★新着資料の中から４点をご紹介します。

『老いの福袋 ～あっぱれ！ころばぬ先の知恵 88～』（分類６－ヒ）
著：樋口恵子

中央公論新社

２０２１年

評論家ヒグチさんも今や９０歳。トイレで足の痛みに襲われ、突如立てなくなりドアの外
へ出られなくなったり、宅配便が来てもすぐさま玄関先まで辿りつかない「老いるショック」
で不便な日常を経験。著者曰く「ヨタヘロ期」をころんでも立ち上がり、見果てぬ夢に向け
「老年よ大志を抱け！」の心意気を持つことや、人づきあい、ユーモアは老いの味方になる
ことなどたくさんの知恵が詰まっている。「老いの中にも福はある」そんな気持ちで生きて
いく勇気の湧く一冊。

『ルース・B・ギンズバーグ名言集』
（分類：１０－ル）
訳：岡本早織

創元社

２０２１年

女性として史上 2 人目のアメリカ合衆国連邦最高裁判事を 1993 年から 2020 年に死去する
まで 27 年間にわたって務めたルース・B・ギンズバーグの名言集。
ジェンダーの平等や多様性の実現のために力を尽くし、次世代のために閉ざされていた扉
を力強く開いた彼女の功績と信念を貫き続けた姿勢は世界中で評価されている。
本書では各名言ごとに背景や意図、関連知識などが解説され、彼女が発した言葉の意味や
人柄、次世代への強い想いがより深く伝わってくる。

『マインドフルネスで「わたし」を大切にできる自分になる』（分類：３－オ）
著：荻野淳也

日本能率協会マネジメントセンター

２０２１年

ストレスが多い。気分がうつうつする。そんな時に実践してほしいのが「マインドフルネ
ス」。目の前の出来事に集中している状態のことで、身につけると自分の心の健康を整える
ことができる方法のひとつ。
本書では仕事や休日、対人関係などのシーン別にマインドフルネスの取り入れ方をわかり
やすく解説している。日常生活で疲れ切った心のサインに気付いたら、ありのままの「わた
し」を大切にする感覚をぜひ味わってほしい。

ＤＶＤ『岬のマヨイガ』
監督：川面真也

２０２１年

日本

１０４分

居場所を失くし家出した 17 歳のユイと両親を事故で亡くしたショックで声を失った 8 歳のひより。二人の少女は
偶然出会ったふしぎなおばあちゃんキワさんと、訪れた人をもてなすという伝説の家“マヨイガ”で暮らすことに。
自分を信じてくれる人たちの優しさと温もりに触れ、傷ついた心は次第に解きほぐされていく。
新しく見つけた大切な家族と居場所を守るため、困難に立ち向かう二人の少女の勇敢な姿に
励まされる。

★新着資料の中から４点をご紹介します。

すく

『星を掬う』
（分類：１０－マ）
著：町田そのこ

中央公論新社

２０２１年

著者にとって２０２１年本屋大賞を受賞後の第１作目となる小説。
元夫の暴力やストーカーから逃れた先に幼いころに自分を捨てた母との再会があった。
母は自分の想像と違った姿で登場する。身勝手な母がその後幸せに暮らし、自分の不幸は
全て母親のせいだと思ってきた主人公だが、別れた後、母がどんな思いをして生活したか、
また周囲の人々との愛を感じる場面に接し、自分だけがつらかったのではないこと、そし
て前を向いて生きる意味を見出していく。

『理系女性のライフプラン』
（分類：７－マ）
編：丸山美帆子・長濱祐美 メディカル・サイエンス・インターナショナル

２０１８年

研究と家庭の両立をめざす研究者の体験談集。単なる成功談や苦労自慢ではなく、多
様なバックグラウンドを持つ女性研究者たちがぶつかる課題や難問を、いかにして乗り
越えたのか。後進への具体的な情報やアドバイスがまとめられている。執筆者たちが利
用した制度やテクニックに関する資料集も収録。
理系分野に興味や関心を持ったり、様々なキャリアのパターンを知ることができる本
書。進路選択の際にも、ぜひ役立ててもらいたい。

『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の女性が上手に生きるための本』
（分類：３－サ）
著：沢口千寛

翔泳社

２０２１年

発達障害をもつ女性のためのコミュニティを運営し、当事者と多くの対話を重ねてき
た著者が生の声を集め、仕事、家事、育児、人間関係や身だしなみの整え方など日ごろ
の生活上の悩みについて、その原因と具体的な解決アイデアを詳しく紹介している。
生きづらさを感じる人の困り事を少しでも軽くするヒントはもちろん、発達障害の特
性を理解することで多様性を認め合う関係づくりを考えるきっかけになる１冊。

『家族だから愛したんじゃなくて、愛したのが家族だった』
（分類：１０－キ）
著：岸田奈美

小学館

２０２０年

著者が人生で悔しさと情けなさの濁流におぼれそうになった時、助けてくれたのはい
つも家族だった。友達は学校にいなくても、パソコンの向こう側にいくらでもいると励
ましてくれた父。ひとり親になってからも、明るく元気でいてくれた母。ダウン症で知
的障がいがありつつ、行動力のある弟。そんな岸田家の日々がユーモアとたくさんの愛
で溢れた作品となっている。笑いたい、楽しみたいという思いのこもった著者の言葉選
びは、ほんものの豊かさがが伝わってくる。

★新着資料の中から４点をご紹介します。

『87 歳、古い団地で愉しむひとりの暮らし』
（分類：６－タ）
著：多良美智子

すばる舎

２０２２年

老後は生活費のやり繰りどうしよう。どうしたら人に迷惑をかけずに死んでいけるのか。
そんな心配が一変。こんな風に生きられたらいいなと著者が過ごす日々に惹き込まれる。
年を重ね、できないことが増えてもできることでおおいに頑張り今が一番幸せという。
長年住み続けた団地の部屋を居心地よく整え、調理は簡単でおいしい食事。読書、裁縫、
ウォーキング･･･ひとりの醍醐味。将来を心配しすぎず今を愉しむ。孫が彼女を動画に撮り
YouTube にアップするとまたたく間に人気チャンネルになったというというエピソードも。

『モヤる言葉、ヤバイ人～自尊心を削る人から心を守る「言葉の護身術」』
（分類：1－ア）
著：アルテイシア

大和書房

２０２１年

「いい奥さんになりそうだね」
「子どもを産めば仕事の幅が広がるんじゃない？」など、
マウンティング、セクハラ、パワハラで受ける言葉を取り上げ、その原因のひとつであるジ
ェンダーバイアスと対処法を教えてくれる。弁護士の太田啓子さんとの対談「法律の護身術」
も収録。
押し殺していた感情を言葉にし、一人一人が声を上げることで社会は変えられる。性別に
よる固定観念から身を護る方法を知れば、心豊かに生きていく力が湧いてくる。

『秘密を語る時間』
（分類：２－ク）
著：ク・ジョンイン

柏書房

２０２１年

中学生の主人公は、幼いときに知らない人から性的な被害を受けたことを誰にも相談でき
ず、ひとりで抱えきれなくなる。悩んだ末に親友に打ち明け、やがて「自分は何も悪くない、
何も間違ってなかった」ことに気づく。
性被害者の心の傷の深さ、自分や周りの人を責め苦悩する心情、また親身になって気持ち
に寄り添う人たちの姿が漫画で描かれており、
「信頼のおける人には苦しみや悲しみを分かち
合ってもいい」
「悪いのはあなたじゃない」という著者のメッセージが伝わってくる。

ＤＶＤ『チャンシルさんには福が多いね』
監督：キム・チョヒ

２０１９年

映画プロデューサーをしていたチャンシルさんは、長年支えてきた監督の急死を機に失職。
仕事一筋だったアラフォー女子が、恋人も子どもも家もなく、青春さえも棒に振っていたことを
思い出し、途方に暮れる。そんなある日、思わぬ恋の予感が訪れ、身近な人の優しさにも触れ、
自分にとっての幸せとは何かを探し始めるチャンシルさん。さて彼女が最後に選んだ道とは？

韓国

９６分

★新着資料の中から４点をご紹介します。

『スポーツの世界から暴力をなくす 30 の方法」
』
（分類：５－ド）
編：土井香苗

杉山翔一

島沢優子

合同出版

２０２１年

多くの人々に感動を与えるスポーツの世界で暴力がなくならないのは何故だろう。子ども
たちは「大会で優勝したい」といった欲求より、「スポーツが好きで友達といるのが楽しい
から」と始めたスポーツなのにいつしか目標が「勝利こそすべての世界」となり指導者や保
護者も暴力を肯定してしまうケースがあるという。スポーツの世界から暴力をなくす方法の
ひとつに女性コーチを増やし指導に多様な価値観を入れることがある。結果よりもプロセス
を大切に、スポーツを通して豊かな文化を育んでいく方法を学ぶ。
。

『なぜ外国人女性は前髪を作らないのか』
（分類：1－サ）
著：サンドラ・ヘフェリン

中央公論新社

２０２１年

日本人とドイツ人の両親を持ち、それぞれの国で２０年以上生活した著者の経験から、美
意識、結婚観、育児、男女関係など、海外の女性の実情を紹介しながら、その地で生きる女
性の生き方や悩みを比較している。
女性の生き方に正解はなく、多様な選択肢があり、いろんな幸せがあると著者は言う。日
本と海外の文化や価値観の違いを再発見し、それぞれの良さを知ることで、固定観念にとら
われず、自分がどのように生きたいのかを考えるきっかけになる１冊。

『これならできる、こどもキッチン』（分類：8－イ）
著：石井由紀子

太郎次郎社エディタス

２０２０年

五感を使った〈ほんまもん〉で育つ料理教室を開催してきた著者が伝授する、台所しごと。
「火のついたコンロによじ登る」
「洗い物をいつまでもやめようとしない」など、こどもの困
った行動を解決へと導く９つのポイントと「やってみたい」気持ちを応援する２１のレシピ
を紹介している。
２歳前後から始まるイヤイヤ期の見守りのコツを知れば、お母さん担当のキッチンから、
お料理や台所しごとのできる子どものキッチンへ変えてみたくなる。

ＤＶＤ『世界で一番しあわせな食堂』
監督：ミカ・カウリスマキ

２０１９年

フィンランド・イギリス・中国合作

１１４分

フィンランド北部の小さな村に中国・上海から息子と一緒に訪れた料理人のチェン。食堂を経営するフィンランド人
女性シルカと出会い、食堂を手伝うことになったチェンの作る料理は、地元の人々の体を癒し、
お互いの文化を尊重し合い、受け入れる架け橋となる。
異なる文化との出会いと、理解し合うことで生まれる喜びが描かれている作品。

☆令和 3 年度ベスト貸出を図書と
DVD に分けてご紹介します。

【図書】
タイトル

順位 回数
1

5

著

者

出版社

出版年 分類

8

あんずの旅する絵

蟹江杏

キーステージ21

2018年 １０カ

8

老～い、どん！ あなたにも「ヨタヘロ期」がやってくる

樋口恵子

婦人之友社

2019年 ６ヒ

8

銀の夜

角田光代

光文社

2020年 １０カ

8

そして、バトンは渡された

瀬尾まいこ

文藝春秋

2018年 １０セ

6

イコーラムカルタ

東大阪市

6

おばあちゃんは、ぼくが介護します。
アラサー男性、とことん在宅介護で学んだこと

奥村シンゴ

法研

2020年 ６オ

6

空芯手帳

八木詠美

筑摩書房

2020年 １０ヤ

6

自転しながら公転する

山本文緒

新潮社

2020年 １０ヤ

6

働く女子の仕事力アップTips大全
わたしらしく楽しく長く働くために必要なこと

SHE

KADOKAWA

2021年 ７シ

6

本音の置き場所

バービー

講談社

2020年 １バ

6

吉屋信子父の果／未知の月日 （大人の本棚）

吉屋信子

みすず書房

2003年 1０ヨ

6

私のまま、素直に生きる 人間関係に効く！暮らしのヒント39 森田汐生

主婦の友社

2020年 ３モ

2012年

【ＤＶＤ】
順位 回数
1

5

監

タイトル

督

製作国/制作年/時間

5

クーパー家の晩餐会

ジェシー・ネルソン

アメリカ/2015年/107分

5

トスカーナの休日

オードリー・ウェルズ

アメリカ/2003年/113分

5

日日是好日

大森立嗣

日本/2018年/100分

5

殯（もがり）の森

河瀬 直美

日本・フランス/2007年/97分

4

92歳のパリジェンヌ

パスカル・プザドゥー

フランス/2015年/106分

4

愛の選択

ジョエル・シューマカー

アメリカ/1991年/112分

4

駆込み女と駆出し男

原田眞人

日本/2015年/144分

4

きみの瞳が問いかけている

三木孝浩

日本/2020年/123分

4

しあわせへのまわり道

イサベル・コイシェ

アメリカ/2014年/90分

4

チョコレートドーナツ

トラヴィス・ファイン

アメリカ/2012年/98分

4

未来を花束にして

サラ・ガヴロン

イギリス/2015年/106分

イコーラムカルタのご紹介
『イコーラムカルタ』
平成 21 年度の表現講座で、身近な暮らしや仕事の場、地域のコミュニティなどで、男女共同参
画について考えるヒントとして活用できる「イコーラムカルタ」を制作しました。
絵札を見て場面の想像がしやすく、
『男らしさ』
『女らしさ』という枠にあてはめている日常が、
たくさんあることに気付きます。『自分らしく』活躍できる社会をつくるために、学校や家庭で
カルタを使って、楽しみながら学んでみませんか。

★新着資料の中から４点をご紹介します。

『ほしいのは「つかれない家族」』
（分類：4－ハ）
著：ハラユキ

講談社

２０２０年

ワンオペ育児に悩んだ著者が、多種多様の家族への取材から「つかれない家族」の共通点
を紹介するコミックエッセイ。家事の役割分担は、性別ではなくお互いの「資質」を見直し
てみる、パートナーにお互いが無理なく続けていくための対話をしようと伝えてみるなど、
家族との向き合い方、暮らし方のヒントが満載。
つかれゼロの家族ではなく、
「つかれても幸せ」と言える家族をめざし、自分の家庭に合
う家事と子育てを探している人に読んで欲しい一冊。

『げっけいのはなし いのちのはなし』
（分類：3－オ）
作：おおいしまな

絵：ふかいあずさ

みらいパブリッシング

２０２１年

この絵本は、親子の会話を通して月経のこと、いのちの始まりのこと、自分の体の仕組みのこ
と、さらに生き方の多様性について、やさしい語り口と温かみのあるイラストで分かりやすく伝えて
いる。
子どもに性のことを伝える際に一緒に読んで学んだり、性について先入観のない幼い時期
から読み聞かせることで、少しずつ自然に理解し、自分自身や相手の命や体を大切に思う気
持ちを育む土台づくりにぜひ活用してもらいたい。

『幸せな人生のつくり方 今だからできることを』
（分類：8－バ）
著：坂東

眞理子

祥伝社

２０２１年

コロナにより入学式、卒業式がなかった。留学に行けなかった。開店したばかりの店を閉
じなければならなかった。など数えきれない人々の悲しみ、怒り、戸惑いの中、著者は私た
ちがどう生きれば幸せになるのか、幸せへの１０カ条を提案する。
「自分」
「人」を大事にし、
「今」を充実させること。本を１頁でも読み始めたり、今していることに１５分心を込める
など、今出来ることを丁寧に取り組むこと。また少しでいいので人のためにお金や時間を使
うことなどかけがえのない「今」を積み重ねることの大切さに気づく。

ＤＶＤ『ミナリ』
監督：リー・アイザック・チョン

２０２０年

アメリカ

１１６分

農業の成功を夢見て、韓国からアメリカのアーカンソー州にやってきた一家。
少年の心を持った夫ジェイコブに、将来の不安を感じる妻モニカ。一方しっかり者の長女アンと、毒舌で破天荒の祖母
スンジャと一風変わった絆を結んだ弟デビットは、新しい土地に希望を見つけていく。
広大な自然を背景に、理不尽かつ不条理な運命に立ち向かい“明日は必ず来ることの貴さ”が
静かに伝わってくる家族の物語。

★新着資料の中から４点をご紹介します。

『マインドトーク あなたと私の心の話』
（分類：1－ミ）
著：みたらし加奈

ハガツサブックス

２０２０年

臨床心理士で同性のパートナーがいる著者が、自身の人生を掘り起こして綴る心理学エッ
セイ。27 歳のこれまでを包み隠さず伝えることで、メンタルヘルス、いじめ、ジェンダーギ
ャップなどの社会問題をＳＮＳで正確に発信することや、とことん自分をケアすることの大
切さを呼び掛けている。父親が絶対的な力を持っていた家庭で育ち、男性との恋愛で感じた
性役割と性差別。性別に捉われない自由な関係作りを大切にしている作品を通して、“あり
のままの私”を発見してみませんか。

『本当はごはんを作るのが好きなのに、しんどくなった人たちへ』
（分類：８－コ）
著：コウケンテツ

ぴあ

２０２０年

「ごはん作りとは、余裕がなくても、自分が食べたくなくても、疲れていても、作らなけ
ればならないもの。」そんな、毎日の「おうちごはん」作りに疲れてしまった人の気持ちに
寄り添う本書。料理研究家で自身も 3 児の父親として育児に奮闘中の著者が、自身の経験や
料理についてしんどい気持ちを抱える人たちの切実な声から気づいた原因や問題点。思い込
みに縛られない、頑張りすぎない、食べるだけの人の意識改革など改善策が提案されている。
ぜひ家族で読んで、毎日のごはん作りについて一緒に向き合うきっかけにしてほしい 1 冊。

『働く人を守る！職場六法』（分類：７－イ）
著：岩出誠

講談社

２０２１年

コロナ禍によって、内定取り消し、雇止め、解雇といった報道が多くあり、労働問題が浮
き彫りとなった。労働基準法、男女雇用機会均等法などいろいろな法律によって働く人の権
利が守られているはずなのに、それを知らないことにより不当な待遇に困惑しつつ諦めてし
まう。この本では働く人の悩みやよくある疑問を取り上げ、その問題に関する法律を知るこ
と、解決の指針となる判例、法律を味方にするために知っておきたい情報の解説がある。相
談窓口や相談方法、解決手段の紹介もあり、働く人の抱える問題を解決する糸口になる。

ＤＶＤ『Ｓｔａｒｔ Ｌｉｎｅ（スタートライン）
』
監督：今村彩子

２０１６年

日本

１１２分

‟聞こえない映画監督”が自ら被写体となり自転車で沖縄から北海道・宗谷岬までの３８４２キロメートル、５７日間
の旅を記録したドキュメンタリー。数々の失敗、悪天候、‟聞こえる人“との会話に四苦八苦し、悩み苦しむ彼女に、
奇跡的な出会いが待っていた。
コミュニケーションの壁を感じてきた彼女が、伴走者の哲さんとの旅を通して
自身の抱える問題を直視し新たなスタートラインに立つ姿に勇気をもらえるはず。
。

★新着資料の中から４点をご紹介します。

『あんずの旅する絵』
（分類：１０－カ）
絵・文：蟹江杏

キーステージ２１

２０１８年

「見知らぬ小さな坂道…なんだか長いので少し後悔しました。半ばの塀の上にいた白猫が
がんばれよと目配せしてくれました。すると視界が急に開け堂々とした大きな灯台が現れそ
の後ろは見渡す限りの青い海。坂道を登るとやっぱりいい事があるなぁ。
」
（本文より）
北海道から沖縄まで全ての都道府県を訪れた著者の素直な何の気ない思いや発見を温かな
絵と言葉で綴られた作品集。叙情的な世界に触れ旅に出たくなる。被災地の子どもたちに絵
本や画材を届ける活動や文庫を設立した杏さんの強い想いと優しさが伝わってくる一冊。

『家事でモメない部屋づくり』
（分類：８－ミ）
『本音の置き場所』
（分類：1－バ）
著：三木智有 ディスカヴァー・トゥエンティワン ２０２０年
著：バービー
講談社 ２０２０年
「１０年後、２０年後 ただいま！って帰りたくなる家庭にしよう。」
をビジョンに掲げているという
お笑い人気芸人のバービーの初エッセイ。今やコメンテーター、ラジオのパーソナリティ
著者。
不平等な家事分担をやめ、家族がチームを組んで、自分で動く人になる。 そして理想の
ーとしても発信力のある彼女が吐き出した「本音」が多くの女性の共感を呼んでいる。
「モヨウ替えプラン」を立てる。
人から女性としてジャッジされる居心地の悪さを感じて、
「私という人間を見てほしい。
」
ワクワクする暮らしをコンセプト名にして、何のためのモヨウ替えなのか、自分はどんな暮らしを
「
（先入観や常識に）同調しなくていい、悠々と生きよう」と語っている。。
望んでいるのかを思案しつつ、課題解決のプランがたくさんあって分かりやすい
既成概念に縛られないスタイルは、世間の常識にモヤッとしたものを感じている女性をス
家族にとって居心地のよい部屋づくりを叶えたい時に読んでみてはいかが。
カッとさせてくれるに違いないだろう。

『おばあちゃんは、ぼくが介護します。』
（分類：６－オ）
著：奥村シンゴ

法研

２０２０年

30 代男性が、在宅ワークで工夫しながら祖母の介護を 8 年間(在宅 6 年、施設 2 年)続けた
記録。おばあちゃんとのやりとりを綴ったエッセイとともに、関連する実用情報が併せて紹
介され、増加している若年・中年層の介護者へのヒントが満載。また、With コロナ時代の新
しい生活様式にともなう介護の方法についても提案されている。
突然訪れるかもしれない介護の問題。当事者や予備軍の方だけでなく、年齢や性別に関わ
らず介護を自分事として学び、考えるきっかけになる一冊。

め

ＤＶＤ『きみの瞳が問いかけている』
監督：三木孝浩

２０２０年

不慮の事故で視力を失い、目が不自由ながらも毎日を明るく生きている明香里。
ある事件によりキックボクサーとしての未来を絶たれ、心を閉ざした塁。
ふとした勘違いがきっかけで出会ったふたりは惹かれ合い、ささやかな幸せを手にした。
しかし、彼女のある告白を聞いた塁は、彼だけが知る残酷な運命の因果に気づいてしまう。
どんな時も明るく、自分らしく生きる明香里の姿に希望を感じる物語。
。

日本

１２３分

★新着資料の中から４点をご紹介します。

『家事でモメない部屋づくり』
（分類：８－ミ）
著：三木智有

ディスカヴァー・トゥエンティワン

２０２０年

「１０年後、２０年後 ただいま！って帰りたくなる家庭にしよう。」 をビジョンに掲げているという
著者。 不平等な家事分担をやめ、家族がチームを組んで、自分で動く人になる。 そして理想の
「モヨウ替えプラン」を立てる。
ワクワクする暮らしをコンセプト名にして、何のためのモヨウ替えなのか、自分はどんな暮らしを
望んでいるのかを思案しつつ、課題解決のプランがたくさんあって分かりやすい。
家族にとって居心地のよい部屋づくりを叶えたい時に読んでみてはいかが。

『私のまま、素直に生きる』
（分類：３－モ）
著：森田汐生

主婦の友社

２０２０年

ありのままの自分の気持ちや意見を、相手の気持ちも尊重しながら、誠実に、率直に、
対等に表現することを「アサーティブ」という。
本書では、コミュニケーションや人間関係のしんどさに悩んだ時に、アサーティブの視点
で人間関係の問題を解消するヒントや、そのアプローチ方法や伝え方、心の持ちようなどが
説明されている。
他者とのかかわりをあきらめることなく、自分も相手も大切に生きてみませんか。

『
「愛」という名のやさしい暴力』（分類：４－サ）
著：斎藤学

扶桑社

２０２０年

子どもを愛するがゆえに、干渉し、期待し、要求する ― そんな親からの 「愛」による束縛が、
家族内で 「暴力」のような影響を与えてしまう。 当たり前にある愛が暴力に変わってしまうのは、
単純にさじ加減や愛情の注ぎ方の問題なのか、それとも他の要因があるのか。子育てをする親は
わが身を振り返らずにいられない一冊だ。今、生きづらさを抱えている「よい子」や「いい人」といわ
れる人にとっても、その原因を探るのに役立つのではないだろうか。

ＤＶＤ『クーパー家の晩餐会』
監督：ジェシー・ネルソン

２０１５年

一年に一度 クーパー家の全員が集まるクリスマスイヴの夜。
とびっきりのごちそうを前にみんな満面の笑みだが、それぞれ持ち寄ったのは大切な誰か
を想うゆえの‟ウソ”。彼らの笑顔の下には誰にも言えない秘密があるのだ。
そしてデザート前のアクシデントをきっかけに、一家はかけがえのない幸せに気付いていく。
この物語は人生を最高に美味しくするコツを教えてくれる「愛」と「ユーモア」に満ちた感動作。

アメリカ

１０７分

★新着資料の中から４点をご紹介します。

『水を縫う』
（分類：１０-テ）
著：寺地はるな・集英社・２０２０年
男なのに刺繡が好きな弟、女なのにかわいいものが苦手な姉。愛情豊かな親になれなか
った母親…世の中の普通や当たり前とは？この物語の家族たちは、皆それぞれが悩みつつ
も様々な出会いや経験を通して次第に『普通』という呪縛から解放され、絆を深めていく
様子が描かれた清々しい作品です。
ステレオタイプな『普通』に息苦しさを感じてませんか？この本は、ありのままの自分
を受け止めてくれる一冊です。

『おっぱいエール』
（分類：１０-モ）
著：本山聖子・光文社・２０２０年
若年性乳がんを患う三人の物語。婚約中、妊活中、子育て中とそれぞれ状況の違う三
人が、がんの闘病ブログをきっかけに知り合い、旅行に行くことになります。お互い共
感し、励まし、悩みながら懸命に生きる姿が描かれています。自ら乳がんの闘病を乗り
越えた経験のある著者がこの女性たちを通して、希望、勇気を持って生きる力を表現し
ています。闘病している人だけでなく、人生の岐路にいるすべての人へのエールとなっ
てほしい本です。

『「女性ひとり起業」スタート BOOK』
（分類：７－コ）
著：小谷晴美・コスミック出版・２０２０年
仕事や結婚、出産に子育てなど女性にはさまざまなライフステージがあります。
その時々のライフスタイルに合わせて働けるよう、まずは小さく起業を始めるという
選択肢もあります。
本書では、
「安心してのびのびと活躍できるように、最低限必要なお金の知識を届けた
い」という著者が、事業の始め方や起業にまつわるお金や制度について Q&A 形式で分か
りやすく紹介しています。自分の可能性を広げるきっかけになる一冊です。

『家族を笑顔にする パパ入門ガイド』
（分類：５－フ）
著：NPO 法人ファザーリング・ジャパン・池田書店・２０１８年
最近では育児に積極的な父親が増えてきましたが、まだ育児期の父親へのアドバイス
や応援、社会環境は充分とは言えません。父親が積極的に楽しんで育児に関わることは、
現在の子育て家庭を取り巻く課題解決の鍵となり、またその後の家族の成長にもつなが
るでしょう。
本書は、子育ての知識やスキルに関する情報、家庭と仕事をうまく両立させるコツな
ど、育児に不安な新米パパが笑顔で子育てを楽しむヒントが満載です。

