
『女性活躍の推進―資生堂が実践するダイバーシティ経営と働き片改革』
山極　清子/著

本書は、資生堂が1987年から始めた女性管理職登用への取り組みについて、「胎動期」「基礎固め期」「発展期」

を経て「成熟期」に至る、2016年3月までのプロセス・イノベーションの軌跡を具体的に述べている。資生堂の

ダイバーシティ経営に向けた意識・行動改革と女性の活躍推進を実践してきた著者だからこそ、「どのようにした

ら阻害要因を取り除き女性管理職登用を実現できるのか」「いかなる行動計画を策定し、実践するのか」「組織成

果をあげる推進体制とは」などの課題に答えることができる。

『私たちが仕事をやめてはいけない５７の理由』
川崎　貴子/著

働く女性には、あらゆる種類の問題が山積。本書は、これらすべてを一つのテーブルにのせ、同じ視点からロジカ

ルに解決してくれる、女性のためのまったく新しいキャリア本です。

1万人以上の働く女性を見つめ続けてきた著者による「華麗な処世術」を身につければ、仕事はもっと自由で、

もっと楽しくて、もっと評価につながるものへと鮮やかに変わります!

『働く女子の運命』
濱口　桂一郎/著

女性の「活用」は叫ばれて久しいのに、日本の女性はなぜ「活躍」できないのか?

ジョブ(職務)=スキル(技能)に対して賃金を払う〈ジョブ型社会〉の欧米諸国と違い、日本社会では「社員」という

名のメンバーを「入社」させ、定年退職までの長期間、どんな異動にも耐え、遠方への転勤も喜んで受ける「能力」

と、企業へ忠誠を尽くす「態度」の積み重ねが査定基準になりがちだ。このような〈メンバーシップ型社会〉のも

とでは、仕事がいくら出来ようとも、育児や出産の「リスク」を抱える女性は重要な業務から遠ざけられてきた。

なぜそんな雇用―その答えは日本型雇用の歴史にある。当時の企業側、働く女子たち双方の肉声を多数紹介。

『ハラ・ハラ社員』
野崎　大輔/著

「パワハラ」「セクハラ」「モラハラ」「マタハラ」「オワハラ」……。どんどん増えていくハラスメント。

なんでもかんでも「ハラスメントだ!」と騒ぐ社員、それを恐れて部下を叱れない上司、そしてコンプライアンス

の名の下に、過剰反応する人事部。これ以上、職場を窮屈にするのはやめにしないか?

経験豊富な社労士が、病める会社を救うため、本音で警告する。

『不自由な男たち～その生きづらさはどこから来るのか～』
小島 慶子・田中 俊之/著

男は不自由だ。 子どもの頃から何かを成し遂げるべく競争するように 育てられ、働くのが当たり前のように求め

られてきた。 では、定年を迎えたら解放されるのか。否、「年収一千 万の俺」「部長の俺」ではなくなったとき

「俺って何だ ったんだろう」と突然、喪失感と虚無感に襲われ、趣味の 世界ですら、やおら競争を始めてしまう

のだ。 本書は、タレント・エッセイストとして活躍する小島 慶子と、男性学の専門家・田中俊之が、さまざまな

テー マで男の生きづらさについて議論する。 男が変わることで、女も変わる。男女はコインの裏表なのだ。

『結婚と家族のこれから～共働き社会の限界～』
筒井　淳也/著

現在の私たちは、「男性は仕事、女性は家庭」という近代以降に形作られた性別分業体制を脱し、「共働き社会」

に移行しつつある。しかし、この共働き社会では、結婚しない(できない)人の増加、子どもを作る人の減少といっ

た、「家族からの撤退」をも生じさせた。結婚と家族はこれからどうなっていくのか―。本書では、男性中心の家

制度、近代化と家の衰退、ジェンダー家族―男女ペアの家族―の誕生など、「家」の成立過程と歩みを振り返りな

がら、経済、雇用、家事・育児、人口の高齢化、世帯所得格差といった現代の諸問題を社会学の視点で分析し、

“結婚と家族のみらいのかたち”について考察する。

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。（月曜・第３日曜・祝日・年末年始は休館）

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。DVDも貸出しています。

越前市男女共同参画センター あんだんて
NO.20

2016.10.20 図書リーフレット ５冊まで貸し出しＯＫ！



『仕事、子育て、そして家事。働くお母さんの楽しみ方』
西郷　美穂子/著

大人気トップブロガーの仕事、子育て、家事etc.のコツを大公開。子ども3人を育てながら"働くお母さん"の時間

の使い方、料理、資格取得法、お付き合いに関してなど暮らしのヒントが満載。

『スナックさいばら　おんなのけものみち　ガチ激闘編』
鈴木義也/著

嫁姑問題、家計の算段、終わりの見えない介護に離婚の決断…容赦ない現実に立ち向かうための、アンチ正論の

生きるヒント。女の現場は問題山積だけど、辛いときこそ笑い飛ばそう! 憎しみを笑いに変える魔法の一冊。

『老いも病も受け入れよう』

脊椎圧迫骨折で入院中にガンが見つかり摘出手術、半年間寝込んでもすっかり元気に復活された寂聴さんの力の

源はどこにあるのか?泣くほどの痛みに苦しんだ闘病生活、リハビリと日常生活、毎日の食事など、94歳でなお

なお書き続けられる、若さと長寿の秘訣を初めて綴ります。老いも病も前向きに乗り切る力が湧いてくる一冊。

『九十歳。何がめでたい』
佐藤　愛子/著

自ら災難に突進する性癖ゆえの艱難辛苦を乗り越え92年間生きて来た佐藤さんだからからこそ書ける緩急織り交

ぜた文章は、人生をたくましく生きるための箴言も詰まっていて、大笑いした後に深い余韻が残ります。

ぜひ日本最高峰の名エッセイをご堪能ください。

『玄冬の門』
五木　寛之/著

元気に老いるレッスン!青春、朱夏、白秋に続く人生の4番目の時期を、自由で最良のステージにする生き方―や

がて老いる準備、老いてからの覚悟。孤独の楽しみを満喫し、元気に老いるレッスン! 

『夫婦という病：夫を愛せない妻たち』
岡田　尊司/著

長年「家族」を見つめてきた精神科医が最前線の治療現場から贈る、結婚を人生の墓場にしないための傷んだ愛の

処方箋。初期の方も、末期の方も、きっとあなたにもあてはまる21のケースと有効な対処法。

この本は、あなたにふさわしい愛の形、つまり、あなたにふさわしい生き方を気づかせてくれる、救済の書です。

『苦手な人が気にならなくなる本』
山崎　洋実/著

この本では、誰もが一度は感じたことのある職場での人間関係の悩みを、口コミだけで5万人を集めた実績を持つ

カリスマコミュニケーションコーチが一挙に解決します。信会社、金融機関、百貨店ほか大手企業セミナーで注目

のメソッド。他人との付き合い方で悩むなんてもったいない!人間関係の悩みを解決するメソッドが満載! 

『貯められる人は　超シンプル』
横山　光昭/著

本書では、対処療法ではない、根本的なノウハウを紹介していきます。また、「お金を貯める」というのは、単に

単に手法や貯金額にだけを目を向けるのではなく、その過程で人生や生き方が変わっていくことです。

モノ、生活、お金の順に整えると「一生ものの貯金体質」に変わる!90日後、お金が自然とついてくる!

『夢をかなえるゾウ　３』
水野　啓也/著

今回の主人公は夢に恋するOLさん。女性が抱く、仕事や恋の悩みにも容赦ないガネーシャ流成功法が冴えわたる! 

言うとくけど、今回の教えはめっちゃスパイシーやで!

『コンビニ人間』
村田　紗耶香/著

36歳未婚女性、古倉恵子。大学卒業後も就職せず、コンビニのバイトは18年目。これまで彼氏なし。日々食べる

るのはコンビニ食、夢の中でもコンビニのレジを打ち、清潔なコンビニの風景と「いらっしゃいませ!」の掛け声が

毎日の安らかな眠りをもたらしてくれる。ある日、婚活目的の新入り男性、白羽がやってきて、そんなコンビニ的

生き方は恥ずかしいと突きつけられるが…。「普通」とは何か?現代の実存を軽やかに問う衝撃作。芥川賞受賞。

瀬戸内　寂聴/著



『ポイズンドーター・ホーリーマザー』
湊　かなえ/著

湊かなえ原点回帰! 人の心の裏の裏まで描き出す極上のイヤミス6編!!私はあなたの奴隷じゃない! 母と娘。姉と妹。

男と女--。ままならない関係、鮮やかな反転、そしてまさかの結末。あなたのまわりにもきっといる、愛しい愚か

者たちが織りなすミステリー。さまざまに感情を揺さぶられる圧巻の傑作集!!

『鴨川食堂　おかわり』
柏井　壽/著

忘れられない、でも二度と味わうことのできない一皿。京都・東本願寺近くにひっそりと佇む食堂では、そんな

記憶の中の味を再現するという。元警察官で料理人の鴨川流、娘のこいし、トラ猫のひるねのもてなしは、人生

に迷える人々の背中をやさしく押し出す。心もお腹も温まる、美味しいミステリー、第二弾! 

『月の砂漠をさばさばと』
北村　薫/著

9歳のさきちゃんと作家のお母さんは二人暮し。毎日を、とても大事に、楽しく積み重ねています。お母さんはふ

と思います。いつか大きくなった時、今日のことを思い出すかな。どんな時もあなたの味方、といってくれる眼差

しに見守られてすごす幸福。かつて自分が通った道をすこやかに歩いてくる娘と、共に生きる喜び、切なさ。

『後妻業の女』
黒川　博行/著

説が現実を凌駕した、あの話題作が文庫化&映画化!

結婚相談所の男と、結婚した老齢の相手と死別を繰り返す女につきまとう黒い疑惑。世間を驚愕させた恐るべき

後妻業を描く超問題作!

『ロスト・チャイルド』
桂　美人/著

東京都監察医務院が突然、武装グループに襲撃された。人質となった女性助教授・神ヒカルは、遺伝子医療を巡る

謀略戦に巻き込まれていく・・・。生命の根源を描いたエンタメ小説、ここに誕生!!

横溝正史ミステリ大賞受賞作。作者は1973年福井県生まれ。

『流』
東山　彰良/著

1975年、偉大なる総統の死の直後、愛すべき祖父は何者かに殺された。17歳。無軌道に生きるわたしには、ま

だその意味はわからなかった。大陸から台湾、そして日本へ。歴史に刻まれた、一家の流浪と決断の軌跡。台湾

生まれ、日本育ち。超弩級の才能が、はじめて己の血を解き放つ!友情と初恋。流浪と決断。圧倒的物語。

選考委員満場一致の第153回直木賞受賞作。

『ワンダー　Wonder』
R・J・パラシオ/著

オーガストはふつうの男の子。ただし、顔以外は。生まれつき顔に障害があるオーガストは、10歳ではじめて学

校に通うことになった。生徒たちはオーガストを見て悲鳴をあげ、じろじろながめ、やがて……。

全世界で300万部売れた、感動のベストセラー

『心を整えればシンプルに生きられる』
リチャード・デービットソン/シャロン・ベグリー/著

今、世界各地で一大ブームの心のエクササイズ、「マインドフルネス瞑想」がわかる本!

毎日をいかにストレスなく、シンプルに生きるか。「今、ここ」に目を向け、その瞬間の「あるがまま」を感じる

る。それが、心身ともにしなやかな、前向きの強さにつながります。

『本当は医者として教えたくないズルい健康法』
平松　類・おかのきんや/著

ラーメンのスープを全部飲んでも健康でいられる方法があるの!?わがままな要望に、医師がちゃんと答えます。

抜け道みたいなズルい方法や、もっとゆるく考えてもいいことがあるんです。そんな健康法を教えてくれます。

昔と今とで違う健康常識なども収録しました。そのわがまま、あきらめないでいいかもしれません。

『自分でできる！腹膜リリースパーフェクトガイド』
竹井　仁/著

カラダのあらゆる痛み・こりを根治!美容にも!「ためしてガッテン」「世界一受けたい授業」などTVでも大人気の

スーパードクターが自宅でできる筋膜リリース法をついに全公開!あなたのカラダが、驚くほどよみがえります!

科学的根拠の高い内容で構成されていますので、安心して取り組んでいただけます。



『クロワッサン特別編集　時短だから続く、健康レシピ』
　 クロワッサン/編集

渡辺有子さん、ウー・ウェンさん、寺田真二郎さんなどクロワッサンでお馴染みの料理研究家による、「時短調

理法」のあれこれを189品の料理と共にご紹介しています。マンネリになりがちな毎日のごはん作りに役立つ知

恵も満載です。簡単においしく料理ができれば、みんなが笑顔になること間違いなしです。 

『奥園壽子の超かんたん〔極うま〕減塩レッスン』
奥園壽子・伊藤貞嘉/著

これが減塩料理？と思うようなレシピばかり。煮物、炒め物、揚げ物、汁物、麺類……奥薗流減塩ワザで定番料

理もおいしく食べられる！

『笠原将弘の３０分で和定食』
笠原　将弘/著

予約の取れない人気の和食店、恵比寿「賛否両論」笠原将弘氏による、簡単しっかりな和の定食メニュー。

「ただいま」から30分で、一汁二菜のヘルシーな食卓が完成します!

『syunkonカフェごはん　レンジで絶品レシピ』
山本　ゆり/著

料理コラムニスト 山本ゆりさんの人気ブログ料理本シリーズに“電子レンジだけで出来る"簡単レシピを詰め込ん

だ本が登場!今回も身近な食材を使った、誰にでも作れる簡単&実用的なレシピが満載。手間がかかってそうに見え

るけれど、火を使わずに電子レンジだけで、ここまで出来る、という料理がてんこ盛り! 永久保存版の一冊です。

『珍獣ママの絶品ズボラごはん』
後藤　麻衣子/著

テレビや料理誌でも大人気! 人気ブロガー・珍獣ママのレシピ本です。手間ひまかけずにおいしくできる3ステ

ップのおかずなど計118レシピ紹介します。しっかりおいしいボリューム満点のおかずは毎日のごはん作りに
大活躍! 絶品つまみ、手間なしおやつなどもりだくさんの内容でお届けします。 

『写真でわかる！家事の手間を９割減らせる部屋づくり』
本間　朝子/著

部屋に「流れ」をつくると、勝手に家事が片づいていく!「やらなくちゃ」に縛られない豊かな暮らし方。

今日からすぐマネできる!毎日に「時間」と「余裕」を生むアイデアを大公開!

日を丁寧に暮らすための「仕組み」のつくり方を写真・図解・そしてワークブックを通して伝授します。

『イライラしないママになれる本　子育てがラクになるアドラーの教え』
野口　勢津子/著

叱っても叱っても、言うことを聞かない。うちの子はどうしてこうなの!とイライラしているお母さん。叱るより

もずっと効き目のある方法があります。それが、自分からやる子を育てるアドラーのメソッドです。

「叱らない子育て」「ほめる子育て」がうまくいかない人、怒ってばかりの毎日に疲れたお母さんのための本。

『ママでもできる！生徒さんが途切れない　おうち教室をはじめる本』
桔梗有香子・西尾暁子/著

あなたもサロネーゼになれる!自宅や教室を借りて自分の得意なことを教えたい!失敗しない教室の開き方から上手

な生徒の集め方まで分かり易く、しっかり解説。年間3000人に教えたおうち教室のオーナーがノウハウを伝授!

家で何か始めたいともやもやしているママにはぴったりの本です。

『子どもはみんな問題児』
中川　季枝子/著

名作絵本「ぐりとぐら」の生みの親から、毎日がんばるお母さんへいま伝えたい、子どもの本質、育児の基本。

「いざという時、子どもは強い」「ナンバーワンは、お母さん」「がみがみ言いたい気持ちを本で解消」……

45のメッセージを収めた、心がほぐれる子育てバイブルついに刊行!

『ぼくが発達障害だからできたこと』
　 市川　拓司/著

記憶力が悪く、いつも先生からにらまれていた多動児の僕が、なぜ世界的なベストセラーを書くことができたのか?

いろいろなことがうまくいかないその理由が、自分のパーソナリティが傾いているからだとわかって、なあんだっ

て気分になった。ならいっそ清々しい。違ってて当たり前。ナイーブすぎて、優しすぎて、そのためにすっかりこ

の世界に疲れてしまったあなたに、自信と勇気を与える一冊。



『うちのこざんまい　子育てのヤマ場を乗り越える！』
内野こめこ/著

子どもが生まれたその日から、いきなり母になれるわけもなく、試行錯誤しながら正解のない育児生活を送る日々。

育児には抜き差しならない「ヤマ場」がたっくさんあって途方にくれるけど、のりこえるたびにようやく「母」

なっていくのかな?大人気ブログ「うちのこざんまい」が待望の初書籍化!

『親バカと言われますが、自覚はありません。イクメンパパの奮闘日記』
丸本　チンタ/著

ほぼ無職パパの激動育児コミックエッセイ!日記ブログ『イクメンパパは漫画家』が待望の書籍化!

子どもと一緒に一歩ずつ―不器用パパ&わんぱく娘の成長日記。

“わがまま&わんぱく"娘・もっちゃんと“ほぼ無職パパ"チンくんの怒濤の毎日!

―　子ども向け　―

『それいけ！アンパンマン　とばせ！きぼうのハンカチ』
やなせ　たかし/著

ヨゴレダマでまちじゅうがよごれ、アンパンマンもだいピンチ！

なにをやってもしっぱいばかりのゾウのパオはみんなをすくえるか?

『アンパンマンのひみつ』
やなせ　たかし/著

アンパンマンに勝つ薬を作り出したバイキンマンたち。一度に飲むと危険な強い薬なのに、バイキンマンはゴッ

クンと全部飲んでしまいました。するとバイキンマンのからだはグングン巨大化し…。
こんかいは、アンパンマンのちからのひみつのおはなしだよ!

『アンパンマンの　のりものあいうえお』
やなせ　たかし/著

「あ」は「アンパンマン号」の「あ」。「い」は「いちりんしゃ」の「い」。アンパンマンとその仲間たちとい

っしょに、のりものの「あいうえお」を楽しく勉強しよう。厚紙絵本。

『はたらくくるま　まかせとけ・よいしょ・とどくかな』
三浦　太郎/著

はたらくくるまたちはいつもおたがいにきょうりょくしながらしごとをしています。

「はこんでください」。「まかせとけ!」。0歳から。

はたらくくるまはちからもち。まいにちおもいものをもちあげたりはこんだりしています。

きょうも、よいしょ!よいしょ！0歳から。

ひとやものをうえへはこびあげるくるまたち。

ういーん、ぐいーん、たかいところまでとどくかな?　0歳から。

『ルドルフとイッパイアッテ』
斉藤　洋/著・杉浦範茂/絵

猫と人間、それぞれの愛と友情の物語。ひょんなことから、長距離トラックで東京にきてしまった黒猫ルドルフ。

土地のボス猫と出会い、このイッパイアッテナとの愉快なノラ猫生活がはじまった……。

『ねないこ　だれだ』
せな　けいこ/著

オレンジ色のあかりがともるおうちが遠ざかるのもこわくて悲しくて、読み終えた子どもはきっとベッドへ一直線。

もちろんしつけのためだけでなく、安心感たっぷりの暖かいベッドのなかでじっくり怖さを味わうのも楽しい。

『もう　ぬげない』
ヨシタケシンスケ/著

ふくがぬげなくたって、なんとかなる!?人生の悩みごとは、ヨシタケ流ユーモアでのりこえよう!ふくがひっかか

ってぬげなくなって、もうどれくらいたったのかしら。このままずっとぬげなかったらどうしよう。



『りんごかもしれない』
ヨシタケシンスケ/著

ひとつのりんごをめぐって、次から次へと繰り広げられる、不思議でユニークな世界。

見方を変えれば、りんごひとつで無限に遊べる。発想力で楽しく豊かに過ごす方法がぎっしりつまった絵本です。

『ふまんがあります』
ヨシタケシンスケ/著

どうして、こどもだけはやくねなくちゃいけないの?どうして、おとうとがわるいのに、わたしばっかりおこられ

るの?おとなにちゃんともんくをいって、ズルいのをやめてもらおう！4～5歳から。

『しかけのないしかけえほん』
のぶみ/著

この絵本は、ママが子どもに語りかけながら、動物やカメラ、赤ちゃん、魔法のボタンなどに見立てて一緒に遊

ぶ新しいしかけ絵本です。順番を変えてみたり、テンポアップしたり、パパにも登場してもらったり、いろんな

遊び方でくり返し楽しんでください。

『うんこちゃん　ようちえんへいく』
のぶみ/著

再びかんたろうのお尻から出てきた“うんこちゃん"「だしなさいよ!」と園に登場。うんこのくせにあっという間

にクラスの人気者に！大人気!ベストセラー絵本作家、爆笑のうんこちゃんシリーズ第2弾！

『ママがおばけになちゃった！』
のぶみ/著

「ぼく、もうママにあえないとおもった。」「そうね。さっきからだはやいてはいになったから。」「そっか。

ママはみえなかったけど、ずっとそばにいたんだ…。」はなれていても、ずっと見守っている―母が子へ、子が

母へ託した「さよなら」のためのメッセージ。対象年齢:3歳から。

『はなのすきなうし』

静かに、だがしたたかに、平和を訴えた絵本として長く読み継がれている絵本。自分は自分、と個性を持って生き

るフェルディナンドは、ほかのウシや人間の誰よりも、満ち足りた表情をしている。

『ババールとサンタクロース』
ジャン・ド・ブリュノフ/著

象の国の国王、ババールのお話。象の国にはクリスマスになってもサンタがやってこない、

そこでババールは象の国にも来てもらうため、自らサンタクロースを探しに出かけます・・・

『こども百科　４・５・６歳のずかんえほん　きょうりゅうの本』
講談社/編集

子どもたちが大好きな恐竜を、種類別にわけてわかりやすくイラストで紹介しています。

まるで生きているような迫力のイラストも魅力です。総かなで、カタカナにもルビをふり、子どもが一人で開い

て楽しめる作りです。

『こども百科　４・５・６歳のずかんえほん　こんちゅうの本』
講談社/編集

ちょう、せみ、ばった、とんぼ。ひらがなで読める、図鑑えほん。身近な昆虫のイラストと情報がいっぱい。

楽しいちえあそびつき。

　　　 ・　本は 1度に　５冊、２週間

　　 　・　ビデオ・ＤＶＤは 1度に　１本、１週間

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

マーロン・リーフ・ロバートソン/著
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