
書　名 著　者 出版社 内　容 分類

みがまえなくても大丈夫！性教育は、こわ
くない

田中まゆ　山
分ネルソン

IAP出版

子どもたちが大人へと成長する過程で知っておいてほしい大
切な知識を伝える性教育。性教育後進国の日本では、大人
であっても正しい知識を習得しないまま曖昧な情報を信じて
いることもある。性教育は早い方がいい。「理由」と「伝え方」さ
え知れば、親にとって、もう性教育はこわくない。

4YG

退屈の心理学　人生を好転させる退屈学

ジョンDイース
トウッド、
ジェームスダ
ンカート

ニュートン
プレス

「退屈」と思ったとき、実は人生を好転させるチャンスが近づ
いている・・。退屈は行動を喚起する呼びかけであり、もっと深
く世界と関わるためのきっかけなのだ。退屈が発するメッセー
ジを、もっと明確に理解するためのガイド。

7BG

西成のNPO法人代表が語る生活困窮者の
リアル  大阪にきたらええやん！

坂本慎治 信長出版

新型コロナショックにより、生活困窮者は目に見える数字以上
に増えている。大阪には、収入がなくなり、住むところを失い
ながらも、居住支援・生活保護を受けて再起のために頑張っ
ている人がたくさんいる。生活困窮者の実情への理解と、手
を差し伸べる勇気を促す書。

7BG

家族の変容と法制度の再構築：ジェンダー
/セクシュアリティ/子どもの視点から

二宮周平、風
間孝、海妻径
子

法律文化
社

家族をめぐる既存の法制度が孕む問題を、ジェンダー・セク
シュアリティ及び子どもの視点から再検討する。転換期の日
本社会において家族はどこに向かうのか、法はどうあるべき
なのか・・。「家族のリアル」を分析し、法制度のあり方を提起
する。

1G

「非モテ」からはじまる男性学 西井開 集英社

ぼくらは本当にモテないから苦しいのだろうか？男性性が内
包する問題について研究し、当事者の「語り合いグループ」を
立ち上げた著者が、男性が「非モテ」という苦悩を抱くまでの
過程や内実を掘り下げ、問題の背景や構造を解き明かす。

7BG

言葉を失ったあとで
信田さよ子、
上間陽子

筑摩書房

性被害について正面から対峙すれば、言葉を失ってしまう。こ
れまで使われてきた言説や常識は、被害者への無理解に満
ちているからだ。アディクション・DVの第一人者と、沖縄で社
会調査を続ける教育学者が、各々の来歴をはじめ、被害・加
害をめぐる理解の仕方まで、とことん具体的に語り合った対
談集。

7BG

現代思想2021年11月号
特集　ルッキズムを考える

西倉実季、堀
田義太郎、田
中東子他

青土社
外見に基づく差別とは何か。障害者差別・人種差別・性差別
など、さまざまな差別と絡み合うルッキズムについて、多岐に
わたる視点から考察を重ねた特集。

2BL

告発と呼ばれるものの周辺で 小川たまか 亜紀書房

性被害の当事者の上げた声は、これまで世の中に響いてこ
なかった。自分の身に起こった真実をありのままに話しても、
その言葉は重く受け止められない。社会の常識が知らず知ら
ずのうちに加害者に加担しているからだ。もう社会は変わらな
ければいけない。

7BG

マジョリティ男性にとってまっとうさとは何か
＃MeTooに加われない男たち

杉田俊介 集英社

性別に伴う差別や不平等への意識がかって無いほどに高ま
る中で、多くの男性は己の立ち位置に戸惑っている。自らの
男性性や既得権、異性との向き合い方に悩み、慄く男性に応
えつつ、女性や性的マイノリティへ向けても、性差を超えた運
動の可能性を提示する一冊。

7BG

当事者は嘘をつく 小松原織香 筑摩書房

性被害ほど定型的に語られてきたものはない。たとえ本当の
ことを語ろうとしても、自分が嘘をついているように感じてしま
う。本書は、自分の言葉が真実かどうかについて幾重にも考
え抜き、苦しんだプロセスの記録であり、嘘か本当かの探求
のためではなく、生きている世界を共有するために他者に語
りかける魂の声である。

7BG

女の子の謎を解く 三宅香帆 笠間書院
ヒロインを語ろう・・もっと語られてほしいヒロインたちの姿。女
性キャラクターの変遷、少女漫画の謎、女性たちの物語が紡
ぎだすテーマ。話題の書評家が読み解くヒロイン像。

9R

枚方市男女共生フロア・ウィル　新着図書案内　2022年6月

枚方市男女共生フロア・ウィルの図書・情報コーナーでは、男女共同参画関連図書や行政資料などを収集し、ジェンダー、社会事
情、ドメスティック・バイオレンス、心と体の問題などに関する図書やDVDの貸し出しを行っています。枚方市民、枚方市に通勤・通
学されている人であればどなたでも借りることができます。初めての方は名前・住所（通勤先・通学先）を確認できるもの（運転免許
証・保険証・郵便物など）を持参してください。

　　分類
　　1G：法律・政治・政策／2BL：思想・理論・運動／3P：歴史・民俗・宗教／4YG：教育・研究／5Y：労働・社会保障／
　　6DB：経済・産業・科学技術／7BG：社会問題・社会活動／8PU：家族・婚姻・高齢化問題／9R：心・体・セクシュアリティ／
　　10B：芸術・ことば・メディア・スポーツ／11BR：文学／G：調べものお役立ち本
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書　名 著　者 出版社 内　容 分類

友だちもネットも教えてくれない性と妊娠の
リアル　10代の妊娠

にじいろ 合同出版

１０代の子どもにとって一生を左右するほどの出来事にもなる
妊娠・中絶・出産・育児・避妊・・・。日本ではさまざまなタブー
があり、学校教育の中で学ぶ機会がとても少ない。人生を守
るための性の知識について、必要な情報をまとめた一冊。

9R

生理中です

パク・ボラム、
ミン・ウネ、生
理調査委員
会

世界文化
社

ウェブマンガ「生理中です」から始まった本。医学的に正しい
知識と生理がラクになるコツを、体験談とともにイラストエッセ
イでわかりやすく紹介。これから生理を迎える子どもたちにも
読んでほしい、生理との付き合い方。

9R

あいつゲイだって　アウティングはなぜ問
題なのか？

松岡　宗嗣 柏書房

本人の性のあり方を同意なく第三者に暴露するアウティング
は、誰かの「命」を左右しかねない。一橋大学アウティング事
件の控訴審判決から1年。なぜそれは「不法行為」を判断され
たのか？中小企業でもアウティング防止対策が義務付けられ
た今、知っておくべきこととは？

7BG

30世代がつくる政治と社会の教科書
YOUTH  QUAKEU

NO YOUTH
NO JAPAN,
青井未帆、宇
野重規、大庭
三枝他

よはく舎

若者は政治に無関心と言われるが、関心がないのではなく
「政治を話す共通言語を持っていない」だけなのかもしれな
い。「もっとこういう社会にしたい」・・という思いを政治に繋げ
て考え行動するため、U３０アンダーサーティの共通言語をつ
くる試みとして生まれた企画が本書である。

2BL

自慢話でも武勇伝でもない「一般男性」の
話から見えた生きづらさと男らしさのこと

清田隆之 扶桑社

一般男性とは、「一般」というわりに案外よくわからない存在で
ある。注目されることも、問いを突きつけられることも、属性で
排除されることほとんどなく、男性たちは心の内側を語る言葉
を持ち合わせていないように見える。見たくなかった自分と向
き合った男たちの語りと、そこから浮き上がる一般男性の内
実の記録。

7BG

ルース・ベイダー・ギンズバーグ　アメリカ
を変えた女性

ルース・ベイ
ダー・ギンズ
バーグ、アマ
ンダLタイラー

晶文社

アメリカ連邦最高裁史上２人目の女性裁判官として、８７才で
亡くなるまでその任にあったルース・ベイダー・ギンズバーグ。
平等の実現に向けて闘う姿勢やユーモアのある発言で国中
の尊敬と支持を集めた。「アメリカの正義」と呼ばれた連邦最
高裁判官の仕事と人生。

2BL

失敗しないためのジェンダー表現ガイド
ブック

新聞労連ジェ
ンダー表現ガ
イドブック編
集チーム

小学館

女医、女子アナ・・「女」をつける必要がありますか？無意識
の差別・偏見から生じるアウトな表現とは何か？ジェンダー平
等を実現するために、まずメディアが発信する記事から見直
す必要がある。現役の記者たちが自省の念を込めて贈る、
ジェンダー表現のリテラシーを高めるための手引書。

１０B

キルギスの誘拐結婚 林　典子

日経ナショ
ナルジオ
グラフィッ
ク社

中央アジアのキルギスで、仲間を連れた若い男が嫌がる女
性を自宅に連れていき、一家総出で説得し無理やり結婚させ
る「誘拐結婚」。違法とされている誘拐結婚が今でもなくならな
いのはなぜなのか。結婚を受け入れた女性たちの心境や、そ
の後の日常を気鋭のフォトジャーナリストが取材。

３P

話すことを選んだ女性たち60人の社会・
性・家・自立・暴力

ヤン・アル
テュス・ベルト
ラン他

日経ナショ
ナルジオ
グラフィッ
ク社

女として生きるとはどういうことか・・・かってない規模で無名
の女性に発言の機会を与えるプロジェク。世界５０の国・地域
で行われた取材の中から６０人のインタビューが掲載されて
いる。カメラの前で自分の人生を語ることを選んだ女性たちの
迷いのない視線が、印象的なポートレートとともに、強い思い
を伝えてくる。

7BG

同士少女よ、敵を撃て 逢坂　冬馬 早川書房

独ソ戦が激化する中、生まれ故郷の村での惨殺を生き延び
た少女は、一流の狙撃兵になることを決意する。同じ境遇で
訓練を重ねた女性狙撃兵たちとともに、スターリングラードの
前線へと向い、おびただしい死の果てに彼女が目にした「真
の敵」とは？

11BR

こどもジェンダー シオリーヌ
ワニブック
ス

「どうして、オトコノオだけ？」「オンナノコはオトコノコが好
き？」「おとうさん、おかあさんってなにする人だと思う？」・・・
「多様性」の最初の一歩。助産師/性教育YouTuberのシオ
リーヌが考える、ジェンダー・セクシュアリティにまつわる３６の
質問。

9R

おんなの子だから、おとこの子だからをなく
す本

ユン・ウン
ジュ

エトセトラ
ブックス

女の子も男の子も、大きくなってステキな人になるために・・・
無意識のうちに子どもたちの可能性や未来を制限してしまわ
ないよう、性別の枠組みから自由になりたい。これから必要な
ジェンダーの知識を得るために子どもと大人で読む絵本。

9R

子どもを守る言葉「同意」って何？　YES、
NOは自分が決める！

レイチェル・ブ
ライアン

集英社

「これはだいじょうぶだ・・」と思うことと、「これはイヤだ」と思う
ことの間には目に見えない境界線（バウンダリー）がある。人
によってバウンダリーは違うから、相手が「同意」しているか聞
いてみる、自分が「同意」しているかはっきり伝えることが大
切。暴力やいじめから自分を守り、人を傷つけないための「同
意」について知ろう。

4YG
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書　名 著　者 出版社 内　容 分類

一日一禅！今日からはじめる
ゆる～い禅

枡野　俊明
ワニブック
ス

嫌なことがあっても、もう大丈夫。心を守るための禅の６０の
処方箋。仕事も人間関係も、禅思考なら迷ったときに一番い
い選択ができるはず！禅は禅寺の中だけにあるのではない。
シンプルで清々しく、心穏やかな禅的生活は誰にでも、今すぐ
にでも始められる。

9R

自分の価値を最大にするハーバードの心
理学講義

ブライアン・
R・リトル

大和書房

内向型か外向型か、セルフモニタリング度は高いか低いか、
自己解決型か他者依存型か・・・様々な心理テストで、知らな
かった自分が見えてくる！家族・会社・人間関係・・・自分を演
じて疲れている人が「本当の自分を取り戻す」ために、パーソ
ナリティとウェルビーイングの関係を科学的に解明した究極
の一冊。

2BL

「気がつきすぎて疲れる」が驚くほどなくな
る「繊細さん」の本

武田　友紀 飛鳥新社

繊細でストレスを感じやすい人が、その感性を大切にしたま
ま、ラクに生きる方法を伝授。繊細なカウンセラーによる、繊
細さんのための、実際に有効だったノウハウを詰め込んだ実
用書。今日からできる超・実践的テクニック集。

9R

「ひとりで頑張る自分」を休ませる本 大嶋　信頼 大和書房

「いい人でいなきゃ」と思い込んだらツライだけ。嫌われること
は怖いですか？人のために何かしないと落ち着きませんか？
それはどれも思い込みにすぎないかもしれない。「自分の味
方」になって自分を守ることで、結局はみんなが幸せになれ
る。今日から「自分中心」に生きるヒント。

9R

鈍感な世界に生きる敏感な人たち（Highly
Sensitive Person）

イルセ・サン

ディスカ
ヴァー・
トゥエン
ティワン

いつも周囲に振り回されて疲れ果てる。責任感が強く、仕事
や家事を抱えてしまう。人が多く集まる場所だと落ち着かな
い。相手の表情・におい・音などに過敏に反応してしまう。現
代人の５人にひとりが「HSP：とても敏感な人」と言われてい
る。敏感さは、「神経質」でも「忍耐力がない」わけでもなく、愛
すべき「能力」なのだ。

9R

ウィルは女も男もいきいきと暮らせる社会づくりをめざす枚方市の拠点施設です

枚方市 男女共生フロア・ウィル 枚方市駅直結

〒573-0032 枚方市岡東町12-3-410サンプラザ３号館４階
TEL 072-843-5636  FAX 072-843-5637

業務時間 午前９時～午後５時３０分（土日祝日、年末年始休所）

※ただし、火・木は午後8時まで、第1土曜日は午前9時～午後5時30分まで開所
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