
『小説 土佐堀川 女性実業家・広岡浅子の生涯』
古川　智映子/著

近代日本の夜明け。未だ女性が社会の表舞台に躍り出る気配もない商都大坂に、溌刺たる女性がいた。

常に全力、七転八起を超える九転十起のがんばりで、大坂の豪商加島屋を切り盛りし、命の重さに想いを馳せて

大同生命を興す。女性教育にも心血を注ぎ、日本女子大学の創立にも関わった、さっそうたる女性の一代記。 

NHK朝の連続テレビ小説「あさが来た」の原作本です。

『超訳　広岡浅子自伝』
広岡　浅子/著

本書に収録しているのは、広岡浅子が書き残した自伝、複数の雑誌に寄稿した文章、そして日本女子大学関係者

に対して語った講演録です。いずれも浅子の素顔がわかる貴重な文章ばかりです。

貴重な文章に、読みやすくなるように現代語訳を行いました。

現代にも通じる広岡浅子の優れた主張に、心動かされること請け合いです。

『羊と鋼の森』
宮下　奈都/著

ゆるされている。世界と調和している。それがどんなに素晴らしいことか。言葉で伝えきれないなら、音で表せ

るようになればいい。ピアノの調律に魅せられた一人の青年。彼が調律師として、人として成長する姿を温かく

静謐な筆致で綴った、祝福に満ちた長編小説。 

著者は福井県出身で、本作は１５４回直木賞候補、２０１６年本屋大賞ノミネートなどとなった話題の作品。

『つまをめとらば』
青山　文平/著

女が映し出す男の無様、そして、真価――。太平の世に行き場を失い、人生に惑う武家の男たち。

身ひとつで生きる女ならば、答えを知っていようか――。時代小説の新旗手が贈る傑作武家小説集。

「ひともうらやむ」「つゆかせぎ」「乳付」「ひと夏」「逢対」「つまをめとらば」

男の心に巣食う弱さを包み込む、滋味あふれる物語、六篇を収録。１５４回直木賞受賞作！

『人形の眠る家』
東野　圭吾/著

娘の小学校受験が終わったら離婚する。そう約束した仮面夫婦の二人。彼等に悲報が届いたのは、面接試験の予

行演習の直前だった。娘がプールで溺れた―。病院に駆けつけた二人を待っていたのは残酷な現実。

そして医師からは、思いもよらない選択を迫られる。過酷な運命に苦悩する母親。その愛と狂気は成就するのか-

東野圭吾作家デビュー30周年記念作品。愛する人を持つ全ての人へ。感涙の東野ミステリ。

『異類婚姻譚』
木谷　有希子/著

子供もなく職にも就かず、安楽な結婚生活を送る専業主婦の私は、ある日、自分の顔が夫の顔とそっくりになっ

ていることに気付く。「俺は家では何も考えたくない男だ。」と宣言する夫は大量の揚げものづくりに熱中し、

いつの間にか夫婦の輪郭が混じりあって…。「夫婦」という形式への違和を軽妙洒脱に描いた表題作ほか、自由

奔放な想像力で日常を異化する、三島賞&大江賞作家の2年半ぶり最新刊。１５４回!芥川賞受賞作！

土曜・日曜も開館しています　/　企業研修むけにDVDも貸出しています

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
発刊しています。子供向けの絵本や今、話題の本やＤＶＤなどもありますので、ぜひお立ち寄りください。
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。

越前市男女共同参画センター あんだんて 

NO.19 
2016.3.10 図書リーフレット 

http://www.amazon.co.jp/%E8%B6%85%E8%A8%B3-%E5%BA%83%E5%B2%A1%E6%B5%85%E5%AD%90%E8%87%AA%E4%BC%9D-%E5%BA%83%E5%B2%A1%E6%B5%85%E5%AD%90/dp/4046013877/ref=pd_sim_14_1/378-5655278-9230930?ie=UTF8&dpID=51bgF1i5lfL&dpSrc=sims&preST=_AC_UL160_SR118%2C160_&refRID=125KYD0MGRJ6KVSSPE5F


『坂の途中の家』
角田　光代/著

刑事裁判の補充裁判員になった里沙子は、子どもを殺した母親をめぐる証言にふれるうち、いつしか彼女の境遇

にみずからを重ねていくのだった―。社会を震撼させた乳幼児の虐待死事件と“家族”であることの心と闇に迫

る心理サスペンス。感情移入度100パーセントの社会派エンターテインメント! 

2007年『八日目の蝉』、2012年『紙の月』、そして2016年――著者の新たな代表作が誕生する! 


『野球の国のアリス』
北村　薫/著

野球が大好きな少女アリス。彼女は、ただ野球を見て応援するだけではなく、少年野球チーム「ジャガーズ」の

頼れるピッチャー、つまりエースだった。桜の花が満開となったある日のこと。半年前、野球の物語を書くため

に「ジャガーズ」を取材しに来た小説家が、アリスに偶然再会する。アリスは小学校卒業と同時に野球をやめて

しまったようだ。しかしアリスは、顔を輝かせながら、不思議な話を語りはじめた。

『幸せはあなたの心が決める』

思い通りにならない人生をどのように受け止め、置かれた条件の中で、自分なりの花を咲かせようとするかしな

いかは、人間に与えられた自由であり、その受けとめ方にそれぞれの個性が現れる、と語る著者は、ノートルダ

ム清心女子大学(岡山)で88歳のいまも「人格論」の講義を持つシスターです。こだわりや悲しみから心を自由に

して強く生き抜く人生のヒントを、身近な具体例と深い人生経験から導かれたメッセージで分かり易く伝えます。

『新しい道徳～「いいことをすると気持ちいい」のはなぜか～』
北野　武/著

二〇一八年、道徳を教科化? だけど、その前に……、『日本人にとって、「道徳」とは何か?』この問いに答え

られる、親や教師はいるのだろうか。まず最初に大人たちが、真面目に考えた方がいい。稀代の天才が現代の核

心をえぐる。未だ嘗てない道徳論!自分なりの道徳とはつまり、自分がどう生きるかという原則だ。今の大人たち

の性根が据わっていないのは、道徳を人まかせにしているからだ。

『続　あまから人生相談』
マツコ・デラックス

奇想天外な55のお悩みにマツコが真摯にアドバイス！読めばマツコと人生について語り合ったような気持ちにな

れる、口語体の文章も魅力です。結婚、離婚、子育て、女友達とのいざこざ、職場の先輩、家族関係、介護、不

倫、子供の問題などなど人生に付随するお悩みに目からウロコの解決策をお届けします。マツコ・デラックスが

読者のお悩みをぶった斬る！時に笑えて時にしんみり。マツコの切り返しが光る魅惑の一冊。

『女は後半からがおもしろい』
坂東真理子・上野千鶴子/著

中央省庁の元キャリア官僚で、『女性の品格』が大ブームとなった坂東眞理子氏。フェミニズム研究の第一人者

であり、『おひとりさまの老後』で日本社会に「おひとりさま」という言葉を根付かせた上野千鶴子氏。

ベストセラー著者二人の刺激的な対談が実現!仕事、結婚、老後のことなど、二人の生き様から女性が豊かに生き

るコツが見えてくる。文庫化にあたり3・11後の日本を考えるボーナス対談も収録。

『夫婦のルール』 三浦朱門・曽野綾子/著

夫、88歳。妻、82歳。いま最も活躍する作家夫婦が、60年間の結婚生活をもとに明かす夫婦関係、そして人生

の極意とは?「僕は嘘つきです」から始まった結婚生活、作家として執筆と子育てに追われた30代、世界を飛び

回りながら3人の親を介護し看取った40～50代、様々な危機を越えていま人生の第三幕を迎えた夫婦が、ともに

歩んだ歳月を振り返り、本音で語り合う夫婦関係の極意。人生の智慧にあふれた待望の対話集!

『すごい家事』
松橋　周太郎/著

日本テレビ系列「あのニュースで得する人損する人」で話題!数々の家事の悩みを解決してきた“家事えもん"の

「掃除」「洗濯」「料理」のノウハウが1冊に!

アイテムに頼った人から笑顔になれる!驚異の主夫力・家事えもんが教える、掃除・洗濯・料理術。最前線“家事

アイテム”で、あなた以上に、キレイをつくる。問い合わせ殺到!大人気「かけ算レシピ」も総まとめ!

渡辺　和子/著
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『つくおき～週末まとめて作り置きレシピ～』
nozomi/著

週末に1週間分のおかずをまとめて作り置き。それだけで、平日がびっくりするほど楽になる。忙しい職につき

ながら、ほぼ毎日の自炊とお弁当生活をこなす著者、nozomiさんの簡単&おいしいレシピで話題のレシピブロ

グ「つくおき」が、ついに書籍化。特別な道具は全く使わず、ふたくちコンロ、大小のなべとフラフライパン、

ときどきレンジとオーブンだけ。まとめ作りはもちろん、1品ずつのおかずレシピとしてもとっても有能な1冊。

『考えない台所』
高木　ゑみ/著

予約の取れない料理教室の先生が教える人生を変える台所段取り術。“1日１時間、自由な時間を生みだす”

憂うつな台所しごとが劇的にラクになるプロの技！献立決め、買い物、準備、調理、片付け、掃除…気が付くと

一日ずっと料理のこと考えていませんか？台所しごとが劇的にラクになる目からウロコのプロの技の数々を紹介。

子育てに忙しいママ、共働き家庭など忙しいあなたを助ける１冊！

『腸内フローラ　免疫力アップレシピ』
藤田　紘一郎/著

大腸がん・糖尿病・うつ病・喘息・アトピー性皮膚炎・ダイエット・花粉症…etc.9割の病気は腸内フローラを

整えれば改善する！腸の権威・藤田紘一郎氏大推薦! 腸内環境が整うレシピをたっぷり掲載されています。

腸内フローラのバランスを整えるためには【食物繊維】【オリゴ糖】【発酵食品】をできるだけ毎日の食事に取

り入れることが重要。そこで本書は、バランスのよい腸内フローラをつくるためのレシピを1冊に凝縮しました。

『糖質制限の真実～日本を救う革命的食事法ロカボのすべて～』
山田　悟/著

糖尿病だけじゃない。日本の三大死の背景に血糖異常があった!

欧米人に比べ日本人は糖質に弱い。人間ドックで見落とされる食後高血糖を防ぐには、血糖値を上げる唯一の原

因、糖質(炭水化物・果物・芋・豆等)をコントロールするしかない。そのための新しい食事法がロカボだ。巷に

あふれる根拠に乏しい糖質制限とは違う、最新栄養学に基づく革命的食事法を徹底解説。

『ダメな自分を認めたら、部屋がキレイになりました』
わたなべ　ぽん/著

生まれてこのかた、ホコリだらけの部屋に住み続けてきた著者・わたなべぽん。一念発起して片付けを決心する

ものの、ものが多すぎて部屋がまったくキレイにならない!そして「使ってないのに、持っているだけでなんとな

く安心」なものにあふれている我が家に茫然…。でもそんな自分に向き合いながら、思い切って捨てることを続

けていたら新しい人生が目の前に!?体を張ってお届けする、実録お片付けコミックエッセイです。 

『働きママンのための　ママ　スキルＵＰ術　決定版』

大忙しの働くママを全力で応援! 家事や育児の仕組みを整え、パパの力も引き出そう。

時短できる部分で効率を上げ、子どもとの時間を増やすワザが満載。

働くママとパパに贈る、家族が幸せに近づく1冊。「時間が無い!!」を解決する、使えるテク317連発。

おぐらなおみ・作『働きママン 谷のぞみ』新作漫画も収録!

『新ニッポンの父ちゃん～兼業主夫ですが、なにか？～』
杉山錠士・アベナオミ/著

イクメンブーム加熱前の2008年。仕事をセーブして、兼業主夫として家庭に入ることを選んだジョー君のドタ

バタ奮闘記がコミックエッセイに!いろいろなことがあったけど、2010年のイクメンブームで大逆転! ?

読み終わったとき、夫婦や家族、子供との関係について改めて考えさせられます。専業主夫だからこそわかる、

旦那さんをイクメンにさせるコツも伝授。育児中の夫婦にぜひ読んでほしい１冊。

『ママ友がこわい～子どもが同学年という小さな絶望～』
野原　広子/著

郊外に住むサキは、１人娘ミイとサラリーマンの夫の3人暮らし。ママ友のリエとはなんでも打ち明けられる間

柄だったはずが、あることが理由でハブられることになってしまった…。子育て中のママたちが抱えるそれぞれ

ぞれの事情と、地味にぶつけられ続ける周囲の心なき言葉。それらで心が持たなくなったとき「悪意」は伝染し

小さな世界を浸食していく。子育てママたちが抱える心の闇を描いた、セミフィクションコミックエッセイ。 

働きママン応援団・おぐらなおみ/著



『０歳からみるみる賢くなる５５の心得～脳と心をはぐくむ日本式伝統育児法～』
久保田　カヨ子/著

34万部突破!「カヨ子ばあちゃん」シリーズの【スーパーBEST版】がついに登場!!この20年で3000人の赤ちゃ

んの脳を活性化してきた信頼と実績の「クボタメソッド」はこの1冊でOK!「脳科学おばあちゃん」が、教室で

20年教え続ける、基本の子育て55!脳が賢くなると、心も強くなる! 子育てはできるだけらくしたいが、子ども

には勉強ができて、心の強い子になってほしい。そんなお母さん、お父さんにぴったりな一冊です。

『マンガで読む　育児のお悩み解決ＢＯＯＫ』
フクチ　マミ/著

「生まれたらこうなるって教えといてよ、もー!!」の声にお応えした、痛快お役立ちマンガです。

寝ない・食べない・泣きやまない問題からアレルギーの事まで実例たっぷりで解決!子育てはママだけじゃムリ…

誰に、どう頼ったらいいの?を解決! 寝不足、体形戻し、腱鞘炎…BODYの尽きないお悩みを解決! 

読んで笑って育児ストレスを解消してください。

『育児なし日記 VＳ 育児され日記』
逢坂　みえこ/著

「ひよこクラブ」で大人気の、逢坂みえこ先生の人気コミック『育児なし日記』が単行本になりました！

主人公ハルくんの赤ちゃん目線からのセリフに爆笑したり、この作品を描いている張本人・乳母と呼ばれるかあ

ちゃんの育児風景に思わず「あるある」とうなずいたり、ホロッとさせられたり…

元気と笑いをもらえる1冊。

『まんがでわかる７つの習慣Ｐlus』

世界で3000万部、日本国内で160万部を突破した自己啓発本の金字塔『7つの習慣』が初のまんが化!

亡き父のバーを再開すべく、バーテンダーを目指す主人公・歩が勤め始めたバー・セブン。そこへ訪れる人々の

悩みと気づきが、7つの習慣の要点とリンクし、読み応えのある物語となっています。

自分を変え、人生を変えたいと願うすべての人に。

『人が集まる！行列ができる！講座、イベントの作り方』
　 牟田　静香/著

講座申し込み率3.3倍を誇る「ヒット企画」仕掛け人!!

タイトルひとつで定員オーバー続々!!

ココロに響くタイトル・チラシ、メリットありそう、行ける時間帯、で申し込み殺到!

講演会や講座の企画に役立つ１冊。

『おやすみ、ロジャー　魔法のぐっすり絵本』
カール＝ヨハン・エリーン/著

米英仏スペインなどで続々アマゾン総合ランキング1位の世界的ベストセラーが日本上陸!木下優樹菜さん大推薦! 

自然に眠くなるよう「ここを強調して読み、ここであくびするように」などの細やかな指示が入っています。

従来のいわゆる「おやすみ絵本」とは違ったコンセプトで、理論にもとづきお子さんをリラックスさせます

世界40か国で翻訳が決定するなど、世界的な規模で大ブームになっている絵本です。

『魔女の宅急便』
角野　栄子/著

「ひとり立ち」するためにはじめての街にやってきた十三歳の魔女キキと相棒の黒猫ジジ。彼女が懸命に考えて

自立するために始めた仕事は、ほうきで空を飛んで荷物を届ける宅急便屋さんでした。ミスをしておちこんだり

しながらも元気に生きるキキは、荷物を運びながら大事なことを発見していきます。

『おさるのジョージ　どうぶつえんへいく』
Ｍ．レイ・Ｈ．Ａ．レイ/著

知りたがりやのかわいいこざるのジョージは、仲良しのおじさんと動物園に行きました。
係の人が動物たちにえさをやっています。それを見ていたジョージは…。
ロングセラー「ひとまねこざる」の新シリーズ。

　　子供向け絵本

フランクリン・コーヴィー・ジャパン/監修



『どうぶつもようでかくれんぼ～これなあに？かたぬきえほん～』
いしかわ　こうじ/著

しましま、ドット・・・　ふしぎなもようの中に、何がかくれているのかな？ぺんぎん、きりん、かめれおん？　

楽しさ抜群の人気厚紙絵本シリーズ。「なにかな なにかな?」と問いかけながら親子で一緒に楽しめます。

『のりものいろいろかくれんぼ～これなあに？かたぬきえほん～』
いしかわ　こうじ/著

穴のあいたページをめくると、ピタッ! トラックとうじょう!色々な形のかたぬきページをめくると、隠れていた

乗り物が次々とあらわれます。色と形にとことんこだわったシンプルで芸術性の高い話題の赤ちゃんしかけ絵本。

『だあれだ　だれだ！』

「だあれだ　だれだ？　ねこさんだよ。ねこさん　おさかな　だあいすき。あむ　あむ　あむ。」

“いないないばあ”と、“あむあむ”たべるたのしさを合体した、0歳のあかちゃんのための絵本です。

この絵本であかちゃんと、たくさん遊んでください。きっといつもご機嫌でよろこんでくれます。

『ひきだし（あけて・あけて　えほん）』
新井　洋行/著

ひきだしの中から服たちを呼び出して、掛け合いの言葉を楽しみながら、着替えが完了するまでを、あたたかな

絵でえがいた赤ちゃん絵本。

著者は雑貨や木の積み木などのデザインを数多く手がけるデザイナーでもある。二児の父。

『０さい～４さい　こどもずかん（英語つき）』

どうぶつ、のりもの、むし、からだなど、子どもたちが大好きなジャンル別に、名前や姿を紹介。ページいっぱ

いに、かわいいイラストがずらり並びます。また、英語での呼び方も並記。仲間分けの認識にも役立ちます。

0歳から4歳まで、たっぷり使える図鑑です。

『ぷらす　くらべる図鑑』
小学館の図鑑ＮＥＯ

身近なものから宇宙の果てまで、いろいろなものをくらべて発見する知識。

くらべることで、新たな発見と驚きのトビラが開きます。いちばん大きな動物は?

いちばん速い乗り物は?　などさまざまな疑問に答えます。

『おしりたんてい』
トロル/著

「フーム、においますね」がくちぐせ。レディーにやさしく、スイートポテトが大好きな、めいたんてい登場。

『決定版　２歳からはじめる！よみきかせ絵本　世界の名作』
内田　伸子/監修

はじめて触れる絵本だからこそ、美しい絵と文を！一流の画家と作家による究極の世界の名作がせいぞろい。

世代を超えて、世界中の人々に語り継がれたお話には、子どもの心の成長には欠かせない何かが宿っています。

『アンパンマンとパン工場』
やなせ　たかし/著

ばいきんまんのスプレーで、アンパンマンがあかちゃんになっちゃった！でも、結局自分も赤ちゃんになっちゃう

お話です。アンパンチも無いので、最後暴力で解決反対！派のママでもＯＫなのでは？

『だいすきアンパンマン』
やなせ　たかし/著

アンパンマンは今日も困った人やお腹をすかせている子がいないか、パトロールにでかけます。

砂漠ではストーンマンがひとりぼっちで倒れていました。アンパンマンは自分の顔をちぎってあげて…。

よしだ　じゅんこ/絵 ・ ディブ　テルキ

おしりたんていと いっしょに、お話を読み進めながら、めいろや絵探しをして真実にせまる 謎解き絵本です。

きむらゆういち/作・せべまさゆき/絵



『ばいきんまんとピカルンルン』
やなせ　たかし/著

あるひ、ばいきんじょうではアンパンマンを倒す秘密兵器、かびるんるんのはいったくすだまを完成させました。

ところがスイッチを入れると割れずに転がって不思議の泉におっこちて…。ちいさい子供がやぶけない厚紙絵本。

『アンパンマンをさがせ！ＢＬＵＥ』
やなせ　たかし/著

アンパンマンといっしょに、なかまたちやいろいろなものをさがそう。

そのページにかいてあるさがしものをぜんぶみつけたら、こたえのページをみてみよう。

『アンパンマンをさがせ！ＲＥＤ』
やなせ　たかし/著

今までよりレベルアップして登場！キャラクターいっぱいの探し物ページやまちがい探しもあり、繰り返し楽しめ

るえほんです。キャラクターがいっぱいの探しものや、まちがいさがしもあるよ。

『ファインティング・ニモ』
斎藤　妙子/著

魚のマーリンは1人息子のニモを溺愛。ある日、ニモは人間の船に近づいて捕まってしまう。

マーリンは仲間のドリーとニモを取り戻す旅に出るのだが……。

『リトル・マーメイド』
森はるな・斎藤妙子/著

主人公・アリエルは人間の世界に憧れる人魚のプリンセス。ある日、嵐でエリック王子が乗った船が難破し、アリ

エルは彼を助けます。彼に恋をしたアリエルは、彼女が持つ美しい声と引き換えに、三日間だけ人間の姿に変えら

れるという約束を魔女アースラと交わすのですが……？

『プーさんとはちみつ』
森　はるな/著

100エーカーの森に住むぬいぐるみのくまのプーさんとなかまたちの楽しいお話し。

プーさんのキャラクターがおかしくて思わず笑顔がこぼれます。

『ミッキー・ドナルド・グーフィーの三銃士』
斎藤　妙子/著

ディズニーの人気キャラクターが競演する冒険の物語。読み聞かせから１人読みの入門編まで幅広く使える１冊。

愛すべきキャラクターたちと、シンプルで心に残るストーリーは、はじめてお話にふれるお子さんにぴったり。

　　 　・　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

※　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。
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