
 

 

 

 

 

 

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。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。 

土曜・日曜も開館しておりますのでぜひお立ち寄りください。企業むけにDVDも貸出しています。 

基本図書・参考図書  A 

 

男女共同参画白書 平成 26年版  

内閣府男女共同参画局／編 内閣府男女共同参画局 A059  

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 

 

『私の欲しいものリスト』 

グレゴワールド・ドラツール/著 中島 さおり/訳 Ｂ１４０ 

フランスの地方都市で手芸店を営むジョスリーヌ。愛する夫と暮らし、友人たちと

のおしゃべりを楽しむ平凡ながら幸せな日々を送っている。 

しかしある日、思いがけないことが起きる。気まぐれで買った宝くじが当選したの

だ。ジョスリーヌは大金を前にして思い悩む――私が本当に欲しいものはなんだろ

う？ 

 

女性論・フェミニズム Ｄ 

 

この世界の女たち 

アン・ビーティ/著  岩本 正憲/訳   Ｂ３０７  

初期の代表作「燃える家」から、表題作をはじめとする 2000 年代の傑作まで、

日常の裏側に潜む逃れようのない現実を精緻に描いた「静かな物語」10篇を収録。

現代アメリカを代表する女性作家の傑作集。 

 

女性と社会 Ｅ 

 

これなら作れるシニアの一人分ごはん 

村上 祥子      Ｅ３６５ 

ひとり暮らしのシニアのための簡単でムダなし、栄養バランス満点の手軽に作れる

レシピ集。大きな文字と豊富な写真で初心者でも安心して調理ができる。噛みやす

くする工夫などのシニアにうれしい情報も満載。 

 

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.17 

2014.9.5 

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


 

労働・職業 Ｆ 

 

ライフスタイルからみたキャリア・デザイン 

吉田 あけみ  ミネルヴァ書房    Ｆ366.6 

人生も日々の生活もなかなか思い通りにいかない 

夢に向かって歩くべき道筋を思い描けるよう、そのための人生キャリアを考える枠

組みや情報をわかりやすく解説する。 

［ここがポイント］ 

◎ キャリア教育のための体系的な教科書 

◎ 「ライフスタイル論」「キャリアデザイン論」のテキストとして最適 

◎ 各章はじめで，学習のポイントを解説，章末には、理解をさらに発展させるのに

役立つ「学習課題」と「読書案内」を設けており、自学習にも役立つ 

 

 

結婚・家族 Ｇ 

 

同性婚、あなたは賛成？反対？ 

浅野 素女    G367.2 

二〇一三年五月、フランスで同性どうしの結婚が認められることになった。世界で

十四番目、ヨーロッパで九番目であった。法改正が引き起こした国を二分するほど

の対立点と、それぞれの陣地の考察の在処を、しっかり把握すべく、本書は執筆さ

れた。 

 

 

性・からだ H  

 

そのからだの不調、ホントはうつですよ 

坂元 薫   平凡社  H499 

「慢性的な腰痛や頭痛、眼精疲労や口の渇き、手足の冷え……。病院でいくら診て

もらっても一向によくならない、そんな「からだの不調」はありませんか？ もし

かすると、その症状の原因は、“からだ”ではなく、“心”にあるのかもしれません。 

うつ病を正しく理解し、治療するために、「からだに現れるサイン」を見逃さないた

めに必要なことは何か。 

 

 

 

子ども、教育 I  

 

家族をこえる子育て 

渥美 雅子    工作舎  Ⅰ370 

妊娠したけれど育てられない、再婚相手が子どもを虐待…子育てにひとりで悩まな

いで！ 子どもの可能性を伸ばし成長を見守ってゆく社会のために、30年前から取

り組んできた家族問題研究会の成果。 

http://www.amazon.co.jp/%E5%AE%B6%E6%97%8F%E3%82%92%E3%81%93%E3%81%88%E3%82%8B%E5%AD%90%E8%82%B2%E3%81%A6-%E6%A3%84%E5%85%90%E3%83%BB%E9%9B%A2%E5%A9%9A%E3%83%BBDV%E3%83%BB%E9%9D%9E%E8%A1%8C%E2%80%A6%E3%82%92%E6%95%91%E3%81%86%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%83%95%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88-%E6%B8%A5%E7%BE%8E%E9%9B%85%E5%AD%90/dp/487502455X?SubscriptionId=AKIAINRL55PZQG7MCP4A&tag=wan03-22&linkCode=xm2&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=487502455X


 

高齢社会  Ｊ 

 

大切な人に最期にしてあげられること 

NPO 法人ホスピスケア研究会  Ｊ490..1 

もしもあなたの家族や恋人、友人が余命幾許もないとわかったら？ 本人への告

知、在宅ケアやホスピスのこと、本人の心との向き合い方、最期の時をどう迎える

か……、不安や疑問に答える一冊。 

 
 

ひとりで死ぬのだって大丈夫 

奥野 滋子     朝日新聞出版  J490.1 

2500人の終末期に寄り添った緩和ケア医が、「たった一人でも大丈夫」といえる

最後の日々のあり方を具体的な事例とともに提案する。病気と心を診る医師による

痛みへの対処法、家族が陥りやすい勘違いによる患者の苦しみ、死にゆく人のため

のケア……。 

 
 

緩和ケアの本質と実践 

 ガイアブックス   J490.1 

緩和ケアの概要から、心や痛みに寄り添うケア、倫理・モラル・権利を守るケアま

で幅広く網羅した専門書。全人的なケアがわかる。 

1 基 礎 

2 緩和ケアの総論 

3 状況に即した緩和ケア 

4 緩和ケアにおけるモラル、倫理、法 

 
 

「若作りうつ」社会 

能代 享    講談社    J367.5 

年の取り方がわからない！ ――どこもかしこも若さ志向、加齢の手本となるべき

年長者も見つからない社会で、我々はどのように年を重ねていくべきか。いま出版

界で熱い注目を集めるオタク出身の精神科医が、「成熟消失」の時代を読み解く。 

 
 

いきいき９６歳！ 

吉沢 久子   飯塚 照江    J367.5 

姑と夫を見送り、仕事も家事も明るくこなす９６歳。老いても食を大切に、好奇心

を失わず、幸せには敏感に、ダメと思わず楽しんで…。健康で快適な暮らしの知恵

が満載。 

 
 

統合失調症の母と生きて 

ローラ・フリン   佐々木 千恵（訳）    J398 

私が小学生のころ、母は父のことを「悪魔の手先」と言いはじめた――。 

 本書は、統合失調症患者の母親に育てられた著者が、幼少期からの家族の闘いの

日々を綴った回想録である。 

  

 

 



 

文学・ノンフィクション Ｌ 

 

曲がり角のその先に 

           村岡 花子   河出書房新社   L903 

ＮＨＫ連続テレビ小説「花子とアン」の主人公・村岡花子。花子のエッセイ集第２

弾 佐佐木信綱門下で学んだ美しい文章と東洋英和仕込みのエスプリに富む貴重

な作品満載 

 

腹心の友たちへ 

           村岡 花子   河出書房新社  L903 

2014年の連続テレビ小説の主人公、村岡花子が、全国の「腹心の友」に贈る、珠

玉のエッセイ集。「赤毛のアン」翻訳者の、波乱万丈の日々の裏にあった心の軌跡

をたどる 奇跡の１冊。 

 

宇野 千代 

             尾形 明子   新典社    L904 

多彩な才能と恋愛遍歴で知られる宇野千代の作家としての姿に向き合い、文学を文

学そのものとして浮かびあがらせる新たな評伝。 

 

世界でいちばん貧しい大統領のスピーチ 

くさば よしみ  中川 学     L999 

2012年、ブラジルのリオデジャネイロで開かれた国際会議。南米のウルグアイの

ムヒカ大統領はのちに世界の人々から絶賛されるスピーチをのこします。この絵本

はその全容を紹介するものです 

 

どーしたどーした 

天童 荒太  荒井 良二（絵）  L999 

ゼンは元気のいい小学三年生の男の子。気になったら誰にでも「どーした」と声を

かける。ある朝、ゼンは青黒い顔をした、同じ学年の少年ミツに出会うが・・・。 

名コンビが贈る現代へのメッセージ絵本。 

 

やくそく 

ニコラ・ディビズ     BL出版   L999 

わたしは、スリだった。じぶんと同じようにまずしい人たちから物をぬすんで、生

きていた。ある晩、くらい通りで、ひとりのおばあさんに出会った。カバンをひっ

たくろうとすると、おばあさんが言った。「おまえさんにやるよ。これを植えるっ

てやくそくするんならね」あのとき、おばあさんとかわした「やくそく」。その意

味に気づいたとき、少女は、それをまもるためにうごきはじめた 

 

これはのみのぴこ 

谷川 俊太郎  和田 誠（絵）   L999 

おはなしというより、説明文のようになっている、見事なことば遊び絵本。 

 谷川俊太郎さんの文と和田誠さんの絵と書き文字のコンビネーションが最高。こ

れ以上のものはない、傑作です。 



 

ふたりは世界一 

アンドレス・バルバ     偕成社  L999 

小さな男の子フワニートと大きな女の子ベロニカは、新記録をつくることが大好

き。そんなふたりの前にあらわれたのは、かずかずの世界記録をもつ謎の男。かれ

は世界一にとりつかれ、そのこと以外は考えられなくなるのろいをかけられていま

した。のろいをとくため、ふたりは世界一の新記録をつくる旅にでます。スペイン

からやってきた、ゆかいでハッピーな物語。 

 
 

きょうはなんのひ？ 

瀬田 貞二  林 明子（絵）    L999 

まみこがおかあさんに仕掛けた手紙探し遊び。 

おかあさんは次々に手紙を見つけ、さらに会社にいるお父さんのポケットにも手紙

が入っています。 

お父さんとお母さんの結婚記念日。この手紙遊びには素敵な結末が待っています 

 

だじゃれはだれじゃ 

まど みちお ・阪田     小峰書店   L999 

まどさんがつくり、さかたさんがこたえる…現代を代表する童謡詩人まど･みちお

と阪田寛夫による各 12編の書き下ろし。２人の達人によることばあそびの世界を 

 

 

おかえし 

村山 桂子    福音館書店     L999 

タヌキの家の隣に引越してきたキツネは、いちごを持ってあいさつにいきました。

するとタヌキはおかえしに……。キツネとタヌキのおかえし合戦はどんどんエスカ

レートしていきます。 

 

 

えをかくかくかく 

エリック・カール   アーサー・ビナード（訳）   L999 

みんな、青いうま、って、どう思う？ 

じゃあ、黄色いうしは？ 水玉もようのろばは？ 

へんっていう声が聞こえてきそうだけど、この絵本は「まちがった色？ 絵をかく

ときに、そんなものはないんだよ」と子どもたちに伝えようと、エリック・カール

（『はらぺこあおむし』の作者）がつくった本なんです。 

 

こぞうのズズそらのさんぽ 

垣内 磯子  ふくだとしあき・あきこ（絵）  L999 

誰でも一度は見たことがあるのではないでしょうか、「空を飛ぶ夢」。 

その時にはどんな風に飛んだのでしょう。羽がはえてきた？風船みたいに浮かん

だ？それとも好きなスピードで飛べた？ 

このお話では、なんと体の大きなぞうさんがふわりと浮かんでしまうのです。 

ぞうさんでも飛んでみたいって思うことあるのかな？ 

とっても不思議で、とっても気持ちのいい絵本が届きましたよ。 



 

モジャキのくすり 

平田 明子  ほるぷ出版   L999 

鼻くそを食べるのが好きなゴリラのモジャキ。ある日、こっそり何かを食べている

とふくろうに見つかって、鼻くそのことを頭のよくなるクスリと嘘をついてしまい

ます。クスリの話は森じゅうに広まって、大人気に、でも、作者の実体験から生ま

れた絵本 

 

おやすみおやすみ 

シャーロット・ゾロトウ       岩波書店    L999 

サカナは水草のあいだで、目をぱっちり、口をぱっくりあけてねむります。クマや

ウマ、ハトやカメ、バッタやクモ、イヌやネコ、そして子どもたち。いろいろな動

物のねむるようすを、ゾロトウのやさしい詩と洗練されたデザインの絵で、しずか

に語りかけます。安らかなねむりへと誘う、おやすみまえにぴったりの 1冊です。 

 

どうぶつたちはしっている 

マーガレット・ワイズ・ブラウン   文遊社    L999 

「どうぶつたちは みました！」アシカもシカもオンドリも……子ネコや子ザルは、

おかあさんのそばで。さて、みんなが見たものは……? 

写真家のイーラが捉えた動物たちのユーモラスで表情豊かな写真。 

イマジネーションが広がるマーガレット・ワイズ・ブラウンのストーリー。 

 

つかまえた 

鈴木 まもる     講談社    L999 

ねこがとかげをつかまえて、そのねこをぼくがつかまえて……。よみきかせで必ず

盛り上がる、つかまえてつかまえられる楽しい絵本。 

 

あっ、ひっかかった 

オリヴァ―・ジェファーズ      徳間書店   L999 

フロイドのたこが木にひっかかった。どうしてもはずれないから、フロイドはくつ

をかたほう投げて、たこをおとそうとした。でも、くつもひっかかった。そこでフ

ロイドは、もういっぽうのくつ、ねこ、はしご、ぺんきのはいったバケツ…いろい

ろなものを投げたけど、どれも木にひっかかった。アヒル、自転車、げんかんのド

ア、しょうぼうじどうしゃ、おとなりのいえ……つぎになにがひっかかるのか楽し

みになる、読み聞かせにもぴったりの、ユーモア絵本。 

 

いそがしいっていわないで 

カール・ノラック       ほるぷ出版   L999 

今日は、おひっこしの日。あたらしい家で、ロラはなんだかおちつきません。パパ

とママにだっこしてもらいたいのに、「いそがしいからね」とかまってくれません…

…。かわいいハムスターの絵本。 

 

デコボコえほんあかあおきいろ 

グザビェ・ドゥヌ        小学館   L999 

各ページに形がデコボコ飛び出ていて、幼児がさわって感じながら絵本を楽しめま

す。「色」がテーマのこの絵本は、「リンゴの赤」、「太陽のオレンジ色」、「葉っぱの

緑」など、あかちゃんが最初に出会う基本的な色が登場します。繰り返し楽しめて、

シンプルなすてきな絵本です。 

http://www.ehonnavi.net/ehon00.asp?no=100128


越前市の作家による絵本 

雨とかたつむり 

 

みかん（文・絵）    文芸社   L999 

 
雪とかたつむり――おじいちゃんと子供が公園をさったあと、そ
こには秋が来て、やがて冬の季節がやってきました。梅雨の時期
に死んでしまって、そのままになっているかたつむりのところに
も、ある日雪がやさしく降り注ぎます。「やっと迎えにきました
よ」――季節は移ろい、命はめぐりあう。自然の理のなかの、あ
なたの知らないエピソードを描いた一冊です。 

 

 

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。 

   

 

 

DVD 

－ セクハラを生まない職場コミュニケーション対策」 

 第1巻 コミュニケーションに潜むセクハラの危険 

～意識のギャップと日頃の言動～ 
定義から学べる基本的な教材。“グレー”な事例のミニドラマと
解説で展開します。 
・セクハラの定義 
・対価型セクハラと環境型セクハラ 
・服装を褒める上司 
・年齢差別発言とその意図 
・上司からの休日の電話 
・軽い気持ちからの誘いのメール 
・ＮＯが通じない男 
・男性部下へのからかい 
・露出の多い服装と職場のルール 
・お菓子を配るのは誰の役目？ 
・酒の席の“冗談”はどこまでＯＫ？     DVD（約25分） 

－パワーハラスメントを考える 

 第 2巻 パワハラにならない叱り方 

３つのケースから部下にどう対応すればいいのか、パワハラにならな

い叱り方、指導法を解説する管理職向け教材。 

（管理職向け）・事例 1「報告しない部下」 

・事例 2「協調性のない部下」 

・事例 3「ケアレスミスをくり返す部下」 

DVD（約27分） 



■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。 

 


