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Vol．18
住まいを考える
(2010.2)

本のﾚｼﾋﾟ：石垣りん詩集 表札など
紹介した本：建てて、いい？、家族と住まない家 血縁から<暮らし縁>へ、若者たちに「住まい」を！格差社会の
住宅問題、からっぽのいえのつくり方、今から考える終の棲み家、女たちの21世紀 No.54 ジェンダーから見る
住まい・居住権
Key Word：DV被害者の住宅申込制度、 行政資料：男女共同参画のまちづくり
Hot Spot：Centre on Housing Rights and Evictions、 ビデオ：おひとりさまを生きる

Vol．17
「働きたい」を
(2009.8)
カタチにしよう！

本のﾚｼﾋﾟ：働く女の転機予報
紹介した本：新 女性の選択 就職 結婚 子育て 転職 昇進、働くママの仕事と育児、ハローワーク150%トコト
ン活用術、中高年の就職テクニック、正社員になる！27歳からの就職術、ミセスのためのハッピー・リワーク完
全バイブル
「働きたい！」でもこんな場合は？、相談窓口、求職窓口、「給付金」付きで、知識・技能を修得して就職をめ
ざす

Vol．16
自分をまもる
(2009.3)
お金のはなし

本のﾚｼﾋﾟ：この世でいちばん大事な「カネ」の話
紹介した本：自分を守るための年金知識、お金で死なないための本、借金にさよならした私たち、「老い」に備え
る 老後のトラブルと予防法、離婚の値段 女性のための別れの手引き、働けません。「働けません。」6つの“奥
の手”
Key Word：ファイナンシャル・プランニング、 行政資料：法テラス、
Hot Spot：Global Fund for Women、 ビデオ：トゥヤーの結婚

Vol．15
尊厳をもって
(2008.9)
働くということ

本のﾚｼﾋﾟ：フリーターズフリー編フリーター論争2.0
紹介した本：辞めない理由、格差社会を変える、女性労働研究 貧困と疲弊、女も男も ワーク・ライフ・バラン
ス、ルポ 正社員になりたい、風に顔をあげて
Key Word：国際労働基準、 行政資料：パート・派遣・契約社員Q&A、
Hot Spot：National Commttee on Pay Equity、 ビデオ：Labor Women、解雇される女性、均等社会は夢ではな
い ほか

本のﾚｼﾋﾟ：子どもたちのアフリカ
Vol．14 トラフィッキング（人身 紹介した本：人身売買をなくすために、少女売買 、ドメスティック・バイオレンスと人身売買、わたし８歳 カカオ畑
で働きつづけて。、女たちの21世紀 女性が半数を超えた外国人研修生・技能実習生、メンデ 奴隷にされた少
(2008.3) 取引）を知っています 女
か
Key Word：匿名通報ダイヤル、 行政資料：人身取引問題に関する国際シンポジウム 報告書、
Hot Spot：JINATIP、humantrafficking. org、IOM、 ビデオ：買われ、売られて Bought and Sold

Vol．13
子どもと生きる
(2007.9)

本のﾚｼﾋﾟ：おかあさんがもっと自分を好きになる本
紹介した本：家族ってなんだろう 心のたんけん５、不思議なアトムの子育て、ステップキンと７つの家族、「子育
て支援が親をダメにする」なんて言わせない、「家族」をつくる 養育里親という生き方、おかあさんがもっと自分
を好きになる本
Key Word：ファミリー・サポート・センター、 行政資料：むすんでひらいて編みなおして、
Hot Spot：ステップファミリー・アソシエーション・オブ・ジャパン、 ビデオ：改正均等法とセクハラ早わかり、あな
たの恋は大丈夫？、白バラの祈り ほか

Vol．12
科学をみる眼、
(2007.3)
世界をみる眼

本のﾚｼﾋﾟ：女性を弄ぶ博物学
紹介した本：フェミニズムと科学/技術、ジェンダーの神話、生命とフェミニズム、ジェンダーは科学を変える!?、エ
ミリー・デュ・シャトレとマリーラヴワジエ、ジェンダーから世界を読む
Key Word：ガラスの天井、 行政資料：プチ・キュリア 内閣府チャレンジキャンペーン版、
Hot Spot：韓国女性科学者・技術者の会 KSWE、 ビデオ：デートDV、私の美術館 三岸節子記念美術館、私
は男女平等を憲法に書いた、亀姉妹 ほか

Vol．11
シングル 支えあい、
(2006.9）
自由に生きる

本のﾚｼﾋﾟ：シングルという生き方
紹介した本：なぜか誰も教えない60歳からの幸せの条件、シングル･スマイル･シニアライフ、かもめ食堂、どくふ
れん 元祖｢シングル｣を生きた女性たち、40歳で遺言状を書く！、いま家族とは
Key Word：ダイバーシティ、 行政資料：自分らしく生きる（西宮市男女共同参画センターウェーブ）、
Hot Spot：The Cohousing Association of the United States、 ビデオ：老年礼賛、働く女性の60年、夢のゆくえ、
メゾン・ド・ヒミコ ほか

Vol．10
(2006.3) 更年期を語ろう

Vol.9
Ｍｙライフ、
(2005.9)
Ｍｙキャリア

本のﾚｼﾋﾟ：老いの泉
紹介した本：逃避行、どうする更年期、更年期を生き生きと、更年期：日本女性が語るローカル・バイオロジー、
レッド・ホット・ママ、35歳からの女のからだノート、更年期の真実、女ざかりの居場所探し
Key Word：ロール・モデル、 行政資料：女性のためのメンタルヘルスハンドブック、
Hot Spot：The Daisy Network、 ビデオ：フライド・グリーン・トマト
本のﾚｼﾋﾟ：「好き」がかなう仕事選び
紹介した本：竹中恵美子が語る労働とジェンダー、女性技術者と男女共同参画社会、女性のキャリアデザイン、
女性たちの平成不況、できれば幸せに働きたい、自分を表現して生きる、働く女性、女が働くこと生きること
Key Word：ワーク・ライフ・バランス、 行政資料：仕事にブランクのある女性の再就職ガイドブック
Hot Spot：９ ｔｏ ５ National Association of Working Women、 ビデオ：ロッタチャンとはじめてのおつかい
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Vol．8
乳がんを知り
(2005.3)
からだと向き合う

本のﾚｼﾋﾟ：女性・ﾈｲﾃｨﾌﾞ・他者 ﾎﾟｽﾄｺﾛﾆｱﾘｽﾞﾑとﾌｪﾐﾆｽﾞﾑ
紹介した本：乳がんはなぜ見落とされたのか、乳がん よくわかる乳房温存療法と治療薬、乳がんの政治学、ひ
とりぼっちじゃないよ、乳がんからおっぱいを守る乳腺外来、再発後を生きる、癌と私の共同生活、彼女が乳が
んになって考えた
Key Word：性差医療、 行政資料：知っていますか？乳がんのこと、
Hot Spot：Breast Cancer Action Nova Scotia、 ビデオ：アメリ

Vol.7
心と体の声を
(2004.9)
聴いてみて

本のﾚｼﾋﾟ：心がﾎｯとする57の方法
紹介した本：がんばりすぎてしまう あなたへ、自立の女性学 、がんばっていても不安なあなたへ、男医にはわ
からないこと、からだを感じよう、ココロに種まき、おんなコドモの風景、Eﾀｲﾌﾟ・ｳｰﾏﾝ
Key Word：ﾊﾟﾜｰ・ﾊﾗｽﾒﾝﾄ、 行政資料：すてっぷ相談室3年のまとめ、
Hot Spot：ｽﾄﾚｽｹｱ・ｵﾝﾗｲﾝ、 ビデオ：ぷりてぃ・ウーマン

本のﾚｼﾋﾟ：五十が怖い
紹介した本：介護と恋愛、八十五歳、老いを楽しむ人づきあい、ぼけていく母と笑って生きる、40歳からの老いの
Vol．6
案するより老いは易し 探検学、神も仏もありませぬ、老後を楽しく暮らす家、介護とジェンダー、夕映えの道
(2004.3)
Key Word：成年後見人制度、 行政資料：苦情処理ガイドブック、
Hot Spot：CEDAW、 ビデオ：ガールファイト

Vol．5
子どものこころが
(2003.9)
見えますか

Vol．4
(2003.3) アートする女性たち

Vol．3
(2002.9)

Vol．2
(2002.3)

Vol．1
(2001.11)

本のﾚｼﾋﾟ：子どもとのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ・ｽｷﾙ
紹介した本：伊藤ふきげん製作所、2002年調査 児童・生徒の性、｢やせ願望｣の精神病理、｢ひきこもり｣たい気
持ち、自信力はどう育つか 、ｼﾞｪﾝﾀﾞｰで学ぶ教育、14歳 思春期ﾊﾞﾄﾙ、東京ｶﾞｰﾙｽﾞ・ﾌﾞﾗﾎﾞｰ
Key Word：メンター（Mentor）、行政資料：教職員による児童・生徒に対するｾｸｼｭｱﾙ・ﾊﾗｽﾒﾝﾄを防止するために
Hot Spot：AWC・ｱｼﾞｱの女性と子どもﾈｯﾄﾜｰｸ、 ビデオ：夏至
本のﾚｼﾋﾟ：ﾜｰｷﾝｸﾞ・ｳｰﾏﾝのための超整理法
紹介した本：花もつ女、女性画家列伝、彫刻家の娘、女・ｱｰﾄ・ｲﾃﾞｵﾛｷﾞｰ、ｼﾞｮｰｼﾞｱ・ｵｷｰﾌ、愛と苦悩の画家 ﾌﾘｰ
ﾀﾞ・ｶｰﾛ、撹乱分子＠境界、炎の画家 三岸節子
Key Word：女性専門外来、 行政資料：もっとよく知ろう性感染症のはなし、
Hot Spot：性と健康を考える女性専門家の会、 ビデオ：ｶﾝﾀﾞﾊｰﾙ

本のﾚｼﾋﾟ：いのちのｲﾒｰｼﾞﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ
紹介した本：ふたりの老女、ふたつの文化のはざまから、増山たづ子徳山村写真全記録、Tﾊﾞｯｸ戦争、ｼﾝｸﾞﾙﾏ
ﾎﾟｼﾞﾃｨｳﾞに今を生きる ｻﾞｰに乾杯！、黒と青、回復まで、ﾀｰｼｬ・ﾃﾞｭｰﾀﾞｰの人生
Key Word：ﾃｸｽﾁｭｱﾙ・ﾊﾗｽﾒﾝﾄ、 行政資料：母子福祉のしおり、
Hot Spot：IPS、 ビデオ：ｴﾘﾝ・ﾌﾞﾛｺﾋﾞｯﾁ

恋するｱｼﾞｱ

本のﾚｼﾋﾟ：至福 一日一日が旅だから
紹介した本：女ひとりｱｼﾞｱ辺境240日の旅、女たちがつくるｱｼﾞｱ、ｱｼﾞｱ四十雀、12のﾙﾋﾞｰ、ﾏﾏ・ﾎﾞｰｲの韓国、わ
たしのﾁﾍﾞｯﾄ紀行、ﾉｰﾏﾈｰ ﾉｰﾊﾈｰ、わたしの愛したｲﾝﾄﾞ
Key Word：ﾃﾞｨｰｾﾝﾄ・ﾜｰｸ（Decent Work)、 行政資料：改正育児・介護休業法のﾎﾟｲﾝﾄ、
Hot Spot：RAWA、 ビデオ：逢いたくてｳﾞｪﾆｽ、

心をいやす犬とﾈｺ

本のﾚｼﾋﾟ：幸せへの扉 世界一小さなアドバイス
紹介した本：タンゲくん、ねこのき、夏のねこ、ずーっとずっとだいすきだよ、独りずつの家族、午後の居場所で、
ごきげんなすてご、マリーを守りながら
Key Word：女性差別撤廃条約選択議案書、 行政資料：働く女性のハンドブック、
Hot Spot：ゲリラガールズ、 ビデオ：バンディッツ

