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文学・ノンフィクション 

 

わたしの茶の間 

沢村貞子／著 講談社 L903 

今日も私はふだんの暮らしを楽しむことを考えている−。電線の雀たち、豆を煮る、私のおしゃ

れ、下町ことば…。女優である著者が、家事と仕事のひまひまに茶の間の隅でそっと書いた小文

を収録。〔光文社文庫 １９８６年刊の再刊〕 

 

積極的その日暮らし 

落合惠子／著 朝日新聞出版 L903 

幸せに生きるって、どういうこと？ 喜びも悲しみも積極的に引き受けて暮らす落合恵子の人生観

がまるごとつまったエッセイ集。『朝日新聞』連載を単行本化。 

 

９３歳。ひとりごとでも声に出して 

吉沢久子／著 海竜社 L903 

きょう生きる力をあしたにも。「時間ぜいたく」をたのしんで。贈られた老いの日々を幸せに−。 

９３歳を迎えた著者が、自分を甘やかさないために努力しながら、しかしたのしんで生きる毎日を

綴る。 

 

DVD 

 

Women Pioneers－3 市川房枝と婦人参政権のあゆみ(DVD) 

日本語・英語（音声：voice over テロップ：English）／ 32 分 

制作・著作( 1975～76 年) HKW （代表 渡辺 晴子）DVD 編集制作( 2011 年) 

財団法人 大阪府男女共同参画推進財団 

制作協力 林 葉子( 同志社大学人文科学研究所嘱託研究員、池坊短期大学等非常勤講師) 

 インタビュー収録 1975 年 C215   

第 3 巻は女性政治家のパイオニア・市川房枝さんが登場。インタビューは、女性が参政

権を手に入れてから 30 年目にあたる 1975 年に収録。戦前からの数々の運動、戦後の

公職追放まで、市川さんの人生が率直な言葉で語られています。 

 

パパ、ママをぶたないで！ 

DVD20 分 監督／アニータ・キリ、ノルウェー映画／英題 AngryMan／日本語字幕付 G367.2 

2010 年広島国際アニメーションフェスティバルグランプリ 

アヌシー国際映画祭審査員特別賞・観客賞受賞他 

父親から母親への暴力に見かねた子どもの実話に基づき、アニメーションの技術を駆使

して二児の母でもあるノルウェーの女性監督が 6年かけて完成！  

説明文は、「前書き」「後書き」「本文」「オンライン書店ビーケーワン」より引用しております。 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

基本図書・参考図書 

 

男女共同参画白書 平成２３年版  

内閣府男女共同参画局／編 内閣府男女共同参画局 A059  

男女共同参画社会基本法に基づく報告書。平成２２年度における男女共同参画社会の形成の状況と政

府が講じたその促進に関する施策について報告し、平成２３年度において政府が講じようとする施策

を明らかにしたもの。 

 
 

男女の自立・共生 

 

パパ料理のススメ 

父親よ大志を抱け 

 

対人関係療法でなおす 

トラウマ・ＰＴＳＤ  

滝村雅晴／著 赤ちゃんとママ社 B151 水島広子／著 創元社 B114 

すべては、たったひとりの本気からはじまる。

２１世紀の父親のリテラシーは「料理」だ！ 

自分の腹がへっていなくても家族のために料

理をつくる「パパ料理研究家」が、料理をし

ない男性にパパ料理の楽しさを伝える。 

ふつうの「傷つき」とは異なるトラウマの

苦しみ。トラウマの発生に対人関係がどう

影響するのかなどを見ていきながら、ＰＴ

ＳＤ、うつ病といったトラウマ関連の病気

に対する対人関係療法の考え方を紹介す

る。 

 

あなたはもっと怒っていい 

 

｢むくわれない生き方」を変える本 

和田秀樹 ／著 新講社 B140  香山リカ／著 朝日新聞出版 B140  

いまの日本には理不尽なことが多すぎる。正

しく怒って、スッキリしよう！ 精神科医の著

者が、素直に怒ることの効果と、緊張しない

怒り方、静かな怒り方、悪影響の少ない怒り

方、建設的に周りを変えていける怒り方など

を紹介。 

こんなに頑張っているのに…。どうして私

だけ…。「むくわれない」状況をなんとか

したいと思っている人に、どうすればいい

かを精神科医の著者がわかりやすく綴る。 

 

 

家族をうつから救う本 改訂版 

最上悠／著 河出書房新社 B140 

患者がつらい気持ちや不安、うつ病から抜け出すために、肉親やパートナーはどう接したらよいのか。

心の問題に対する世界標準の療法である「認知行動療法」「対人関係療法」の考え方を織りまぜながら

解説する。 

 

グリーフケア 見送る人の悲しみを癒す ひだまりの会の軌跡 

古内耕太郎、坂口幸弘／著 毎日新聞社 B140 

死別体験者を支援するグリーフケアに取り組む、遺族サポート組織「ひだまりの会」。そこに参加した

死別経験者の生の声とともに組織の軌跡を綴る。グリーフケアの概論、葬儀が担うグリーフケアとして

の役割も掲載。 

 

 

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．９ 

20１１．８．1 

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


女性史・世界の女性 

 

鴨居羊子とその時代 下着を変えた女 

武田尚子／著 平凡社 C289  

昭和３０年代に髪を金色に染め、「下着は白が当たり前」とされた時代にカラフルな下着を提案し、行動

そのものがアートだった鴨居羊子。その稀有な生きかたを、綿密な取材によって辿った評伝。〔初版のタ

イトル：下着を変えた女〕   

 

女がペンを執る時 １９世紀フランス・女性職業作家の誕生 

村田京子／著 新評論 C289  

ジャンリス夫人、デルフィーヌ・ド・ジラルダン、フロラ・トリスタン。女性職業作家たちの波乱に満ち

た生涯を通して、教育、政治と報道、貧困、ジェンダーなど、現代にも通底するテーマに女性がとりくむ

ことの意味を探る。    

社会・生活 

 

大地震・火災・津波に備える 震災から身を守る５２の方法 

レスキューナウ／編著 目黒公郎／監 ＮＰＯ法人東京いのちのポータルサイト／協力 アスコム E368 

日本唯一の危機管理のプロフェッショナル集団が、過去の災害から導き出した貴重な教訓だけでなく、最

新の研究結果から得られたデータも紹介して、震災から生き抜くための方法を指南。 

 

障害と文学 「しののめ」から「青い芝の会」へ 

荒井裕樹／著 現代書館 E316 

障害者運動は自らの内面をどう表現してきたか。障害者文芸同人誌『しののめ』の主宰者・花田春兆、

「青い芝の会」行動綱領の起草者・横田弘を中心に、日本の脳性マヒ者の障害者運動における「綴る

文化」を解明する。 

 

食べるほどやせてきれいに！ デトックス・ベジスープ 

正司いずみ／著 主婦の友社 E365 

食べれば食べるほど野菜の力で不要な脂肪や水分、老廃物を体の外に排出してくれるデトックス・ベジス

ープ。ビタミンやミネラル補給にも最適な、６つのベジ素材で作るベジスープのレシピを紹介。 

女性論・フェミニズム 

 

「女縁」を生きた女たち 

上野千鶴子／編 岩波現代文庫 D307 

1980 年代，専業主婦たちは家庭を飛び出し，めざましい活動を展開していた──この実態調査に基づき，

上野は女たちの将来を予測．はたしてそれは当たっていたのか？ 調査に関わった女性たちがその後の 20

年を記すとともに，「女縁」のこれまでとこれからを上野が執筆。「おひとりさまの老後」は，必然的に生

まれた？！ 

ＤＶ 

 

性暴力 

読売新聞大阪本社社会部 中央公論社 Ｇ367.2 

【坂田記念ジャーナリズム賞特別賞（２０１１年）】あなたが、家族が、そして恋人が、性暴力にあったら

どうしますか？ 心の痛み、苦しみを超えて語られる真実を伝える。性暴力対策Ｑ＆Ａ、関連団体の連絡先

も掲載。『読売新聞』連載を加筆・修正して書籍化。 

こども、教育 

 

コルチャック先生 子ども権利条約の父 

トメク・ボガツキ／作 柳田邦男／訳 講談社 I367.6  

１９８９年に国連で制定された「子どもの権利条約」の父、ヤヌシュ・コルチャック。 

ナチス占領下のポーランドで、ユダヤ人孤児たちと運命をともにした医師の、真実の物語。 

 



高齢社会 

 

朗朗介護 

 

自然死への道 

米沢富美子／著 朝日新聞出版 J 369.2 米沢慧／著 朝日新聞出版 J 490.1 

９３歳の要介護度５の母を看るのは、７２

歳の著者とその妹。しんどい日々のなかで

も“笑い”を忘れない「朗朗介護」を綴る。

『週刊朝日』連載を単行本化。 

「自然死」になかなかたどり着けないことが現代

の姿だとしたら、人は「病」や「老い」とどう添

い遂げ、たどり着くのが望ましいのか？ 終末期を

「どう生きるか」のヒントが満載。月刊誌『選択』

連載のコラムをまとめたもの。 

 

がんで逝くひと、送るひと 

池田朝子／著 三省堂 J367.2 

がんの最期の看取りをどうするか。77歳の父の食道がんの発見、治療、再発から在宅死の選択までの希望

と絶望の日々を、娘が細やかに綴った感動の奮闘記。がんで逝くひと、送るひとに大切な終末の過ごし方

とは?  

 

人間の往生 看取りの医師が考える 

大井玄／著 新潮社 J490.1  

自然や人とのつながりを忘れ、病院の中に死を遠ざけるうちに、日本人は死の全身的理解を失ってしまっ

た。在宅看取りの実際と脳科学の知見、哲学的考察を通して、人間として迎えるべき往生の意義をときあ

かす。 

 

葬送流転 人は弔い、弔われ 

星野哲／著 河出書房新社 J367.5 

「朝日新聞」人脈記の好評連載「弔い縁ありて」をもとに、大きく変わりゆく葬儀のありようを、そこに

関わる人々の息づかいとともに描き出すヒューマン・ドキュメント。 

絵本 

 

ごめんね！ 

ノルベルト・ランダ／作 ティム・ワーンズ／絵 三辺律子／訳 ブロンズ新社 Ｌ999 

うさくまハウスで一緒に暮らしている、うさぎくんとくまくん。大の仲良しですが、ある日、キラキ

ラ光る不思議なものを見つけて、大ゲンカしてしまい…。キラキラ光るしかけ付き絵本。 

 

もっちゃうもっちゃうもうもっちゃう 

土屋富士夫／作 徳間書店 L999 

おしっこしたい！ と、デパートに飛び込んだひでくん。ところがトイレは工事中。あわててほかのト

イレを探していると…こんなのひどーい！ おしっこをガマンしたことのある人すべてにささげる、ゆ

かいなお話。 

 

きみの行く道 

ドクター・スース／作・絵 いとうひろみ／訳 河出書房新社 L999 

おめでとう。今日という日は、きみのためにある。外の世界に向かって、きみはいま、出て行こうと

しているんです…。子どもから大人まで、年齢を問わず新しい一歩を踏み出そうとするすべての人へ

贈る絵本。〔１９９９年刊の改訳〕 

 

ぼくがいちばん！ 

ルーシー・カズンズ／作・絵 灰島かり／訳 岩崎書店 L999 

走るのも、穴掘りも、泳ぐのも得意ないぬは、「ぼくがなんでもいちばんさ！」と、みんなに自慢ばか

りしています。すると、友だちのもぐらが、「穴掘りはぼくの方が得意だよ」と言い出して…。 

 

ともだち 

谷川俊太郎／文 和田誠／絵 玉川大学出版部 L999 

ともだちって かぜがうつっても へいきだって いってくれるひと。だれだって ひとりぼっちでは い

きてゆけない。ともだちってすばらしい−。谷川俊太郎の詩と和田誠のイラストによる、心温まる絵本。 

 

 

 


