
 

 

 

 

 

 

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。 センター内では選んだ本を読んでいただけるスペースもあります。「読書のまち」越前市は読書の

まちを宣言しました。はじめの一歩をセンターから踏み出してみてください。 

 

基本図書・参考図書  A 

 

男女共同参画白書 平成２５年版  

内閣府男女共同参画局／編 内閣府男女共同参画局 A059  

閣府男女共同参画局のページ。「男女共同参画とは」では、「男女共同参画社会」って何だ

ろう？、法律、基本計画、男女共同参画に関する予算、男女共同参画白書、成果目標・指

標、シンボルマーク、用語集を掲載しています。 

 

 

男女の自立・共生 Ｂ 

 

『限りなく少なく』豊かに生きる 

ドミニック・ローホー/著 原 秋子/訳  Ｂ140 

何が大切かを見直すと、人生を満契できる。ドミニック・ローホーのミニマリスト的な習慣。 

 

瞑想セラピー 

大久保 雅弓/著 すばる舎  Ｂ140   

あなたは、どんなことにワクワクしますか？ 何をしているときが一番楽しいですか？ こう聞

かれて、すぐに答えられなかったり、最近は何をやっても楽しくないなあと思った人は、自分

の感情を抑え込んでいたり、楽しむことを忘れてしまっているのかもしれません。それは、「自

分を感じていない」ということです。瞑想セラピーで自分を感じる力を取り戻せば、ネガティ

ブ感情は頭の中からすっきり消え、人生はどんどん楽しくなります！ 

 

 

女性史・世界の女性 Ｃ 

 

時代を視る ２００４～２０１２  

赤松 良子/著  パド・ウィメンズ・オフ/刊   Ｃ289  

２００４年〜２０１２年に起きた、政権交代、大震災、原発事故など激動する政治や社会問題

について、均等法立案、文部大臣など豊富な人生体験を持つ著者が、女性の視点で鋭く書き綴

った時事評論。 

 

新刊図書リーフレット 

越前市男女共同参画センター あんだんて 

Ｎｏ．１５ 

２０１３．８．１ 

 

http://www.bk1.jp/product/03140124


 

女性と社会 Ｅ 

 

クオーター制の実現をめざす 

赤松 良子/WINWIN   パド・ウィメンズ・オフ       Ｅ３１７ 

世界の 90カ国以上の国々が、クオータ制の導入によって、経験の異なる女性と男性の意見

を政治に汲み上げ、民主主義をよりうまく、より深く機能させようとしている。ちなみに、

比例代表にクオータ制を採用していない国は少ないという。 

 

ベアテと語る女性の幸福と憲法 

        晶文社          Ｅ321 

憲法は、国民が恐怖や不安を感じないで暮らすための「安全の保障」です。日本国憲法は、

敗戦という特殊な環境でつくられたからこそ、「9 条」をはじめ、世界に例をみないほど国

民を守る憲法になっていると「女性の権利」（憲法 24条）を書いたベアテさんは語ります。

戦後 60年、改憲議論が浮上したいま、日本の女性たちは幸せになったのだろうか？ 

 

今日もフツーにごはんを食べる 

枝元 なほみ    芸術新聞社  Ｅ365 

いま変わらないで、いつ変わる?食から考える脱原発。台所の窓をあけて社会とつながるこ

とをめざした、3．11後のエッセイとツイッター上のつぶやき。 

 

復興を取り戻す    発信する東北の女たち 

萩原 久美子、皆川 満寿夫、大沢 真理/編  岩波書店  Ｅ365 

過去半世紀，経済大国化の裏側で，環境破壊，地域の過疎化，人口の高齢化などにより，社

会の土台は徐々に蝕まれていた．そして 2011 年の東日本大震災は，その脆くなった日本

社会の姿を浮き彫りにした．いま必要なのは，経済重視の復興ではなく，脆弱な社会の「手

当て」をすること――被災地東北の女たちが提言する． 

 

台所から子供たちへ 

山本 ふみこ   オレンジページ Ｅ365 

日常のおもしろみをやさしい視点で綴った人気エッセイシリーズ第６弾。今回は料理、家事

など、家のしごとを通してはぐくんできた、山本さんと子どもたちとの日々を中心に語る。

料理レシピ付き。 

 

常備菜で 10分レシピ 

白澤 卓二/牧野 直子  家の光協会  Ｅ365 

認知機能低下は 40代から始まる。最新研究から脳の潜在力を引き出し、若々しさを保つレシピ

を紹介。発酵調味料を使った常備菜を作っておけば、そのまま食べてもアレンジでも、とにかく

簡単に毎日続けられる 

 

 

 



 

性・からだ Ｈ 

 

生まれてくるってどんなこと？ 

川松 泰美    平凡  Ｈ495 

性教育のあり方があいまいな今、「性はいのちの話のひとつとして語るもの」として中学生

以上に向け、人が生まれてくる過程を根源からやさしく具体的に伝える決定版。大人が読ん

でも目から鱗。 

 

看取り先生の遺言      がんで安らかな最期を迎えるために 

奥野 修司   文芸春秋  Ｈ499 

３０００人の最期を看取った肺がん専門医が説く、自宅で迎える平穏な死とは。自身もがん

で２０１２年９月に死去。本書が遺言となった 

 

身近な病気がよくわかる本 

藤原 大美   講談社ビジネスパートナー  Ｈ499 

近ごろ体調がおかしい…ひょっとしたら、あの病気かな?そんな時、開いてください。身近

な病気の原因や対処がQ＆Aで、即わかる。 

 

 

子ども・教育 Ⅰ 

 

チャーシューの月 

村中 李衣  小峰書店  Ｊ367.6 

6 歳の明希が「あけぼの園」にやってきたのは、うすい雪が舞う 2 月のはじめだった。春

から中学生になる美香の目を通して〈児童養護施設〉で暮らす子どもたちの日々の生活や子

どもたちに寄り添う大人の姿が語られる。 

 

 

高齢社会   Ｊ 

 

無縁介護     単身高齢社会の老い・孤立・貧困 

山口 道宏   朝日新聞出版  Ｊ367.5 

「地縁」「血縁」「社縁」が薄れた無縁社会において、「無縁死」あるいはその一歩手前の実

態を、 高齢者介護にかかわる制度から洗い出し、福祉サービスにたどり着けない“無縁介

護”の状態が“無縁死”を引き起こし、貧困の拡大がこの状況に拍車をかけていることを明

らかにする。 

 

医者が考える『見事』な老い方 

保坂 隆   角川書店   Ｊ367.5 

誰からの命令も与えられない高齢期を人生の黄金期にできるかどうかは、本人次第。どんな

人にもその人でなければできない見事な生き方がある。経験という最高の人生知を活かして

拍手喝采を送られるような生き方を。 



高齢社会  Ｊ 

 

生きるということ 

黒井 千次  河出書房出版 Ｊ367.5 

生きるということ 人生の折り返し点を過ぎ、振り返れば背後に様々な歳月が浮かび上が

る。学生時代、就職、結婚、父母や友人の死……。「生」を静かに見据え、現代の「老い」

を探る感動のエッセイ 63篇。 

 

穏やかな死に医療はいらない 

 萬田 緑平    朝日新聞出版  Ｊ598  

多くの人が望みながらかなえられない「ピンピンコロリ」。実は、無駄な延命医療をやめ

ることで、人は眠るように穏やかに、人間らしく死ぬことができる。外科をやめて終末医

療に生涯をかける医師が語る、穏やかに死ぬための生き方。 

  

 

文学・ノンフィクション Ｌ 

 

百年の手紙       日本人が遺した言葉 

梯久美子    岩波書店   Ｌ903 

田中正造，寺田寅彦，宮柊二，端野いせ，吉田茂，中島敦，横光利一，山田五十鈴，知里

幸恵，室生犀星……．戦地からの伝言，権力に抗った理由，「遺書」，友人への弔辞，そし

て恋人，家族へ……．激動の時代を生きぬいた有名無名の人びとの，素朴で熱い思いが凝

縮された百通の手紙をめぐる，珠玉のエッセイ． 

 

閉経期 

伊藤 比呂美  中央公論新社 Ｌ903 

この時代の、この年代に、閉経を迎えるという状況を書いて、私を含めた何人もの更年期

に向かう女を勇気づけているのは、自分をひらく、言葉にできる、言葉を選ぶ、詩人のわ

ざだ。 

 

バナナじけん 

               高畠 邦夫  ＢＬ出版    Ｌ999 

あ、くるまからバナナがひとつ落ちましたよ。」 ここから「バナナ事件」の全ては始まり

ます。 そこへさるが来て、バナナを発見！ どうすると思う？ そうそう、その通り。そ

うするんです、さるは。 そして“あれ”をポイッとするんです 

 

おやつがほーいどっさりほーい 

  梅田 俊作・梅田 佳子      新日本出版社   Ｌ999 

みえちゃんはピクニックにおでかけ。おやつめあてにはらぺこぎつねがついてきます。野

こえ丘こえ山の上で、さあ「いっただきまーす」。ところが、おやつをたべたきつねは、

びっくり。自然のかおりと心のふれあいとユーモアあふれる絵本。 

 

チェロの木 

いせ ひでこ  偕成社  Ｌ999 

森の木を育てていた祖父、楽器職人の父、そして音楽にめざめる少年。おおきな季節のめ

ぐりの中でつらなっていくいのちの詩。 

 



 

  文学・ノンフィクション  Ｌ 

 

ぞうのさんすう 

ヘルメ・ハイネ/作  原秋子/訳   講談社  Ｌ999 

１００年生きてみてわかることがある・・・時間についてぞうと一緒にじっくり考え、味わ

えます。直接伝わってくるシンプルな絵も魅力的。 

 

おほしさまかいて 

エリック＝カール/作  さのようこ/訳   偕成社  Ｌ999 

絵かきはたのまれるままに星や太陽、木や花を描き、ついには星空へと旅立っていく。自然

や宇宙、人生の豊かさを考えさせる絵本。 

 

からすのおかしやさん 

かこさとし    偕成社  Ｌ999 

大きくなったチョコくんが始めるのはおいしそうなおかしがいっぱいのお店！ 

 

からすのそばやさん 

かこさとし    偕成社  Ｌ999 

ロングセラー絵本『からすのパンやさん』のつづきのお話。オモチくんはそばの作り方の修

行に励み、楽しいおそばがいっぱいのお店を開きます。 

 

戦火の中のこどもたち 

いわさきちひろ    岩崎書店  Ｌ999 

日本にある米軍基地から、ベトナムの子どもの頭上に日々爆撃機が飛び立ってゆく現実に心

を痛めたちひろは、ベトナムの子どもたちに思いをはせ、自らが体験した第二次世界大戦と

重ね合わせながら、この絵本を描きました。 

 

 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/ 

 

越前市男女共同参画センターの図書コーナーです。 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

 


