
                                                

                                        

[文書の引用文や注目すべき箇所の要

約を入力してください。テキスト ボック

スは文書のどの位置にも配置できま

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

2016 年                                                                    
9月号 №80 

『めうしのジャスミン』 

ロジャー・デュボアザン：作・絵 

乾 侑美子：訳 

童話館出版 1973 年初版 
羽かざりのついた帽子をみつけたジ

ャスミンは、仲間の動物たちに何と言わ

れても、帽子をかぶり続けます。みんな

と違っても、自分のやりたいことをやり

たいように、自然体で生きることの大切

さを教えてくれます。 

『ルピナスさん 

 —小さなおばあさんのお話—』 

バーバラ・クーニー：作 

掛川 恭子：訳 

ほるぷ出版社 1987 年初版 
ルピナスさんは、海をみおろすおか

のうえにある小さな花々に囲まれた家

に住んでいます。世界中を旅してきた

ルピナスさん。作者のバーバラ・クー

ニーは、独立心にあふれた一女性の人

生を物語にしました。この絵本は一人

の女性の人生の輝きを、ルピナスの花

に託して、静かに語りかけてくれます。 

『ぐるんぱのようちえん』 

西内 ミナミ：さく 堀内 誠一：え 

福音館書店 1966 年初版 
ぞうのぐるんぱの作るものはみんな

には大きすぎていらないと言われてし

まいます。働きたいのに上手く働けな

いぐるんぱ。しかし、とある出会いが

ぐるんぱを最良の仕事へと導きます。 

どんなに頑張っても上手くいかなく

て辛い。でも、頑張ったことに無駄な

ことなんてないんだよと教えてくれる

絵本です。 

『ぼちぼち いこか』 

マイク＝セイラー：作 

ロバート＝グロスマン：絵 

今江 祥智：訳 偕成社 1980 年初版 
かば君がやる気をだしていろんな仕事に

挑戦するのですが、なにをやってもうまくい

きません。でもかば君はめげることなく「ぼ

ちぼち いこか」と考えます。 

時間に追われ、謀殺されていく日々の中

で、一旦立ち止まり「ぼちぼち いこか」と

考える。 

今江祥智さんの関西弁の訳が秀逸です。 

 虫の音聞こえる秋の夜。「読

書の秋」と「芸術の秋」を一緒

に味わえる「絵本」を読んでみ

るのはいかがでしょうか。 

子どものものだなんて侮っ

てはいけません。絵本の中には

人生におけるたくさんのアド

バイスが詰まっています。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書・資料室 ご利用案内 
●開室時間 9：00～17：00 

●9 月の休室日 5 日､12 日､20 日､23 日､26 日 
●貸出 （本・雑誌）15 冊 3 週間まで 

（ビデオ） 2 本 1 週間まで 
●お問い合わせ先（電話） 

 0748-37-3735（図書・資料室直通） 
   0748-37-3751（センター代表） 

☆県内在住・在勤・在学の方は、 
どなたでもご利用いただけます。 

♪ひとこと 

  今年の十五夜は 9 月 15 日

です。お月見にはお団子をお

供えしますが、お供えするお

団子の数は十五夜に合わせて

15 個です。積み方は、一段目

が 3×3＝9 個、二段目が 2×

2＝4 個、三段目が 2 個。でも

三段目のお団子は 1 個に見え

ますよね。それは、正面に向

かって縦に並んでいるからな

んですよ。 

『異類婚姻譚』 

本谷 有希子：著 

講談社 2016 年 

 

第 154 回芥川賞受賞作。 

結婚４年目の“私”は、

ある日、自分の顔が旦那の

顔そっくりになっている

ことに気が付いた。 

表題作ほか短編３篇を

収録。 

『「専業主夫」になりた

い男たち』 

白河 桃子：著 

ポプラ社 2016 年 

 

女性管理職を３割増

やすなら、男性のカテイ

進出も３割増やすべ

し！ 

リアル主夫とその妻

の取材をもとに描き出

す現代夫婦の新しい肖

像。 

『女性はもっと活躍で

きる！－女性活躍推進

の課題とポイントー』 

岩田 喜美枝／ 

菅原 千枝：共著 

公益財団法人 21 世紀

職業財団 2015 年 

 

2016 年 4 月施行の

女性活躍推進法に対応

した企業経営者、人事担

当者必読の書!  

『子どもに伝えたい 春

夏秋冬 和の行事を楽し

む絵本』 

三浦 康子：著 

かとーゆーこ：絵 

永岡書店 2015 年 

 

季節の行事には日本

の知恵がいっぱい！ 

季節の行事を親子で

一緒に学べる絵本。 

他にも、女性・男性の生き方、仕事、家庭に関する本。老後、介護、子育てに関する本、小説、絵本、コミック等入りました！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

                                        

2016 年                                                                    
８月号 №79 

「『マザーレイク 21 計画』

～琵琶湖総合保全整備計画」 

滋賀県琵琶湖環境部水政課 

2000 年 

 

 県民・行政が一丸となって

母なる湖「琵琶湖」の浄化と

保全をしていこうという『マ

ザーレイク２１計画』ガイド

ブック。 

「琵琶湖ハンドブック 改訂版」 

内藤正明：監修 

滋賀県琵琶湖環境部環境政策課 2012 年 

 

琵琶湖の歴史に関係法令、食文化から映

画のロケ地まで。琵琶湖を知るための 1 冊

です。 

「琵琶湖のカルテ」 

今関信子：著 文研出版 2010 年 

 

1970 年代琵琶湖の環境悪化に「琵琶

湖の医者」として立ち向かっていった人

達の児童向けノンフィクション。 

「『びわ湖検定』でよみがえる 

滋賀県っておもしろい」 

児玉征志：著 新評論 2012 年 

 

大津に単身赴任中のサラリーマンが「び

わ湖検定」から滋賀県に興味を持ち、とう

とう本を書いてしまいました。 

「新びわこ宣言」 

毎日新聞社大津支局：編 

サンライズ出版 2002 年 

 

 世界湖沼会議（第 9 回）が滋賀で開催さ

れた 2001 年、毎日新聞滋賀版に掲載され

た、漁師、野鳥センター専門員、水処理膜の

研究者、さまざまな形で環境保全に取組む人

物等 44 人を取材。 

今から３５年前の７月１日、「びわ湖

の日」は定められました。琵琶湖の生態

系を守り、琵琶湖と共に生きるために行

われてきた取り組みや、それによって守

られた生き物たちや私たちの文化を知る

ことで、琵琶湖の姿を見つめ直してみる

のはいかがでしょうか。 

「びわ湖の日３０周年の取組 報告書  

～びわ湖とつながる、びわ湖と生きる～」 

滋賀県琵琶湖環境部環境政策課 2012 年 

  

日本最大の湖として、限りない恵みをもたらしてきた琵

琶湖。今こそ、豊かさや便利さを追求してきた生活観に反

省を加え、健全な姿で次の世代につないでいくための指針。 



  

 

                                

                                      

 

                                 

                                          

      

  

図書・資料室 ご利用案内 

●開室時間   9：00～17：00 
●8 月の休室日 1 日、8 日、12 日、15 日、

22 日、29 日 
●貸出（本・雑誌）15 冊 3 週間まで 

（ビデオ）  2 本 1 週間まで 
●お問い合わせ先（電話） 
     0748-37-3735（図書・資料室直通） 
     0748-37-3751（センター代表） 
 
☆県内在住・在勤・在学の方は、どなたで

もご利用いただけます。 

♪ひとこと 

 

 びわ湖だけに住んでいる

ビワコオオナマズが大好き

です。博物館にいるビワコオ

オナマズは何時間でも動き

ません。前に座って見つめて

いると、ビワコオオナマズも

じいーとこちらを見つめて、

まるで会話をしている気分

になります。私の癒しのひと

時です。 

「図説 近江古寺紀行」 

木村至宏：著 

河出書房新社 1995 年 

 

主要街道別に古寺を訪

ね、人々が古代から祈り

を託してきた仏たちを紹

介。 

「近江骨董紀行城下町彦根

から中山道・琵琶湖へ」 

筒井正夫：著 

新評論 2007 年 

 

地元で暮らしていなければ

わからない隠れた名所に分け

入ってのお宝発見！ 

「近江路散歩」 
司馬遼太郎／白洲正子／水上勉 他：著 

新潮社 1988 年 
 

司馬遼太郎＆白洲正子＆水上勉。 

それぞれが近江路をめぐった文章を抜粋して掲載。

彼らの目を通した近江の風景を１冊で楽しむ本。 

「源氏物語の近江を歩く」 

畑 裕子：著 

サンライズ出版 2008 年 

 

近江ゆかりの人々や名勝

が登場する『源氏物語』。『源

氏物語』の中に登場する近江

を旅する。 

 

その他にもござい

ます。お気軽にお

問合せください。 



                                                

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 年                                                                    
7月号 №78 

家事や育児、介護、女性ができることなんだから

男性にだってできるはず。女性の社会進出に伴い、

男性の働き方や家庭での役割が見直されてきてい

ます。「できない」では済まされない。まずはや

ってみましょう！ 

『お笑いジェンダー論』 

瀬地山 角：著 

勁草書房 2001 年 

 

ジェンダー、セクシュア

リティー、男性差別、子育

て、少子高齢化問題などに

ついて楽しくわかりやすく

縦横無尽に語り、身近なは

っとする例をひいて性別に

よる抑圧や課題を丁寧に明

らかにした一冊。 

『忙しいビジネスマンのた

めの３分間育児』 

おおた としまさ：著 

ディスカヴァー・トゥエンテ

ィワン 2013 年 

 

家族との時間は量より質。

たった 3 分でも、子どもや妻

と濃密な時間を過ごせれば、

量はあとからついてきます。 

「男の育児バイブル」で

す！ 

『今日からはじめる男の家事』 

阿部 絢子：監修  

講談社 2010 年 

 

料理？掃除？洗濯？ 

やれば誰でもできます。５０代か

らのセカンドライフは家事の達人に

なる。 

家事を始めると日々新しい発見が

あります。気負わずに、できること

から始めてみましょう。 

『男の家事力 50 の格言 

 毎日が 10 倍優雅で楽しくなる極意』 

男の家事力を高める会：企画・構成 

牧野 良幸：マンガ 

あおば出版 2006 年 

 

家事力
か じり ょ く

とはサバイバル 力
りょく

！家事

は一切できないと居直る前に大いに

焦って、頑張ってください。「家事

力を高めれば、人生がもっと楽しく

てステキなものになる！」それがこ

の本の合言葉です。 

『迫りくる「息子介護」の時代 

２８人の現場から』 

平山 亮：著 

上野 千鶴子：解説 

光文社 2014 年 

 

介護なんてオレには「他人

事」…そう思っていませんか！

28 人の「息子としての経験」

をありのままに伝えており、彼

らが、見てきたものや感じてき

たことを共有できる本です。 



『サザエさんの〈昭和〉』 

鶴見俊輔・齋藤慎爾：編 

柏書房 2006 年 

 

昭和のカンヅメ！誰もが

みんな、磯野家とともに生

きてきた。選りすぐりのエ

ッセイを味わって下さい。 

『サザエさんとその時代』 

新藤謙：著 晩聲社 1996 年 

 

画期的現代史入門書。これが本

当の「サザエさん」の読み方です。

長谷川町子さんが見た、戦後の民

主主義を読み解いてみませんか。 

『サザエさんをさがして』 

朝日新聞 be 編集部：編 

朝日新聞社 2005 年 

 

朝日新聞 be から 50 回分を
掲載。忘れかけていた昭和が、

サザエさんから見えてきま

す。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書・資料室 ご利用案内 

●開室時間 9：00～17：00 

●6 月の休室日 6 日、13 日、20 日、27 日 

●貸出 （本・雑誌）15 冊 3 週間まで 

（ビデオ） 2 本 1 週間まで 

●お問い合わせ先（電話） 

 0748-37-3735（図書・資料室直通） 

 0748-37-3751（センター代表） 

☆県内在住・在勤・在学の方は、どなたで

もご利用いただけます。 

♪ひとこと 

 

 7 月 1 日は、山開き、海

開き、夏山登山等々楽しい

ことがいっぱいです。 

そして、7 日、七夕。彦

星と織姫が出逢う特別な

日。  

「たなばた」と呼ぶのは、

織姫の和名が棚機津女（た

なばたつめ）だったことか

らだそうです。滋賀県内で

は、甲賀市の矢川神社の七

夕まつりが有名です。 

１～２２巻∥サザエさん 

２３巻∥サザエさん 

ほかに、サザエさんまげもの・英語版サ

ザエさん・英語版いじわるばあさん・意

地悪お手伝いさん 

２４～２５巻∥いじわるばあさん 

２６～２８巻∥エプロンおばさん 

２９巻∥エプロンおばさん似たもの一家 

３０巻∥別冊サザエさん 

３１巻∥仲よし手帖、新やじきた道中記 

３２巻∥サザエさんうちあけ話 

サザエさん旅あるき 

３３巻∥カラー版 よりぬきサザエさん 

別巻∥長谷川町子 思い出記念館 

エッセイ・対談・秘臓アルバムなど 

 

 長谷川町子さんは大正９年佐

賀県に生まれました。昭和 10 年、

15 歳の時にマンガ家としてデビ

ュー。「サザエさん」が新聞に掲

載されたのは昭和 21 年 4 月 22

日のことです。 

以来昭和 49 年 2 月 21 日ま

で、サザエさん一家は戦後日本社

会の変遷と発展を背景に、時代と

ともに歩んできました。「サザエ

さん」が誕生して 70 年。知って

いるようで知らない「サザエさ

ん」の魅力を味わってみてはいか

がでしょうか。 



●滋賀県ワーク･ライフ･バラ
ンス推進企業実践事例集２  
 
発行：滋賀県商工観光労働部
労働雇用政策課／2012 年 
 
できることからはじめよう。

滋賀県のワーク・ライフ・バ
ランス推進企業の取組事例を
紹介。これからワーク・ライ
フ・バランス実現に向けて取
り組もう、あるいは取組みを
一層充実させていこうとお考
えの企業や従業員の皆さまの
参考にお使いください。 

●オランダ流ワーク･ラ
イフ･バランス「人生のラ
ッシュアワー」を生き抜
く人々の技法 
 
中谷文美：著      
世界思想社／2015 年 

 
 結婚･出産･子どもの就
学、人生の節目で、仕事
のかたちをどう変える
か、時間をどう振り分け
るかを浮き彫りにする。 

●子育て社員を活かすコミュニケ
ーション【イクボスへのヒント集】 
 

山口理栄・新田香織：著 
労働調査会／2015 年 

 
子育て社員のパフォーマンスを

劇的に改善するのは上司とのコミ
ュニケーションだった！ 実践用
ロールプレイシナリオ付！ぜひ手
に取って見てください。 

●2 人が「最高のチーム」
になる～ワーキングカッ
プルの人生戦略 
 
小室淑恵・駒崎弘樹：著 
英治出版／2011 年 

 
 成果を上げる秘訣は、
「家庭」に！共働き＆子
持ち経営者 2 人が悪戦苦
闘の果てに生み出した生
活術。見えてきた新しい
夫婦のカタチ･･･とは 

●仕事と生活の調和(ワー
ク･ライフ･バランス)実現
のために 
 

発行：内閣府 
 

ひとつ「働き方」を変え
てみよう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

                                        

2016 年                                                                    
6月号 №77 

「仕事と生活の調和（ワークライフバランス）憲章」では、仕事

と生活の調和が実現した社会は、「国民一人ひとりがやりがいや

充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭

や地域生活などにおいても、子育て期、中高年期といった人生の

各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できる社会」とされて

います。 

●新しいパパの働き方〔仕事

も家庭も!欲張りガイドブック〕 
 
NPO 法人ファザーリング・
ジャパン：著                           
学研プラス／2014 年 
 
 パパたちの現状や「育キャ
リ」という新しい働き方。働
くパパと子どもたちではパ
パは子ども達の目にどう映
っているのか、両立実現テク
ニックのためのヒントが満
載。オススメの 1 冊です。 



図書・資料室 ご利用案内 
 
●開室時間 9：00～17：00 
●6 月の休室日 6 日、13 日、20 日、27 日 
●貸出 （本・雑誌）15 冊 3 週間まで 

（ビデオ） 2 本 1 週間まで 
●お問い合わせ先（電話） 

 0748-37-3735（図書・資料室直通） 
  0748-37-3751（センター代表） 
 
☆県内在住・在勤・在学の方は、どなたで

もご利用いただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♪ひとこと 

ホタルの飛び交う季節が

やってきました。ホタルの

あたたかい光は命をつなぐ

ための大切な光です。私た

ちがホタルをみて和んだり

感動したりするのはそれゆ

えかもしれませんね。年に

一度そんなあたたかな光を

見に行ってみてはいかがで

しょうか。 

男女共同参画に関する滋賀県の取組みを

記したパンフレットをご紹介します。 

■■この他、県外のパンフレットや行政資料

もございます。ぜひ、ご利用下さい。■■ 

 

●滋賀の男女共同参画 

発行：滋賀県商工観光労働

部女性活躍推進課／

2016 年 

滋賀県男女共同参画

計画の概要、参画条例、

統計に見る滋賀県の男

女共同参画の現状、市

町における取組みの状

況などコンパクトにま

とめました。 

●女性の活躍推進 

実践事例 
 

発行：滋賀県総合政策部

男女共同参画課 

／201４年 
 

滋賀の経済・地域の

活性化に向けて、女性

の活躍推進に取り組

む県内企業の実践事

例や起業にチャレン

ジする女性を紹介し

ます。 

●G-NET しが 

滋賀県立男女共同参画

センター情報誌 
 
発行：滋賀県立男女共同参

画センター／年２回発行 
 

社会の変化に即した

内容を男女共同参画の

視点で考える記事やセ

ンター事業などの情報

を発信。センターでの

催しや講演会の様子を

紹介しています。 

男女共同参画推進本部では、毎年 6 月 23 日から 29 日

までの 1 週間、「男女共同参画週間」を実施しています。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
                                        
 

2016 年                                                                    
５月号 №76 

図書・資料室 ご利用案内 
●開室時間 9：００～１7：００ 

●５月の休室日 

２日、６日、９日、１６日、 

２３日、３０日 

●貸出（本・雑誌）１5 冊 3 週間  

（ビデオ）2 本 1 週間  

●TEL ０７４８－３７－３７３５ 

（図書･資料室直通） 

０７４８－３７－３７５1 

（センター代表） 

☆県内在住･在勤･在学の方は、だれでもご利用できます 

♪ひとこと♪ 

新年度が始まってひと月

が経ちました。新しい環境

にも少しずつ慣れてきた頃

かと思います。 

このぐらいの時期に、仕

事の見直しや生活の改善を

はかってみるのはいかがで

しょう。常態化してしまう

前に見直すと改善もしやす

いですよ。 

裏面：「平成 2８年 3 月受入新着図書だより」 

◆２５パーセントの女たち   
未婚、高学歴、ノンキャリアという生き方 

梶原公子：著  

あっぷる出版社 2014 年 

 

「25 パーセントの女たち」と

は、20 代半ばから 30 代後半の

若年未婚女性のうち高学歴でノ

ンキャリアの女性たちの割合で

ある。（あくまで著者の印象値） 

フェミニズムを声高に謳うわ

けでもなく、自立心が旺盛なわけ

でもない彼女たちが模索する『新

たな女性の生き方』。 

◆佐々木靜子からあなたへ 
女のからだと医療・性暴力・人権  

佐々木靜子：著 編集委員会：編  
教育史料出版会 2015 年  

 
「地球と子宮にやさしい病院」を

掲げ、理想の産婦人科医療を追求し

続けた医師・佐々木靜子さんが記し

た原稿を、発表順にまとめた一冊。 

 医療事件被害者への協力や性暴力

被害者に対する支援活動を具体化さ

せ、女性のからだを守ることに尽力

された佐々木さんの声をお聞きくだ

さい。 

◆私たちが仕事をやめてはいけない５７の理由 

川崎 貴子：著 大和書房 2015 年 

 

多かれ少なかれ仕事をしていると嫌気がさすことがあると

思います。そんな時、相談できる相手があなたにはいますか？ 

 女性が仕事で直面する問題を「黒魔女」の異名を持つ川崎貴

子さんがズバッと解決。秀逸な例えの連続と、歯に衣着せぬ物

言いに心がスッキリしていきます。 

◆繭と絆 富岡製糸場ものがたり  

植松三十里：著 文藝春秋 2015 年 

 

尾高惇忠は義弟の渋沢栄一の要請にて富岡製糸場の初

代場長を引き受ける。惇忠の長女・勇は 14 歳で西洋式製

糸技術習得のため工女として富岡製糸場に入所した。 

世界遺産富岡製糸場誕生と日本の工女第一号・尾高勇の

青春物語。 



分野 タイトル 著者名 出版年 出版社 請求№

人生 嫌われる勇気―自己啓発の源流「アドラー」の教え
岸見　一郎／古賀　史
健【共著】

2013 ダイヤモンド社 140

歴史 日本人「慰安婦」　愛国心と人身売買と
「戦争と女性への暴力」リ
サーチ・アクション・セン
ター

2015 現代書館 210.7

歴史 ＧＨＱと戦った女　沢田美喜 青木　冨貴子【著】 2015 新潮社 289.1

歴史
ニキとヨーコ　下町の女将からニキ・ド・サンファ
ルのコレクターへ

黒岩　有希【著】 2015 ＮＨＫ出版 289.1

歴史 この女を見よ　本荘幽蘭と隠された近代日本
江刺　昭子／安藤　礼
二【編著】

2015 ぷねうま舎 289.1

社会
女性の自立と政治参加　ある女性参議院議員の歩み
とたたかい

吉川　春子【著】 2015 かもがわ出版 314.1

社会
ソーシャル・ウーマン　社会に貢献できるひとにな
る

坂東　眞理子【著】 2014 ブックエンド 366

社会
仕事と家族　日本はなぜ働きづらく、産みにくいの
か

筒井　淳也【著】 2015 中央公論新社 366

社会 不妊治療とキャリア継続 乙部　由子【著】 2015 勁草書房 366

社会
キャリア・アントレプレナーシップ論　地域を創造する
キャリアのデザインと真の男女共同参画社会の構築

松重　和美【監修】竹
本　拓治【編著】

2015 萌書房 366.2

社会
大阪大学新世紀レクチャー　改訂版　ジェンダー・
スタディーズ　女性学・男性学を学ぶ

牟田　和恵【著】 2015 大阪大学出版会 367.1

社会
ジェンダーとセクシュアリティ　現代社会に育つま
なざし

大越　愛子／倉橋　耕
平【編】

2014 昭和堂 367.2

社会
非婚ですが、それが何か！？　結婚リスク時代を生
きる

上野　千鶴子／水無田
気流　【共著】

2015 ビジネス社 367.4

社会 おひとりさまの最期 上野　千鶴子【著】 2015 朝日新聞出版 367.7

社会
あなたに伝えたいこと　性的虐待・性被害からの回
復のために

シンシア・Ｌ・メイザー／
Ｋ・Ｅ・デバイ【共著】野
坂　祐子／浅野　恭子
【訳】

2015 誠信書房 367.9

社会 同性婚　私たち弁護士夫夫です 南　和行【著】 2015 祥伝社 367.9

医療
医療・保健・福祉・心理専門職のためのアセスメン
ト技術を高めるハンドブック　第２版

近藤　直司【著】 2015 明石書店 369

医療
子宮頸がんワクチン、副反応と闘う少女とその母た
ち

黒川　祥子【著】 2015 集英社 495.4

震災 気仙沼ニッティング物語―いいものを編む会社 御手洗　瑞子【著】 2015 新潮社 586.8

芸術 女性画家たちの戦争 吉良　智子【著】 2015 平凡社 723.1

絵本 だいきらい　でも　だ～いすき さとうくにこ【著】 2015 トンボ出版 726

小説 いじめレジスタンス 黒野　伸一【著】 2015 理論社 913

２０１６年
３月受入分



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年 図書・資料室 貸出ベスト 

■わたしはマララ 

マララ・ユスフザイ/ 

クリスティーナ・ラム：著 

  学研 2013年 

 

２０１２年、パキスタンのスワー

ト渓谷。１５歳の少女は下校途中

のスクールバスの中でタリバンに

至近距離から頭を撃たれる。生

死の境をさまよった少女・マララ

は、それから９ヶ月後、国連本部

から世界に向けて教育の大切さ

を訴える演説をおこないました。 

２０１４年、史上最年少にてノー

ベル平和賞を受賞したマララ・

ユスフザイ初の手記。 

 

■貴様いつまで女子でい

るつもりだ問題 

ジェーン・スー：著 

幻冬舎 2014年 

 

「女子」とは、そもそも何なの

か。どこか儚げで可愛らしいもの

の象徴だった「女子」という言葉

が、今は、強くたくましい女性の

総称になってきた。「女は生涯、

いち女子である」と高らかに宣言

してくれるジェーンと共に、生き

づらさなんてはねのけて「女子」

として生きよう。 

 

■ほぉ…、ここがちきゅうの 

ほいくえんか。 

てぃ先生：著  

ＫＫベストセラーズ 2014年 

 

てぃ先生と保育園児とのやりとり

がほのぼのと描かれています。笑

えるエピソードや、涙腺が緩んでし

まうかわいらしいエピソード、また

子どもならではの考え方にハッとさ

せられたり、と優しさと元気をもら

える一冊です。 

■人生はニャンとかなる！ 

明日に幸福をまねく 68の方法 

 水野敬也/長沼直樹：著 

 文響社 2013年 

 

６８匹の猫たちの素敵な写真とそ

の写真にマッチしたキャッチコピー。

偉人たちの２７２の名言は、人生で

の大切な教えが学べる新しいタイプ

の本です。本書はただの猫本では

ありません。猫をかりた名言集！貸

出が多いこともうなずけるかも。 

 

■ホテルローヤル 

 桜木紫乃：著 

 集英社 2013年 

 

第１４９回直木賞受賞作。北

国の湿原に建つホテル。男女

は何を求めてここへとやって来

るのか。「非日常」の空間の中

で、敢えて傷つく道を選ぶ者、

逃げ出す術を見失った者。現

在から過去へ、薄くつながる

人々の物語。 

■パンとスープとネコ日和 

群 ようこ：著  

角川春樹事務所 2012年 

 

おいしいお昼ごはんと真心の

お店、開店。アキ子は、母が残し

た食堂を自分なりのこだわりと誇

りを持ってシンプル料理で勝負し

ます。従業員は近所の真面目な

しまちゃんと愛猫のたろちゃん。

二人と一匹のおはなしに亡き実

父の話が舞い込んでくるのです

が・・・ 

2016年                                                                    

4月号 №75 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書・資料室 ご利用案内 
●開室時間 9：００～１7：００ 

●４月の休室日 

4 日、11日、18 日、25日、 

26 日、30 日 

●貸出（本・雑誌）１5冊 3週間  

（ビデオ）2 本 1 週間  

●TEL ０７４８－３７－３７３５ 

（図書･資料室直通） 

０７４８－３７－３７５1 

（センター代表） 

☆県内在住･在勤･在学の方は、だれでもご利用できます 

♪ひとこと♪ 

４月は新しい環境や出

会いの中で、自己紹介がつ

きものです。緊張で頭が真

っ白！って人も。 

そんなときの話題には

自分の名前の由来や意味

を話してみるのはいかが

でしょうか？名前も覚え

てもらえて一石二鳥と思

いませんか？ 

●うんこ！ 
サトシン：文 西村敏雄：絵 

文溪堂 2010 年 

 

「うんこ」は「うん こう
しよう」と思いついて「う
んこらしょっと」旅にでた
よ…。 
うん？なにかが 
かくれているよ？？ 

●いろいろばあ 

新井洋行：作  

えほんの杜 2011 年 

 

いろんな色が 

いろんな形に大変身！ 

あかちゃんと楽しめる

絵本です！  

●しげちゃん 
 室井滋:作 長谷川義史：絵 

 金の星社 2011年 

 

ねえ みんなは、じぶん
のなまえって すき？ 
 えっ わたし？  
わたしはね･･･キ・ラ・

イ！ 
 だって いつもおとこの
こと まちがわれるんだも
ん！！ 

●まわるおすし 

 長谷川義史:作  

ブロンズ新社  

2012 年 

 

かぞくみんなで、まわるおす

しを食べよう！ 

思わず、おすしがたべたくな

る おいしいお話です！ 

●りんごかもしれない 

ヨシタケシンスケ：作 

ブロンズ新社 2013年 

 

そのりんごは本当にり

んごかな！？ 

もしかしたら…。 

自由な発想に想像力が

ふくらむ絵本です。 


