先人たちの知恵の結晶。春の

ふき味噌、夏の梅干し、秋の干し柿、冬のたくあん漬けなど、旬を閉じ込めたつくりおき８４品

を紹介。『天然生活』連載に加筆・修正 

 



 

子ども、教育 Ｉ 

 

子どもとまなぶ いじめ・暴力克服プログラム 

武田さち子（著） 合同出版 I367.6 

みんなの共感力・コミュニケーション力が育てばいじめはなくせる！ 大人と子どもがいっしょ

になって、いじめとは何かを理解し、どうすればいじめをなくすことができるか考えるためのプ

ログラムを紹介。いじめ克服ワーク付き 

 

母親よ、大志を抱け！   

マスミ オーマンディ（著） アスペクト I370 

子育てに大切なことは、「子どもを正しく導く、より良い母になろう」というマインドを持つか

持たないか。幼児・児童英語教育に４０年以上携わってきた著者が、グローバルな視点から独自

の母親論を綴る。 

 

高齢社会 Ｊ 

 

そして、人生はつづく   

川本三郎（著） 平凡社 J367.5 

昨日と同じように、今日も生きてゆく―。妻を亡くした後の一人暮らしの家事のこと、震災後に

再訪した小さな鉄道の旅のこと、３．１１と世の中のこと、そして、毎日を普通に生きること…。

静かな老年の日々を綴った、「独り居」の日記。 

 

１０６歳のスキップ 私は９６歳までひとのために生きてきた  

曻地三郎（著） 亜紀書房 J367.5 

９７歳からは自分のために生きる、人生は自分との戦いである、変化を喜ぶ人になる、口と手と

足を鍛える…。１００歳を越えて世界中を飛びまわる明治生まれの教育学者による、心を揺さぶ

るメッセージ。 

 

芸術、表現 Ｋ 

 

１００人の母たち   

亀山 ののこ（著） 南方新社 K707 

福島原発事故後に、日常生活の中にあった原発の問題と向き合い、立ち上がった母たち。自身も

２児の母であるフォトグラファー・亀山ののこが、３．１１後に撮り続けた「１００人の母」の

ポートレイト。 

 

原発報道 東京新聞はこう伝えた  

東京新聞編集局（編） 東京新聞 K707 

福島原発事故の発生以来、埋もれた真実を発掘し欺瞞を質してきた東京新聞の原発報道。第６０

回菊池寛賞を受賞した原発事故取材班による、渾身の記事と取材の裏話をまとめる。事故直後か

ら２０１２年６月末までの報道を掲載。 

 



 

文学・ノンフィクション Ｌ 

 

今日もいち日、ぶじ日記   

高山なおみ（著） 新潮社 L903 

稀代の料理家が、酸・苦・甘・辛・鹹の効いた名文で祈るように、歌うように綴った現代の「日

日是好日」。 

 

死ぬことと生きること   

土門 拳（著） みすず書房 Ｌ903 

「デモ取材と古寺巡礼」「手でつかめる風景」…戦後日本の矛盾と日本人を凝視した眼を文章に

刻む、６５歳の初エッセイ集。その強靱な写真の謎を自ら明かす。 

 

まど・みちお 人生処方詩集   

まど・みちお（詩・絵） 市河紀子（選） 平凡社 L905 

「ぞうさん」「ぼくがここに」「妻よ」「木」など今年１０３歳を迎えるまど・みちおの、こころ

に寄りそう詩の世界。こころのシーン１０章に合わせて、生命をやさしくみつめる詩やものごと

の核心に迫る詩、くすっと笑ってしまう詩など７０篇を収録。近年注目されている絵画も紹介。 

 

夜空の下で   

益田ミリ（著） 集英社 L990 

夜空の下で繰り広げられる、普通の人々のかけがえのない日々のドラマを漫画で描く。解説コラ

ムやロケット打ち上げ見学記、未来の宇宙カレンダーも収録。『集英社ＷＥＢ文芸レンザブロー』

掲載に書き下ろしを加えて書籍化。 

 

詩・童話・絵本 Ｌ 

 

としょかんねずみ   

ダニエル・カーク（作） わたなべてつた（訳） 瑞雲舎 L999 

「サムは としょかんにすむ ねずみです。」サムは本を読むのが大好き。色んな本をたくさん

読んで、とうとう素晴らしい事をおもいつきました。自分でも本を書いてみることにしたのです。   

 夜のうちに、こっそり図書館の棚にその本を並べておいたら、なんと大人気になってしまいま

した。みんながこの本を書いた作家さんに会いたい…と言い出したから、さあ大変！ サムは、

いったいどうすれば良いのかしら!? 

 

ちがうねん   

ジョン・クラッセン （作）, 長谷川 義史 （訳） クレヨンハウス L999 

おおきなさかなから、ぼうしをぬすんだちいさなさかな。にげています…、にげていますが…。

さて、にげきれるでしょうか！？名作『どこいったん』につづく、ちょっとドキッとするおはな

し。絵本作家・長谷川義史の大阪弁翻訳絵本。 

 

どうしよう！   

アイリーン・ローゼンタール （文）, マーク・ローゼンタール （絵）, なかがわ ちひろ （訳） 

クレヨンハウス L999 

あさめざめると、じけんがおきていた。ポポがいない！ぼくのだいすきなポポ。ぼくにはポポが

ひつようなんだ！でもねこのミュウもポポがだいすきで…。 



 

詩・童話・絵本 Ｌ 

 

川のぼうけん   

エリザベス・ローズ （文）, ジェラルド・ローズ （絵）, ふしみ みさを （訳） L999 

山にふった雨が小さな流れとなってかけおりていきます。ときにおだやかに、ときに激しく流れ

る川の冒険の旅をいきいきと描いた美しい絵本。 

 

じったんのオムライス   

大久保 美行 （作）, 大野 八生 （画） くもん出版 L999 

ぼくは、じったんに料理を習って、ママの誕生日に、オムライスをつくることにした。料理を教

えてくれながら、じったんは、ぼくが知らなかった、ママが子どもだったころのことを話してく

れた。ママが好きなオムライスには、とてもすてきな秘密があった。小学校中級から。 

 

おやすみ、ぼく   

アンドリュー・ダッド（文） エマ・クエイ（絵） 落合恵子（訳） クレヨンハウス L999 

あの子はベッドに入ったけれど、「おやすみなさい」まで、まだまだ時間がかかります。２００

６年オーストラリア・ストーリータイムブック賞受賞。 

 

木の音をきく   

リーッタ・ヤロネン（文）, クリスティーナ・ロウヒ（絵）, 稲垣 美晴（訳） 猫の言葉社 L999 

【フィランディア・ジュニア賞】父親が亡くなり、遠くの町へ引っ越すことになった少女の心に、

父親の思い出が次から次へとよみがえってきた。さびしさとは何か？ 死とは何か？ 少女の孤

独、新しい生活への不安と期待をモノローグで綴る。 

 

あらじんのまほう 

あらじん（作）はなもとゆきの（絵）パレード L999 

この世のすべての人が、笑顔でいられますように。やりたい事が見つからない君へ、生きる意味

を見失ったあなたへ、あらじんから「魔法の言葉」を贈ります。 

 

もったいないばあさんのいただきます 

真珠まりこ（作・絵） 講談社 L999 

大人気『もったいないばあさん』シリーズ 

好ききらいをしていたら、もったいないばあさんがやってきた。 

いろんな食べ物の役割を、楽しく教えてくれるよ。 

大切に作られた食べ物、残すなんてもったいない！ 

 

もったいないばあさんまほうのくにへ 

真珠まりこ（作・絵） 講談社 L999 

もったいないばあさんが、まほうのくにへやってくるお話です。後半には、マジマジさんがおし

えてくれたマジックのあそびかたを紹介しています。 



 

詩・童話・絵本 Ｌ 

 

もったいないばあさんと考えよう 世界のこと 

真珠まりこ（作・絵） 講談社 L999 

命をまず第一に考えていれば、こんな問題はおきなかったはずー『もったいないばあさん』の作

者が子どもたちに語る、地球の問題と世界の子どもたちのお話。 

 

もったいないばあさんと考えよう 世界のこと 

生きものがきえる 

真珠まりこ（作・絵） 講談社 L999 

いま、生きものたちがすごいスピードで絶滅しています。 

なぜそんなことがおきているのでしょう？そしてこのままではどうなってしますのでしょう

か？地球が美しく豊かなのは、いろいろな生きものがいるからこそ。その生きものたちがきえて

いく問題について、いっしょに考えていきましょう。 

こどものための生物多様性の本です。 

 

 

DVD・CD 

もったいないばあさんと考えよう世界のこと 

 

収録時間：約71分（DISC1/約42分、DISC2/約19分、付録DISC/約10分） 
販売元：(株)モーニング E365 

●文科省選定作品 
原作：もったいないばあさんと考えよう世界のこと  
地球の問題と厳しい環境で暮らす世界の子どもたちの現状、そしてそれらの
問題が私たちの暮らしとどのようにつながっているのかをわかりやすく伝え
るDVD。 
 作者・真珠まりこと、もったいないばあさんが、命の大切さを伝える「もっ
たいない」という言葉のメッセージと共に語りかけます。 

ソング絵本大特集／サトシン うんこ！・わたしはあかねこ ほか 

 

歌：サトシン、こんのひとみ キングレコード 収録時間: 71 分 K809 

絵本のようにお話を楽しんでいただくため、まずしっかりお話づくりをして
それを歌詞化し、曲をつけた、「絵本らしさ」を意識した新しい絵本のカタチ。 
子どもと大人が一緒に楽しめる絵本のような歌、それが「ソング絵本」です。 
 
●うんこのロックンロール  ●はやくおおきくなりたいな 
●でんせつのきょだいあんまんをさがせ 
●おれたちはパンダじゃない ●せきとりしりとり 
●わたしはあかねこ     ●とこやにいったライオン 
●ぶつくさモンクターレさん ●むらをすくったかえる 
●おかあさんだもの 

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。 


