
 

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。 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   はじめの一歩をセンターから踏み出してみてください。 

 

男女の自立・共生 Ｂ 

 

傷つく人、傷つける人 

      信田さよ子（著）、ホーム社 B114 

長年カウンセリングの現場で闘ってきた著者が、「傷つく」という言葉をテーマに、もっと健や

かな人間関係の築き方を伝えます。 

 

なぜ自殺は減らないのか 精神病理学からのアプローチ 

大饗広之 （著）、勁草書房 B140 

“中心”不在のクライシス。年間 3 万人の大台こそ割ったものの、若年層ではむしろ増加してい

る自殺。その背景には何があるのか。ポストモダンの精神病理を手がかりに果敢に切り込む。 

 

がんばりすぎるあなたへ 完璧主義を健全な習慣に変える方法 

ジェフ・シマンスキー（著）、小林玲子（翻訳）阪急コミュニケーションズ B140 

「完璧主義者」は誉め言葉、それとも嫌なレッテル?ハーバード大学医学大学院の臨床心理学者

が、つい“がんばりすぎてしまう”完璧主義には「健全なもの」と「不健全なもの」があること

を明らかにし、自分自身に対する理解を深めて不健全な習慣を変える方法を教授。 

 

女性と社会 Ｅ 

 

不安が力になる ─日本社会の希望 

ジョン・キム（著）、集英社 E310 

日本人が知らない日本の素晴らしさとは何か。90 年代バブル崩壊直後に日本に留学し、米英独

の大学に研究員として赴任、慶應義塾大学で教鞭をとった著者が、日本社会の希望と新しい幸福

観について論じる。 

 

お墓に入りたくない! 散骨という選択 

村田 ますみ（著）、朝日新聞出版 E316 

お墓の継承者がいない。死後は自然に還りたい。配偶者と同じ家墓に入りたくない…。海洋散骨、

樹木葬、永代供養墓からグリーフサポート、終活まで、最新の葬儀文化を紹介。 

 

みんなの死にかた 

青木 由美子（著）、河出書房新社 E316 

しずかな死、早回しの死、一人で逝く死、やすらかな死。先に逝った人たちが、教えてくれるこ

と・くれないこと。 
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女性と社会 Ｅ 

 

生活保護 知られざる恐怖の現場 

今野晴貴（著）、筑摩書房 E36４ 

不正受給問題を巡り、生活保護への「バッシング」が高まっている。バッシングは政治問題にま

で発展し、いまや取り締まりの強化や支給額の削減へと議論は進んでいる。しかし、私たちは生

活保護の実態を知っているのだろうか?自殺・餓死・孤立死―。そこには追いつめられ、専厳を

踏みにじられ、果ては命さえも奪われる現実がある。本書は、受給者をとりまく現実が、日本社

会になにをもたらすのかを解き明かす。「最後のセーフティネット」の抱える本当の問題をあぶ

りだす、生活保護問題の決定版! 

 

かしこいおかず 

朝日新聞出版社（編集）、朝日新聞出版 E365 

この 1 冊であなたも「本当のお料理上手」に!ていねいな解説&豊富な手順写真で、失敗知らず。

平日は合理的に「時短」、週末はおもてなし!シーンに合わせた応用のきくメニューを紹介。一流

講師陣によるオリジナルレシピ 50。 

 

からだにやさしい旬の食材 野菜の本 

講談社（編集）、講談社 E365 

事典形式で４７０種の野菜の食材情報を実用的に紹介する、野菜のすべてがわかる一冊。旬、産

地の情報はもちろん、栄養効能、選ぶときの目利きやおいしく食べるコツとレシピを満載、食品

の品質・安全性についての問題、健康関連の記事も充実。ヘルシーで豊かな食生活を支えるため

に、知っておきたい食材情報が満載。 

 

労働・職業 Ｆ 

 

ルポ 産ませない社会 

小林 美希（著）、河出書房新社 F366.2 

「産めない」のではない。社会が「産ませない」のだ----。 

まるで、「子どもが心配なら家で(母親が)みろ」と言わんばかりの環境が整ってはいないだろう

か。マタニティ・ハラスメント、“孤育て"、妊娠解雇、職場流産、ベルトコンベア化するお産…

…なぜ今、子どもを産むことに前向きになれないのか。 

子育てを未だに「女性」に押しつけ続ける現実を問う、痛切なルポ。 

 

性、からだ H 

 

冷え取りエッセイ 

朝倉 けいと（著）、三五館 H499 

体のメカニズムから冷えを追った画期的な「冷え取り」本、ついに登場。 

 

子ども、教育 I 

 

虐待・いじめ・悲しみから希望へ 

楠 凡之（著）、高文研 I367.6 

子どもたちが人知れず抱えている悲しみを大人は知らない……子ども時代に受けた虐待・いじ

め。その体験レポートから見えてくる心の叫び。子どもたちの命を守るために大人に課せられた

課題とは! 親の暴力、両親間の DV、過酷ないじめ……子どもたちの上に覆いかぶさる生きづら

さと悲しみをどのように聴きとり、自己肯定感と希望を育んでいくのか。 



 

子ども、教育 I 

 

こころとからだを育てる整体ワークブック  

子どものしぐさはメッセージ (整体的子育て) 
山上 亮（著）、松本春野（イラスト）クレヨンハウス I370 

のぼる、とびおりるなど、さまざまなしぐさを子どもがくりかえすのは成長に必要だから。本書

は子どものしぐさに込められた意味を解説し、しぐさに関するワークも紹介。しぐさを見つめる

ことで子どもの独立心や意欲を育みます。 

 

高齢社会 Ｊ 

 

家族の認知症に気づいて支える本 徴候と対応がイラストでよくわかる 

斎藤 正彦（監修）、小学館 Ｊ369.2 

認知症のはじまりは、実は患者さん自身がいちばんよく分かっています。 

5 年、10 年と続き、少しずつ症状が進んでいく認知症生活を少しでも気持ちのよいものにして

いくための、高齢者精神医療の第一人者である認知症専門医による、認知症患者を理解し、支え

るための入門書。認知症患者が、ごく初期からどのような気持ちでいるのか、また、シーン別の

アドバイスなど、既刊本では得られなかった情報が満載 

 

芸術、表現 K  

 

第四権力 <スキャンダラス・テレビジョン> 

高杉 良（著）、講談社 K7.4 

行政・立法・司法の三権を時として凌駕する力を持つ「報道」。中でも最大の影響力を誇るテレ

ビ業界で、かつて新機軸となる“ニュースショー”を立ち上げ、急成長を果たしたテレビ東日。

親会社である新聞社からの天下りではない、初のプロパー社長最有力候補は、“ダーティ S”の

異名で呼ばれるいわくつきの人物だった。社長交代の軋轢に巻き込まれた経営企画部員・藤井靖

夫は、広報局長の堤杏子と連携して、人望篤い木戸常務を担ぎ出そうとするが―。巨大メディア

の奥深くに光を当てる、衝撃的長編小説。 

 

文学・ノンフィクション Ｌ 

 

妻と夫の定年塾 

西田 小夜子（著）、中日新聞社 L903 

進化し続ける妻の最大ストレス!ものむし夫と楽しく暮らすには―。93 組の夫婦像、家族像に抱

腹絶倒。定年後の夫婦のあり方のキーワードを教えます。 

 

いのちの森の台所  

佐藤 初女（著）、集英社 L903 

「森のイスキア」佐藤初女さん、静かに問いかける「生きている意味」88 歳、感動のメッセー

ジ。 

 

最後の桜 ---妻・大庭みな子との日々 

大庭 利雄（著）、河出書房新社 L903 

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 

 

さよならまでの読書会 本を愛した母が遺した「最後の言葉」  

ウィル・シュワルビ（著）、高橋 知子（翻訳）早川書房 L903 

母が末期癌だと知ってから、本について語らう 2 人だけの“読書会”が始まった…最愛の母と過

ごした最期の日々を息子が哀惜をこめて綴る。感動が読書の感興に重なる、出色のメモワール。 

 

おかあさんのそばがすき 犬が教えてくれた大切なこと  

今西 乃子（著）、浜田 一男（写真）金の星社 L903 

“犬をかう”ことは“いのちをあずかる”こと。ベストセラー『犬たちをおくる日』の著者が贈

る愛犬とのしあわせな 12 年の日々。 

 

新装版 ちひろの世界  

松本 猛（著）、松本 由理子（著）講談社; 新装版 L910 

この一冊で「いわさきちひろ」のすべてがわかる!少女時代から子育てまで、作品 101 点とちひ

ろの言葉を収録。 

 

ありがとう、チュウ先生  

パトリシア ポラッコ（著、イラスト）、さくま ゆみこ（翻訳）岩崎書店 L999 

絵かきになる道を歩むことができたのは、才能をみいだし、はげまし、導いてくれたチュウ先生

がいてくれたからこそ。アメリカの絵本作家、パトリシア・ポラッコが恩師に感謝をこめて、「原

点」をふりかります。ロングセラー『ありがとう、フォルカーせんせい』に続く、感動の自伝的

作品! 

 

すてきなあまやどり 

バレリー・ゴルバチョフ（著）なかがわちひろ（翻訳）徳間書店 L999 

ざあざあぶりのにわかあめ。ブタくんは、大きな木の下で、あまやどりしたはずなのに、なぜか

びしょぬれ。どうしてかっていうとね…あまやどりの説明をするうち、だんだんエスカレートし

ていくブタくんのお話に、次のページをめくる手がとまらなくなっちゃうゆかいなどうぶつ絵

本。最後にめくってびっくり、迫力の大判ページがついた「雨の絵本」決定版!3 才から。 

 

はしるってなに 

和合亮一（著）きむらゆういち（著）芸術新聞社 L999 

あの日の不条理のあと少年はどのように自分と向き合ったのでしょうか?ぼくという“ひとり”

のきみという“ひとり”のおはなし。 

 

おとうさんの ちず 

ユリ シュルヴィッツ（著）Uri Shulevitz（原著）さくま ゆみこ（翻訳）あすなろ書房 L999 

戦争で故郷を追われたぼくたちが命からがらたどりついたのは、夏は暑く、冬は寒い東の国。食

料はとぼしく、土をかためた床の上で眠る毎日に、あるとき、おとうさんは…。1 枚の世界地図

がぼくにくれた魔法の時間。絵本作家シュルヴィッツが子ども時代を語る感動の自伝絵本。

2009 年コルデコット賞銀賞受賞作。 

 

How I Learned Geography 

Uri Shulevitz（著）Farrar Straus & Giroux (J); First.版 L999 

「おとうさんの ちず」原作本。絵本作家シュルヴィッツが子ども時代を語る感動の自伝絵本。

2009 年コルデコット賞銀賞受賞作。 

 

 

 

 



 

文学・ノンフィクション Ｌ 

 

ゾウの家にやってきた赤アリ 

カタリーナ ヴァルクス（著）、Catharina Valckx（原著）、 伏見 操（翻訳）文研出版 L999 

ゾウのドクター・フレッドと赤アリのココ。気の合うふたりは、ドクター・フレッドの小さな家

でいっしょにくらすことになりました。ところが、やくそくの時間になっても、ココは家にやっ

てきません。心配になったドクター・フレッドは…。 

 

おばさんのごちそう 

五味 太郎（著）絵本館 L999 

おいしいにおいがしてきそうなこの絵本には、びっくりする秘密がいっぱいなんです。 

さあ、わくわくどきどきもめしあがれ。 

 

ひらがなにっき 

若一の絵本制作実行委員会（著）、長野 ヒデ子（著）童心社 L999 

「きょうはわたしのたんじょうびです。66 さいになりました」と始まる日記は、学校に行けず

に苦労したおばあちゃんの日常がいっぱいです。苦労をものともせず元気にユーモラスに生き

る、文字を獲得する喜びにあふれた絵本。 

 

せとうちたいこさん デパートいきたい 

長野 ヒデ子（著）講談社 L999 

たいこさんはデパートでワクワク。でも、たのしくかいものしているうちに…。 

 

狐 

新美 南吉（著）、長野ヒデ子（イラスト）偕成社 L999 

月夜の晩、文六ちゃんは祭りにいく途中で下駄を買いました。その時、腰のまがったお婆さんが

言ったのです。「やれやれ、晩げに新しい下駄をおろすと、狐がつくというだに。」それを聞いた

文六ちゃんはびっくり。とっても心配になりました。下駄屋のおばさんが、すぐにマッチを一本

するまねをして、文六ちゃんの新しい下駄のうらに触って、おまじないをしてくれました。「さ

あ、これでよし。これでもう狐も狸もつきやしん。」しかし、文六ちゃんの不安とおそれは消え

ませんでした。―本当に狐につかれるのではないか、狐になってしまうのではないかと―。小学

中級以上。 

 

 

 

 

DVD 

－ 子守唄という処方箋 －「Ｓｔｏｐ ザ 虐待」 

 

東京大学名誉教授、国立小児病院名誉院長、子どもの虹情報研修センター
センター長、NPO法人日本子守唄協会 会長 小林 登（監修） 
NPO法人日本子守唄協会（企画・制作） 
DVD２４分 Ｉ367.6 

家族間のストレス、住居や経済的な問題、親子の孤立などさまざまなこと
が「子ども虐待」の引き金になることもある。 
どこの家庭にも起こりうる、そして、目に見えない「子ども虐待」にどう
取り組んでゆくかを今日ほど真剣に考えなくてはならない時はない。 
子どもたちが、一日も、一刻も早く、悲しみや、痛みから逃れて欲しい… 



 

DVD 

起こる前に考える子ども虐待 

 

（監修・指導） 
東京大学名誉教授（小児科学）、国立小児病院名誉院長、子どもの虹情報研
修センター長 小林 登 
慶応義塾大学医学部（児童精神医学）渡辺久子 
子どもの虹情報研修センター（児童福祉）川﨑二三彦 
 
NPO法人日本子守唄協会（企画・制作） 
DVD39分 Ｉ367.6 

１．社会問題化している虐待 
２．なぜ起こる子ども虐待 
３．虐待を起こしてしまう感情のうねり 
４．虐待を受けた子どもの反応 
５．愛着形成と子どもの育ち方を知る 
  …虐待防止のために 
６．虐待防止にむけたさまざまな取り組み 

自分をとりもどす－DV サバイバーからのメッセージ－ 

   

ビデオ工房AKAME（制作）  
DVD３4分 G367.2 

DV被害者5人の方の声を中心にまとめた作品。 

 

Coming Out Story カミングアウトストーリー 

 

梅沢 圭（監督／構成） 
映画「Coming Out Story」事務局・日本映画学校（制作）  
DVD60分 H367.9 
2010年度の日本映画学校の卒業製作として作られ、 その年の最優秀監督
に贈られる「今村昌平賞」を受賞。 
これは、「男」と「女」のあいだを揺れながら、心の底から湧き出る「わた
し」という声を発せる場所を探し続ける人々の魂の記録。 
第20回東京国際レズビアン＆ゲイ映画祭正式上映作品。 

 

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。 


