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HAPPYな
くらしの１２０冊



札幌エルプラザ情報センターは、札幌市男女共同参画センター、

札幌市消費者センター、札幌市市民活動サポートセンター、札

幌市環境プラザの４つの分野に関する図書・視聴覚資料・行政

資料などの収集、貸し出しを行っています。

平成15年のオープン以来、私たちはこれらの分野について多く

の方に興味と関心を持っていただけるようさまざまな本をピックアッ

プして紹介してきました。平成１９年度には、それらの本をまとめた

「HAPPY はくらしの１２０冊」を、また、平成２１年度には「HAPPY

なくらしの１２０冊 ２」を作成しました。

今回発行した第３弾では情報センターが自信を持っておすすめ

する新たな “１２０冊 ” が掲載されています。また、今回は持ちや

すいカタチで作成しました。

４つの分野はそれぞれ日々のくらしに役立つ知識の宝庫です。こ

の冊子を入り口として、新たな HAPPY に出会っていただければ

幸いです。

紹介している本は、情報センターで閲覧・借受できるものばか

りです。ぜひご活用いただき、みなさまのくらしにお役立てください。

札幌エルプラザ 情報センター
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 男女共同参画社会とは全ての

場面で男女が差別されることが

なく、対等なパートナーとして生

きる社会を作ることです。自分も

相手も大切に尊重される社会っ

てどうしたら作れるのでしょうか？

一緒に考えてみませんか。

アジアにおけるジェンダー平等　
―政策と政治参画
辻村 みよ子・スティール若希／編　 東北大学出版会 2012.3 ［Ｂ33 ツ］

女性の参画促進を目指す上で政策の面から考えることが重要です。アジ
ア各国の取り組みや諸政策をシンポジウムやセミナーの成果から国別に
考察している本です。日本では紹介の少ない、ジェンダー平等政策の新
しい動向についても知ることができます。

女たちが動く　
―東日本大震災と男女共同参画視点の支援
みやぎの女性支援を記録する会／編著　 生活思想社 2012.5 ［Ｃ10 ミ］

東日本大震災で被災した女性たちが、同じく被災した女性たちの支援
に取り組んだ１年を記録しています。自ら被災しつつもきめ細やかな支援
を親身に行う女性たち。災害時には注目されてこなかった問題について
も、課題の掘り起こしを試みています。
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男女共同参画社会と市民

藤原 千賀／著  武蔵野大学出版会 2012.9 ［B13 フ］

男女共同参画社会を実現するには、社会のシステムはどうあるべきなの
でしょうか。市民としてどのように行動するべきか？女性学の講義が一冊
のテキストにまとまっています。巻末には男女共同参画社会基本法が収
録されています。

女性のいない世界　
―性比不均衡がもたらす恐怖のシナリオ
マーラ ヴィステンドール／著 　講談社 2012.6 ［Ｂ30 ウ］

男女不均衡が引き起こす社会問題について、その深刻さを訴えています。
中国やインドでは一人っ子政策の結果、男性が増加しています。その裏
には英米を中心とした国際機関による恐るべき人口抑制がありました。
地球規模で男性化が進む現状を赤裸々に伝えたノンフィクションです。

ジェンダーと教育
―横断研究の試み
愛知淑徳大学ジェンダー・女性学研究所／編　 ユニテ 2012.3 ［Ｄ26 ア］

専門分野の異なる大学の先生たちが、大卒女性の再就職、男女共学
に対する批判の分析、小学校の国語の教科書に見られるジェンダー、「ピ
ンクレンジャー」はお嬢様か、など広く「ジェンダーと教育」について考
察した本です。

ちいさなジェンダー

段 丹映子／著　 ほおずき書籍 2012.4 ［Ｄ26 ダ］

双子のあい（女の子）きい（男の子）を主人公に、両親、祖父母に
囲まれた日常生活を描いた四コママンガ。気軽に読め、身近に存在す
るジェンダー差別や矛盾について楽しく学べます。
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DV（domestic violence）とは 配

偶者やパートナーなど親密な関係

の中で起こる暴力のことです。ここ

でいう暴力は身体的暴力だけでは

ありません。愛する人との関係の

中にDVが潜んでいないか、ちょっ

と立ちどまって考えてみませんか。

パートナー暴力
―男性による女性への暴力の発生メカニズム
Ｍ．ハーウェイ・Ｊ．Ｍ．オニール／編著・鶴 元春／訳　 北大路書房 2011.9 ［B41 ハ］

女性が虐待関係に止まる理由や虐待者の類型化といった従来のＤＶ研
究の枠を越え、男性による女性に対する暴力の原因を多面的に考察し
た一冊です。

ドメスティック・バイオレンス
―絶望のフチからの出発
道 あゆみ／監修　 実業之日本社 2009.3 ［B41 ミ］

DVという事象が、実はだれにとっても無縁でないことを、分かりやすく
伝えようと企画された一冊。一人でも多くの方が救われ、それによってこ
の国がより良いものに変わっていくための具体的対処法が書かれていま
す。
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デートDVと学校
―“あした”がある
高橋 裕子／編著　 エイデル研究所 2010.8 ［B41 タ］

学校で、教室でデートDV はどのように起きているのか？加害・被害生徒の
現状、目の前でデートDV を目撃している周囲の友人やクラスメートの対応
や、心的な影響について、教師たちの「デートDV」への認識と対応や防
止教育の実態などをわかりやすく紹介しています。学校現場で「デートDV」
に向き合う全ての人にとって、解決の糸口を見出すきっかけとなるはずです。

恋するまえに
―デートＤＶしない・されない　１０代のためのガイドブック
バリー・レビィ・小野 りか／著・山口 のり子／訳 　 梨の木舎 2009.6 ［B41 レ］

デートＤＶしない・されない１０代のためのガイドブック。この本は、恋愛
関係での虐待行動について知りたいと思っている１０代の人たちのため
に書かれた本です。友人、親、家族、先生カウンセラーなどと一緒に
読めるようになっています。　　　　

愛は傷つけない
―DV・モラハラ・熟年離婚 ―自立に向けてのガイドブック
ノーラ・コーリ／著　 梨の木舎 2008.6 ［B41 コ］

彼に愛されるがために、彼に認められるがために、自分らしさを失ってい
ませんか？そして、『愛は束縛』だと思い、自分の心の痛みに気付かない
ふりをしていませんか？自分が自分らしく生きるために……、あたらしい一
歩を踏み出そうとする女性と男性に贈る、DV カウンセラー /ノーラ・コー
リからのアドバイスと生きるためのメッセージがたくさん詰まった一冊です。

いつか愛せる DV共依存からの回復

あさみ まな／著 　朱鳥社 2010.10 ［B41 ア］

夫から精神的・肉体的暴力を受け、夫は『アルコール依存症』、著者
自身は、「『共依存』という病である」という診断を受けた二人の回復
への道のりを追ったドキュメント。著者はDVに関する本や参加した自助
グループの助力を得て、もう暴力は受けないと決意します。生まれ変わっ
た二人の現在を著者、そして夫自身が語っています。
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ただ働くのではなく、「自分

らしく働く」ためのヒントと

なるような本を集めてみまし

た。自分の働き方で迷った、

そんなときに手に取ってい

ただきたい本ばかりです。

働く女子の夢
26人の働き方、夢、なりたい自分
日本ドリームプロジェクト／編　 いろは出版 2011.10 ［C32 ニ］

人生にはさまざまな選択がありますが、この本では「働く」ことを選んだ
26 人の女性が紹介されています。夢を追いかける、スキルアップを目指
す、子育てとの両立、「なりたい自分」に向かって進む女性たちの姿には、
働く女性がもっと輝くためのヒントが詰まっています。

「女性を活かす」会社の法則

植田 寿乃／著 　日本経済新聞出版社 2007.6 ［C32 ウ］

「女性は家庭を守り、男性は外で仕事をする」から「男性も女性も働き
続け、一緒に家庭を作っていく」という役割図式に社会が変わっていく
中で、組織は女性を活かすためにどのような取り組みをすべきなのか。
女性のライフプランへの不理解、無意識のセクハラなど、企業が陥りが
ちな盲点を元に女性活用の方法を探っていく一冊です。
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ルポ賃金差別

竹信 三恵子／著　 筑摩書房 2012.4 ［C34 タ］

資本主義社会では、「格差」はどうしたって生じると思い込んでいません
か？その「格差」は実は「差別」かもしれません。同じ仕事をして、同
じ成果を出しても、身分によって賃金が異なる不思議な国の状況につい
て客観的にみつめてみませんか？

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 2011.7 ［C37 コ］

株式会社ワーク・ライフ・バランス代表の小室淑恵さんと NPO 法人フロー
レンス代表の駒崎弘樹さん、「働き方の見直し」という同じ目標に向か
て仕事をしてきた二人の著者が、ワーキングカップル＝共働きの２人に向
けて送る一冊です。男女双方の視点から、働き方、育児との両立、普
段のコミュニケーションについて語られています。

「社会を変える」を仕事にする
―社会起業家という生き方
駒崎 弘樹／著　 筑摩書房 2011.7 ［OA0 コ］

病時保育事業を行う認定ＮＰＯ法人フローレントの代表駒崎弘樹の自伝
的エッセイ。困難であきらめそうなときに何をすべきか、どうやって困りご
とをビジネスにしていくかなど、起業のヒントがたくさん。「社会を変える
こと」＝「仕事になること」に希望を感じる一冊です。

自分思考

山口 絵里子／著　 講談社 2011.9 ［C36 ヤ］

「君はなんでそんなに幸せな環境にいるのに、やりたいことをやらないん
だ」。バングラデシュで世界に通用するバッグを作り、適正な価格で日本
で売る事業を行っている社会起業家山口絵里子さんのエッセイ。あなた
のやりたいことは何ですか？



10

一言で「家族」といえども、

そこにはさまざまな形があり、

その中で起こる問題などもさま

ざまです。「家族とは何か」

を考えてみるきっかけになる

本を紹介します。

家族新聞

浅田 政志／写真・共同通信社／文　 幻冬舎 2010.12 ［Ｄ10 ア］

家族の数だけあるそれぞれの家族の形を取材した記録。ひとつひとつの
家族を温かな写真と文章で紹介しています。家族とは何かを考えさせら
れると同時に心あたたまる一冊です。

子づれシングル
―ひとり親家族の自立と社会的支援
神原 文子／著　 明石書店 2010.5 ［Ｄ10 カ］

子連れシングルの置かれている状況がよくわかる一冊。結婚から離婚
に至るまで、子連れシングルの雇用問題や子連れシングル家庭で育つ
子どもたちのことなど、数値指標も多く掲載されています。子連れシン
グルになろうと考えている方、子連れシングルを支援する方におすすめ
の本です。
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家族の悩みにおこたえしましょう

信田 さよ子／著　 朝日新聞出版 2012.9 ［D13 ノ］

家族に起こりうる問題について、カウンセラーである著者が相談の事例を
もとにリアルな質問をつくり、その問いに回答する形式で書かれた本です。
夫婦間のこと、親子関係、仕事のことなど、自分自身の悩みを重ね合
わせられる部分があるのではないでしょうか。家族関係で悩みがある方
におすすめの一冊です。

母を棄ててもいいですか？
―支配する母親、縛られる娘
熊谷 早智子／著　 講談社 2011.11 ［Ｄ13 ク］

支配する母親と娘の関係をテーマに書かれた本。「プレッシャー母」や「見
栄っ張り母」など、掲載されている事例から、さまざまな支配の仕方が
あることがわかります。支配から逃れるには、「気づき」が必要だという
ことがこの本を読むと感じ取ることができます。母との関係で悩んでいる
女性におすすめの一冊です。

家族を生きる
―違いを乗り越えるコミュニケーション
平木 典子／著　 東京大学出版会 2012.9 ［D13 ヒ］

夫婦のコミュニケーション、仕事と家庭の両立、子どもとの関係、介護
などの家族に起こりうる問題をジェンダーの視点で考えられた一冊です。
対話形式のため、大変読みやすく、家族を取り巻く現状が理解しやすく
書かれています。多様性を理解し、自分らしい生き方の選択のヒントとな
る一冊です。

オトナ婚です、わたしたち
―十人十色のつがい方
大塚 玲子／著 　太郎次郎社エディタス 2013.3 ［D12 オ］

形にとらわれない結婚＝ “ オトナ婚 ”。事実婚、別居婚、子連れ婚、
女×女婚、役割逆転婚など、さまざまな形態の " 結婚 " のカタチを実例
で紹介しています。インタビュー形式で実状がつかみやすいのが特徴で
す。自分にぴったりくる結婚を見つけるヒントとなる一冊です。
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リプロダクティブヘルス／ライ

ツ（女性が生涯を通じて、自

分の身体や性について自己

決定を行い健康を享受する

権利）の視点に立って、今

の女性の状況をあらためて考

えてみませんか？

女子のためのカラダ事典

小池 ひとみ／監修　 新星出版社 2012.8 ［Ｅ10 コ］

女性の体のしくみや妊娠、病気など女性特有の情報が掲載されている
本。専門用語が少なく、中高生でも読みやすい一冊です。自分の体と
上手に付き合い、自分らしい選択をしていくための基礎知識を得るとき
に役立つ本です。

女のコだもん！！
―からだと心のハッピー☆ノート
MON／作・絵　 集英社 2012.3 ［D27 モ］

女のコのこころとからだについて主人公が大人と会話する形式で書かれ
た本。小学生の女の子が持つ悩みについて、どのように考えていったら
いいかという解決方法や必要な知識が満載です。自分のからだを大切
にするために、小学生におすすめしたい一冊です。
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「ダメな私」に○をする

香山 リカ／著　 中央法規 2012.9 ［B15 カ］

自分で自分に〇ができない女性が多くいるといいます。その原因を現代女
性が抱える二重の生きづらさ「そもそもの生きづらさ」、「今どきの生きづらさ」
に分けて考察した一冊。女性がとらわれやすい心理やおかれやす状況など
精神科医である著者の経験などを交えながら具体的に書かれています。

「今のままで大丈夫！」と気持ちをふっと軽くしてくれる一冊です。

女子と出産
―晩産時代を、どう生きる？
山本 貴代／著　 日本経済新聞社 2010.2 ［Ｅ15 ヤ］

産むか産まないか、自分らしく決めるために参考になる本です。近年の
晩婚、晩産の状況を数値指標と筆者の経験を交えて分析しています。
結婚するかしないか、産むか産まないか、人生の転機を主体的に決断し、
のちに後悔しないために、若い世代におすすめしたい一冊です。

人に言えないからだの悩みを解決する本

対馬 ルリ子／総監修　 小学館 2010.11 ［E13 ツ］

本書は、「普通の若い女性によくある症状」の背景や医学的異常について、
また、ホルモンや心や生活の偏りについて、いろいろな見方らか一緒に診
療した本と産婦人科医の総監修者が綴っています。さまざまなからだの悩
みについて、医師をはじめアロマセラピーの専門家などが横断的に解決方
法を示しています。こころやからだのことで悩んだとき役立つ一冊です。

セクシュアリティ・スタディーズ

宮 淑子／著 　新水社 2010.10 ［Ｅ11 ミ］

「女であることが、そのまま自分の生と性の肯定につながるようになるとい
い」と考え書かれた本。性への偏見や思い込みがなぜ意識化されてい
るのかなどの問題に切り込んでいます。セクシュアルマイノリティ、性感染
症などの病気、中絶、不妊などの性に関することをはじめ、女性に対す
る暴力についても書かれています。



消費生活
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スマートフォンやタブレット端末の普及

にともない、インターネットショッピング

は私たちにとって、とても身近な存在に

なりました。未然にトラブルを防ぐため

にも、消費者としての知識を学び豊か

な生活を送りましょう！

インターネットの法律Q&A
―これだけは知っておきたいウェブ安全対策
岡村 久道・森 亮二／著　 電気通信振興会 2009.7 ［007.3 オ］

インターネットに関する法律を Q&A 形式で解説しています。事業者の義
務を中心に、オンライン通販に関わる法律の解釈を掲載しているほか、
ショッピング以外でもインターネットで起こりうるトラブルの場面で活用す
ることができる一冊です。

ネット取引被害の消費者相談

東京弁護士会消費者問題特別委員会／編　 商事法務 2010.2 ［365 ト］

消費者保護の視点から、特定商取引法や割賦販売法、不正アクセス
禁止法などネット取引に関する法律の仕組みや概念が述べられています。
また、後半では具体的問題事例を法律の解釈を交えながら解説してい
ます。



消費生活
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ネット通販で！ お買いもの上手になりました。

カツヤマ ケイコ／著　 メディアファクトリー 2010.7 ［673.36 カ］

インターネット通販での買い物で、実物を見ていなかったせいで失敗し
た！という経験はありませんか？毎日１アイテムは買い物をしている著者
が、賢くファッションアイテムを買うコツを伝授。実用的な情報満載のちょっ
と笑えるコミックエッセイです。

インターネット消費者相談 Q&A

第二東京弁護士会消費者問題対策委員会／編 　民事法研究会 2011.2 ［365 ダ］

「オークションのノークレームノーリターンは絶対か？」「個数を間違えて
入力してしまった」など、身近で起こり得るネットショッピング等について
解説しています。巻末には参考文献として、本書で引用している法律の
条文が掲載されており、わかりやすい内容となっています。

インターネット新時代の法律実務Q＆A

田島 正広／監修・編　 日本加除出版 2012.1 ［007.3 タ］

インターネットに関連するさまざまな法律の問題について、ツールごとに
Ｑ & Ａ形式で回答しています。ネットショップの章では、インターネットで
購入した商品の返品・交換などの契約問題やネットオークションについ
てなど、買う側だけでなく売る側の問題についても解説しています。

気をつけよう！ 消費者トラブル ２ 買い物編

秋山 浩子／文・納田 繁／絵・デザイン　 汐文社 2011.12 ［365 キ］

子ども向けにマンガ形式で、買い物時に起こるトラブルについてわかりや
すく解説されています。子どもが店頭やネットショッピングで遭うトラブル
について、４つのケースを例にあげて紹介されています。本書はシリーズ
化されており、「ケータイ編」「契約編」も刊行されています。
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マルチ商法や強引な訪問販売など

の悪徳商法は後を絶ちません。最

近では子どもや高齢者を狙った悪質

なケースも増えてきています。「被害

に合う前に知っておけばよかった

……」となる前にここで紹介する本を

ぜひ読んで、自分自身を守りましょう。

これで安心 だまされない！ ３５のＱ＆Ａ

村 千鶴子／著 　全国官報販売協同組合 2011.2 ［365 ム］

毎日新聞に連載中の「月間だまされない！！」をまとめた本書。法律実
務家の視点から、さまざまな消費者トラブルと解決の道筋を Q&A 形式
で紹介しています。それぞれのトラブルのポイントがすっきりまとまっており、
読みやすい内容です。

よくわかるクーリング・オフの仕方　
―悪徳商法に対処するときの一冊
村 千鶴子／著　 日本法令 2010.7 ［365 ム］

多くの方が一度は耳にしたことがあるであろう「クーリング・オフ」。消
費者にとって心強い制度である一方、誤解も多く、実際の方法を知らな
い方も多くいます。本書では、さまざまな契約パターンごとに、具体的な
通知の書き方を紹介しています。いざというときに頼れる一冊です。
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悪の経済学　

北芝 健／著　 ＫＫロングセラーズ 2010.2 ［326.26 キ］

一見穏やかに見える現代社会も少し裏をのぞいてみれば、詐欺、暴力団、
悪質商法など、さまざまな危険が潜んでいます。本書では、元刑事であ
る著者の視点で、くらしのすぐ隣に潜む悪の手口を暴きます。

くらしの豆知識　２０１３年版　

国民生活センター／編　 国民生活センター 2012.9 ［365 コ］

消費者のための国の機関、独立行政法人国民生活センターが毎年発行
している本書。最新のデータをもとに、契約や商品、悪質商法など、暮
らしに役立つあらゆる情報をコンパクトにまとめています。2013 年版の
特集は「長寿時代に生きる」です。

１８歳から考える消費者と法

坂東 俊矢・細川 幸一／著　 法律文化社 2010.11 ［365 バ］

「大人の階段」をのぼる時期の 18 歳に向け、自ら考え行動する消費者
として生きていく術を提供する一冊。消費者の権利や歴史、法律のほか、
悪質商法や安全についてもわかりやすく解説しており、18 歳はもちろん
大人にもおすすめです。

おいしい話に、のってみた　
―“問題商法”潜入ルポ
多田 文明／著　 扶桑社 2012.9 ［368.6 タ］

開運ブレスレット、内職商法、必ず当たる競馬情報・・・。何かと不
安の多い現代社会で、あなたのすぐそばにある甘い罠。時代とともに刻々
と変化する手口に、著者が敢えて飛びつき実情を追った一冊です。
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食品衛生とは、私たちが日々 食べ

ものを消費し健康に過ごすため

に、食品による危害を予防し安

全管理をしていくことです。

今回は、食の安全にかかわる

いろいろな問題や法律についての

本を紹介します。

食べもの日本地図鑑

小泉 武夫／監　 平凡社 2012.3 ［612.1 コ］

さまざまな食材の産地を地図で学び、どのようにして店まで届くのか、各
地域の生産物の特色まで、イラストと写真でわかりやく紹介しています。
地図と食べもの図鑑が一緒になった絵本に、たくさんの食材の基礎知
識、産地解説が掲載されていて楽しく学ぶことができます。

情報が食の安全を守る

神山 美智子・山口 英昌／編 　旬報社 2012.10 ［498.54 カ］

食の安全にかかわる情報を集め公表し、行政や食品業者に働きかけを
することを目的としたネットワーク「食の安全・市民ホットライン」。この
メンバーが、輸入食品の安全性、食品汚染の実態など商品の実情と問
題点、消費者には届かない食の情報、消費者の権利についてわかりや
すく説明しています。
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食品安全問題と法律・制度

梶川 千賀子／著 　農林統計出版 2012.1 ［498.54 カ］

近年さまざまな食品安全問題が、私たち消費者を不安にしてきました。
社会的に注目された食品問題を題材に、食品の安全に関連する各種の
法規や制度を解説いています。食品表示、食料安全保障、農薬規制な
どの関連法規についての入門書です。

「食の安全」基礎知識

岡部 とし子 ［ほか］／著 　アドスリー 2010.2 ［498.54 オ］

私たちの生活の中にはたくさんの食品があふれ、さまざまな情報が取り
巻いています。私たち消費者が何を選び、どのように食べるのかを考え
る一冊です。食の安全への課題、細菌による食中毒とその予防法、食
品添加物、遺伝子組換え作物、BSE、輸入食品などをそれぞれの専門
分野の研究者がわかりやすく解説しています。

ポテチを異常に食べる人たち
―ソフトドラック化する食品の真実
幕内 秀夫／著　 ＷＡＶＥ出版 2010.5 ［498.5 マ］

ストレスを抱え込みやすい時代の中で、スナック菓子に癒しを求めてしま
う人が増えています。一度食べると止まらなくなり、知らず知らず依存し
てしまう危険性があります。スナック菓子を食事代わりにしてしまう危険性
と食品の付き合い方を解説。食生活を見直すきっかけとしておすすめで
す。

それでも遺伝子組み換え食品を食べますか？

アンドリュー・キンブレル／著 　筑摩書房 2009.9 ［498.54 キ］

遺伝子組み換え食品は安全性を検査しないまま流通され、私たちは人
間の健康にどのような影響を及ぼすのかを知らずにそれらの食品を食べ
ています。遺伝子組み換え作物の安全性に疑問を投げかけ、幅広い調
査に基づきわかりやすく解説し、さらにスーパーマーケットでの遺伝子組
み換え食品の簡単な見分け方を紹介しています。
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ようやく手に入れたマンションやマイ

ホーム。でも、購入した後や引越し

後、「あれっ？」と思うことはありませ

んか？　「家」は人生にとって最も大

きい買い物のひとつです。安心して

暮らせる住まいを手に入れるため

に、おすすめの図書を紹介します。

家を買いたくなったら 

長谷川 高／著　 ＷＡＶＥ出版 2011.2 ［365.3 ハ］

家を買おう！と決めても、いざ買うとなるといろいろとわからないことに気
づくはず。持ち家と賃貸との違い、マンションと一戸建てのそれぞれの
利点、住宅ローンって何？そんな疑問に答えてくれる頼りになる一冊です。

家づくりのすべてがスラスラわかる本　２０１３

エクスナレッジ 2012.12 ［365.3 エ］

家づくりをはじめようとするときに必要なお金、法律、間取りや構造など
に関する知識を、図やイラストを交えながらわかりやすくガイドする本書。
家を建てる前に、ぜひ一度読んでおくべき一冊です。
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消費者のための家づくりモデル約款の解説

日本弁護士連合会消費者問題対策委員会／編 　民事法研究会 2011.1 ［520.91 ニ］

家づくりは、一生に一度あるかないかの大きな買い物であり、誰しも欠
陥のない安心できる住まいを手に入れたいものです。日夜消費者保護に
取り組む日本弁護士連合会が、あるべき約款の形を示す一冊です。

３０年度に絶対後悔しない中古マンションの選び方
―永住するための物件選び
全国不動産鑑定士ネットワーク／監修　 河出書房新社 2009.8 ［365.35 ゼ］

現在、これまでの「古い・汚い」というイメージから脱却し、「安い・自由」
といった新たなイメージの中古マンションが、住宅選びの新たな選択肢
の一つとなっています。本書では、不動産のプロが中古マンションの選
び方を徹底解説しています。

エイジング・イン・プレイス　
―超高齢社会の居住デザイン 
大阪市立大学大学院生活科学研究科／編著　 学芸出版社 2009.9 ［365.3 オ］

2020 年、団塊世代が高齢期を迎えた社会で、「エイジング・イン・プ
レイス」、つまり高齢者が地域に住み続けながら幸福な高齢期の生活を
迎えるためには、どのような居住システムが必要かを論じる一冊です。

「リフォーム」悪徳業者に絶対だまされない本

末吉 正浩／著　 エール出版社 2006.8 ［527 ス］

住宅に関する専門知識を持たない消費者、中でも高齢者をターゲットに
する悪質リフォーム業者による被害が跡を絶ちません。本書では、悪質
なリフォーム業者の手口と、その対策を解説しています。
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私たちが生活する上で必要不可欠

な「お金」。お金についてどのくら

い知っていますか？　おこづかいを

もらっている子どもから、自分で働

いてお給料をもらっている大人まで、

わかりやすくて、ためになる生活に

即したお金の本を紹介します。

お金ってなんだろう？
―子どもに伝えたい大切なこと
石村 衛／著 　ＰＨＰ研究所 2009.12 ［379.9 イ］

小さな我が子にお金の大切さや健全な使い方を伝えるにはどうしたらい
いでしょうか？ 親の立場から、子どもに知ってほしいこと、教えなければ
いけない “ お金のこと” がわかりやすく丁寧に書かれています。子どもを
持つ親向けですが、中高生からでも読みやすい一冊です。

心も生活も整理されて輝く！
―貯金・節約のすすめ
横山 光昭／著　 ぱる出版 2011.12 ［591 ヨ］

「節約してる」という意識が無いくらい、上手に生活するためにはどうし
たらいいのでしょうか？　ポイントとなる事柄がわかりやすく箇条書きで書
かれています。ただの節約術だけではなく、なぜ今節約したいのか、こ
れからどんな生活がしたいのかを読者に問いかけています。
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５００円玉の旅　
―お金の動きがわかる本
泉 美智子／著 　少年写真新聞社 2012.7 ［330 イ］

銀行にお金を預けると利子がつくのはなぜ？どうして教科書は無料なの？
世界を動かしているお金についての基礎がわかる児童向けの本。家計
簿の内容なども紹介されていて、毎月貰うおこづかいの大切さがよくわか
ります。 “ 国債 ” や “ 融資 ” など難しい言葉には解説がついています。

あなたの財布には穴があいていませんか？
―無理のない貯蓄のノウハウ
泉 正人／著 　ＰＨＰ研究所 2010.9 ［591 イ］

細かいお金のことばかりに気を取られていては、長期的な本当の節約に
はなりません。日々の固定費や時間の使い方を見直すことも大切です。
現在は金融学習協会理事長でありながら、大変な浪費家だった過去を
もつ著者が教えるお金の管理方法です。

レシートを捨てるバカ、ポイントを貯めるアホ

坂口 孝則／著 　朝日新聞出版 2010.12 ［591 サ］

“ ポイント還元 ” や “ 現金値引き” などお得感をアピールする言葉が溢
れる社会の中で、惑わされずに賢く買い物するにはどうしたら良いので
しょうか？元バイヤーの著者が、企業でのコスト削減経験を活かし、個
人でできるお金の貯め方や買い物のコツなどを教えてくれます。

No.1エコノミストが書いた 世界一わかりすい
金利の本
上野 泰也／著　 かんき出版 2010.7 ［338.12 ウ］

生活やビジネスに深く浸透しているけれど、あまり馴染みの無い金利に
ついて、図解や表を使って初心者にもわかりやすく解説しています。金
利が世界経済に及ぼす影響や、金利の読み方なども紹介。金利の動き
を知ることで日本経済のこれからを読むことができます。
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「NPO」や「市民活動」と

一口にいってもその内容や活

動のスタイルはさまざまです。

活動事例やわかりやすい解

説が記されている本を中心

に紹介します。「市民活動の

今」を読んでみませんか？

はじめよう！ ひろげよう！ NPO法人

熊谷 則一 ［ほか］／著　 中央経済社 2012.5 ［OA0 ク］

平成２４年４月に改正された NPO 法に対応した法人設立ガイド本。質
問に答える形で書かれており、設立以外にも運営や解散などの場面で
役立てることができる内容となっています。今回の改正で利用しやすくなっ
た認定 NPO 法人制度も詳しく解説されています。

NPOで働く

工藤 啓／著 　東洋経済新報社 2011.7 ［ＯＡ０ ク］

27 歳で NPO 法人を立ち上げ理事長となった著者が、NPO で働くとは
どういうことなのかについて書いています。NPO を立ち上げた背景やそ
こで働く仲間、NPO を支える企業や支援するための方法など、読み手
にできることを考えさせてくれる一冊です。実践者にもこれから社会貢献
を考える企業にとってもおすすめです。
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テキスト市民活動論
―ボランティア・ＮＰＯの実践から学ぶ　
大阪ボランティア協会／編・早瀬 昇 ［ほか］／著　 大阪ボランティア協会 2011.9 ［ＯＡ０ オ］

本書は、概論編と分野事例編で構成され「ボランティア」「ＮＰＯ」「行
政との協働」「ＣＳＲ」「中間支援組織」など、市民活動を学ぶための
基本知識がわかりやすく掲載されています。市民活動を学ぶためのテキ
ストとして、また、これから活動を始める人や学びを深める人にもおすす
めの一冊です。

市民のネットワーキング 市民の仕事術Ⅰ

加藤 哲夫／著　 メディアデザイン 2011.6 ［ＯＡ０ カ］

著者はＮＰＯの先駆地と言われる宮城県仙台市の特定非営利活動法人
せんだい・みやぎＮＰＯセンターの元代表理事。この本は、何かを始め
たい、社会に対して行動を始めたいと思ったときに役立ちます。著者の
経験に基づくＮＰＯ術が随所に盛り込まれており、ＮＰＯ活動の入門書
とも言える本です。

実務家のためのNPO法人の会計と税務

中田 ちず子/著 　税務研究会出版局 2012.4 ［OA0 ナ］

NPO 法人会計基準および平成２４年改正の NPO 法人制度に関した
会計・税務の解説本となっています。通常の会計マニュアルと比べて、
法人税や消費税など「税務」に関する内容が詳しく掲載されています。
NPO の会計担当の方におすすめの一冊です。

ＮＰＯ実践マネジメント入門 

パブリックリソースセンター／編　 東信堂 2012.1 ［OA0 パ］

ＮＰＯは非営利組織ですが、「組織運営」という視点では、営利組織
である一般企業と変わりなく戦略的な運営が強いられることがあります。
この本は、戦略編、実践編、実務編と3 部構成からなり、ＮＰＯ運営
のための教科書といえます。ＮＰＯ法人会計基準に対応した改訂版です。
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「まちづくり」とは誰も

が暮らしやすい「まち」

をつくるための活動の

こと。まちの使い手で

ある私たちにできるこ

とってどんなことでしょ

うか。私たちのまちを

元気にするヒントが詰

め込まれた６冊を紹介

します。

つながりゆるりと
―小さな居場所「サロン・ド・カフェ こもれび」の挑戦
うてつ あきこ／著　 自然食通信社 2009.12 ［ＯＢ０ ウ］

ホームレス支援を行ってるＮＰＯ法人のボランティアスタッフが「人間関
係の貧困」について考え、居場所づくりに取り組む記録です。この活動は、
人と人がゆるやかにつながる「カフェ」に始まり、最後の居場所「お墓」
にまで至ります。一生を通しての「人とのつながり」や「自分の居場所」
について深く考えさせられます。

子どもが道草できるまちづくり　
―通学路の交通問題を考える　  
仙田 満・上岡 直見／編 　学芸出版社 2009.7 ［OD0-セ］

通学路の交通問題の視点から、子どもが安心して暮らせるまちづくりに
ついて書かれている一冊です。道草できる通学環境の重要性や、子ども
自身がまちづくりに参画するための「子どもの権利条約」や「子どもに
やさしい都市」などが紹介されています。
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コミュニティデザイン
―人がつながるしくみをつくる
山崎 亮／著 学芸出版社 2011.5 ［ＯＤ０ ヤ］

まちを変え、資源を活用するために、どうしたら人や地域を巻き込んで
いけるのか、ヒントとなるアイディアがたくさん書かれています。いくつも
の事例紹介が紹介されており、これらの温かく真剣な取り組みは、読ん
でいるだけでドキュメントドラマを見ているような気分になります。

地域を変えるソフトパワー
―アートプロジェクトがつなぐ人の知恵、まちの経験
藤 浩志・AAFネットワーク／著　 青幻舎 2012.12 ［OD0 フ］

アートの視点からまちづくりに取り組む事例 14 ケースを紹介。この本で
いう「アート」は芸術の意味だけではなく、斬新な発想や人々に感動を
生み出す物事を指しており、「地域振興」や「地域活性化」という言葉
にしばられず、住民や NPO 団体がいきいきとした様子でそのまちに向か
い合う姿が取材されています。

地域を変えるデザイン
―コミュニティが元気になる30のアイデア
筧 裕介／監修・issue＋design project／著　 英治出版 2011.11 ［ＯＤ０ カ］

巻頭では表やイラストを使用して、各種データをわかりやすく掲載。それ
に基づき、各地域での３０のアイデア満載の事例を写真と文章で紹介し
ています。生き生きとした活動の写真からひともまちも元気な様子が伝わ
り、「私にもできるかも」という勇気や「私もやりたい」という力をもらえ
る一冊です。

こどもがまちをつくる
―「遊びの都市-ミニ・ミュンヘン」からのひろがり
木下 勇・卯月 盛夫・みえ けんぞう／編著　 萌文社 2010.4 ［ＯＤ０ キ］

「こどものまち」とは、子どもたちの遊びでつくられる模擬都市のこと。ま
ちの中では子どもたちが主役となり、「仕事」をし、「給料」を得て、そ
れを自由に使う営みを通してまちのしくみを理解しながら、まちをよりよく
変えていきます。本書を参考に実際に活動した「こどものまち」、全国各
地 29 の事例を紹介しています。
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東日本大震災が起きた２０１１年３月１１

日は私たちにとって忘れられない日に

なりました。今一度、自分たちができる

ボランティアや防災について考えてみ

ませんか？　ここでは主に震災直後に

活躍したボランティアや地域活動を記

した本を中心に紹介します。

おもかげ復元師の震災絵日記

笹原 留似子／著　 ポプラ社 2012.8 ［ＯＧ０ サ］

札幌市生まれの「復元納棺師」である著者は東日本大震災発生後、
津波被害の大きかった沿岸地域に入り、大きな損傷を受けた３００人以
上の遺体を生前の姿に戻す「復元ボランティア」に献身しました。やさ
しいスケッチで描かれた復元された方の似顔絵と遺族とのエピソードが
絵日記として綴られています。

ヒトのチカラ。
―東日本大震災被災地、災害ボランティアセンターで起こったいくつものドラマ。
小田原 きよし／著　 マーブルトロン 2011.9 ［ＯＧ０ オ］

東日本大震災被災地で行われた１５０日間に及ぶボランティア活動を、
写真を織り交ぜながら解説しています。実際に行ったボランティア活動の
紹介や、著者がボランティアリーダーとして活動中に心がけたことなどが
詳細に書かれています。
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社員と地域を幸せにする会社　　　
―夢はここからはじまる
福島 正伸／著　 PHP研究所 2011.11 ［ＯＡ０ フ］

東日本大震災で壊滅的な被害を受けた石巻市や陸前高田市など、東
北沿岸地域では多くの仕事が失われました。本書は社員の雇用を守る
ため、町の発展のためにと、災害を乗り越えようと立ち上がった経営者
たちの姿が書かれています。

子連れ防災手帖

つながる.com／編　 メディアファクトリー 2012.3 ［ＯＧ０ ツ］

被災ママの体験談をもとに書かれた防災マニュアル。災害時の被害を最
小限にするために必要な準備やママ目線でセレクトした防災グッズ、緊
急時に必要な家族のルールなどがイラストを交えながら紹介されていま
す。

人を助けるすんごい仕組み

西條 剛央／著　 ダイヤモンド社 2012.2 ［ＯＡ０ サ］

東北出身・ボランティア経験なしの著者が日本最大級の支援組織「ふ
んばろう東日本支援プロジェクト」をつくった舞台裏が書かれています。
Twitter 上で始まった「ふんばろう南三陸町」が東日本全体に広まり著
名人の協力を得るまでの経緯を知ることができます。

震災で本当にあった泣ける話

イースト・プレス編集部／編著　 イースト・プレス 2011.10 ［OG0 イ］

東日本大震災後に、被災地で実際にあったエピソードをもとに書かれた
ノンフィクション。被災地のラジオで流れた「アンパンマンマーチ」や元
暴走族の少年がボランティア活動を始めたエピソードなど、人の優しさを
あらためて感じる話が綴られています。



市民活動

30

最近では国や政府間だけで

はなく、ＮＧＯを中心とする民

間団体による海外支援が増え

てきており、発展途上国のた

めの「開発教育」という言葉

もよく聞かれるようになりまし

た。海外で活躍する多くの日

本人ボランティアの姿から、

少しでも国際協力に興味を持

っていただければと思います。

職業は武装解除

瀬谷 ルミ子／著　 朝日新聞出版 2011.9 ［ＯＪ０ セ］

著者は自分のことを『職業は武装解除』と紹介します。「日経ウーマン・
オブ・ザ・イヤー２０１２」準大賞、「世界が尊敬する日本人２５人」に
も選ばれた著者の半生をもとに、世界各地で起きている紛争の様子が
書かれています。

最も大切なボランティアは、自分自身が一生懸
命に生きること
池間 哲郎／著　 現代書林 2011.10 ［ＯＪ０ イ］

NPO 法人アジアチャイルドサポート代表理事である著者が、２０年以上
の活動経験をもとにアジアの発展途上国における国際ボランティアの実
情を書いています。また、本書には付録として特典映像 DVD「ゴミ捨
て場に生きる人々」が付いており、著者の講演内容の一部を見ることが
できます。
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開発教育
―持続可能な世界のために
田中 治彦／編著　 学文社 2008.8 ［ＯＪ０ タ］

全３部・１３章に分けて開発教育の今とこれからが書かれています。内
容は大学生・専門学校生向けのテキストとして作られており、各章のお
わりにはそれぞれのテーマに関連した教材が紹介されています。講義や
授業の場にも役立てることができます。

ガオ村ぐるぐる。
―ベトナム学校支援プロジェクト物語
k.m.p.／作・絵　 角川書店 2011.4 ［ＯＪ０ ケ］

ベトナムの山奥にあるガオ村。そこで暮らす少数民族や村を支援する
NGO 活動の紹介をイラストを交えながら伝えている本です。文中の漢字
にはふり仮名がふられており、子どもでも読みやすく親子でも楽しめる一
冊です。

いっしょにやろうよ 最新 国際ボランティア NGO
ガイド
ＮＧＯ情報局／編　 三省堂 2010.5 ［ＯＪ０ エ］

海外だけではなく国内でもできる国際ボランティアの紹介や、自己分析
ができるチャートが載っているなど、これから国際ボランティアを始めたい、
という方におすすめの一冊です。始めるにあたってのボランティアの心得
も掲載されています。

手から手へ。
―飛んでけ！車いす一六〇〇台の笑顔
吉田 三千代／編著　 「飛んでけ！車いす」の会 2008.5 ［ＯＪ０ ヨ］

国内で不要になった車いすを国外で必要としている人に直接手渡しする
市民活動団体「飛んでけ！車いす」の会のこれまでの活動をまとめた一
冊です。本書発行時点で６５か国へ車いすが運ばれており、それぞれで
出会った人 と々の交流が書かれています。
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最近ではＮＰＯ・ＮＧＯ活動の他にも企

業のＣＳＲ活動やプロボノ、社会企業

家の活躍など、社会貢献活動の幅が広

がってきています。社会貢献活動はだ

れでも始めることができます。社会のた

め、自分のために社会貢献活動を始め

てみませんか？

社会起業家になる方法

大島 七々三／著　アスペクト 2009.3 ［ＯＡ０ オ］

本書の書き出しで、『この本は「社会起業家になる方法」というタイトル
がついていますが、ハウツー本ではありません。』との断りがありますが、
本書では社会起業家を通した、新しい働き方や生き方、ビジネスモデル
が紹介されており、社会起業家を目指す方はもちろん、社会問題に関
心がある方にもおすすめです。

社会貢献でメシを食う。
―だから、僕らはプロフェッショナルをめざす
竹井 善昭／著・米倉 誠一郎／監修　 ダイヤモンド社 2010.9 ［ＯＡ０ タ］

社会貢献を仕事にしたいという人向けに、４つの選択肢を解説していま
す。社会貢献をしたい！という若者の実態や、プロフェッショナルになるこ
との重要性が書かれています。「ＮＰＯに就職したい」「社会起業家にな
りたい」という若者におすすめです。
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会社員のためのＣＳＲ入門

大久保 和孝 ［ほか］／著　 第一法規 2008.3 ［335.15 オ］

ＣＳＲ（企業の社会的責任）というフレーズを聞く機会が増えてきていま
す。本書では企業とＮＰＯ・ＮＧＯとの協働やＣＳＲの事例紹介などが
書かれています。みなさんの職場でＣＳＲを始める前にぜひ読んでいた
だきたい一冊です。

自分のためのボランティア
―居場所ありますか、必要とされて生きていますか
三浦 清一郎／著 　学文社 2010.10 ［ＯＡ０ ミ］

高齢者社会が到来してボランティアの重要性が増していく昨今で、子育
てや仕事を退職した人が、他人のためではなく「自分のため」にボラン
ティアすることを提案している一冊です。文中ではボランティアという外来
語に日本語訳がつかない理由も紹介されています。

プロボノ　　　　　　　　　
―新しい社会貢献 新しい働き方
嵯峨 生馬／著　 勁草書房 2011.4 ［ＯＡ０ サ］

プロボノとは、職業上で培ったスキルや知識を提供するボランティア活動
のことを指します。本書では通常のボランティア活動とプロボノの違いや
プロボノが求められる時代背景などが表やグラフを用いてわかりやすく解
説されています。また、NPOとプロボノワーカー、双方の視点でプロジェ
クトの成功の秘訣が書かれています。

いまあなたにできる、５０のこと
―社会貢献、はじめの一歩
WAVE出版／編　WAVE出版 2009.8 ［ＯＡ０ ウ］

本書は、世界で何が起きているのか、具体的にこうすれば改善できるな
ど、かなり簡潔に書かれていて、とてもわかりやすい内容になっています。
ボランティアをしたいけれどなにをしていいかわからない、自分なんかが
何かしたってたいして変わらない、そんなことを考えている人におすすめ
の本です。
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私たち人間は、植物や動物

といった自然がなければ生き

ていけません。自然のことを

知り、楽しみ、また資源とし

て大切に使っていくにはどう

したらいいかを考えるための

図書を紹介します。

野あそびブック
―親子でおでかけ北海道
自然ウォッチングセンター／著　 亜璃西社 2011.7 ［NG０ シ］

北海道に生えている植物を使った遊びや、冬の雪遊びなどをイラストで
紹介しているほか、安全に遊ぶための情報や野あそびできるおすすめス
ポットも知ることができます。

地域資源を守っていかすエコツーリズム　
―人と自然の共生システム
敷田 麻実・森重 昌之／編著　 講談社 2011.9 ［NB0 シ］

エコツーリズムは、一般の観光と違い自然環境に配慮しながら楽しみ、
地域社会に貢献できる観光として期待されています。しかし実際は自然
環境への悪影響も報告されています。自然環境の保全だけでなく、人と
自然環境のかかわりを再構築するきっかけになることを説く本です。



環境保全

35

日本いきもの小百科
―名前で読み解く
平田 剛士／著　 平凡社 2012.9 ［NI０ ヒ］

「ヒトは、この地球上でおそらく唯一、ものに名前をつける能力を持つ
生き物です。」書き出しの一言目から引き込まれてしまう本書。「エゾモ
モンガ」「ブラックタイガー」「ゲンゴロウ」・・・名前の由来だけでは
なく“ 環境問題 ”という切り口から生きものたちと人間のかかわりを綴っ
ています。生き物たちへの愛着を感じる一冊です。

北海道の森林

北方森林学会／編著　 北海道新聞社 2011.11 ［NG０ ホ］

北海道の森林について、80 人の研究者たちによって総括的に書かれて
います。それぞれの専門分野を、写真や図などを用いわかりやすく解説
しており、森林のあり方、また市民と森林のつながりを考えさせられます。

土の科学
―いのちを育むパワーの秘密
久馬 一剛／著　 PHP研究所 2010.7 ［NG0 キ］

土の果たしている役割を考えたことはありますか？土はその中に空気や水を
含むため、生命を育むと考えることができます。この本では土のパワーの
秘密にさまざまな角度から迫り、世界のさまざまな土を紹介し、土の果
たす役割を伝えます。

日本のクマ
―ヒグマとツキノワグマの生物学
坪田 敏男 ・山崎 晃司／編　 東京大学出版会 2011.2 ［NG０ ツ］

日本を代表するクマの研究者が執筆した本で、最新の研究事例を踏ま
えた専門的な内容です。日本の自然におけるヒグマとツキノワグマの生き
様や人間との関わりを、生物学的視点からまとめた充実の一冊です。
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節電など省エネに取り組む人が

増えてきていますが、環境に配

慮した暮らしとはどのような暮ら

しでしょうか？　私たちの地球の

未来を考えながら、心が豊かに

なる暮らし方のヒントを手に入れ

られる図書を紹介します。

環境にやさしいお買い物
―あなたにもできるお得なエコライフ「日記」
山川 文子／著　 日刊工業新聞社 2012.8 ［NF０ ヤ］

どうせ買うなら、少しでも環境にやさしいものを買うことにしてみようと、
著者が試してみたことを紹介しています。ちょっとした考え方の転換で、
買い物の楽しさはそのままに、節約もできてしまうアイディアが詰まった一
冊です。

持続可能な未来のために知っておきたい
20の数字 
ジャパン・フォー・サステナビリティ（ＪＦＳ）／著・出版 2010.1 ［NBO ジ］

日本の今が数字で表されており、環境・経済・社会・個人にかかわる
割合や順位が書かれています。これらを数値化することで、これからの
暮らしを続けていっていいのか、何かしなければいけないのかを考えるヒ
ントが載っています。
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もうひとつの北海道環境白書 2012
―先駆者の軌跡にみる北海道の環境変化
環境中間支援会議・北海道／編　 株式会社富士コンテム 2012.11 ［NA0 カ］

２０年前みなさんは何をしていたでしょうか。そしてこれから先の２０年み
なさんは何を考え、どんな行動をとればよいのでしょうか。北海道で先
駆的に環境保全活動に取り組んできた１２人のインタビューから、北海
道の環境や社会の変化、その時の判断などを知り「これから」を考えて
みませんか？

最高の省エネ・エコ住宅のつくりかた 
くらしかた
中山 繁信／著　 エクスナレッジ 2011.11 ［NF0 ナ］

家の構造の工夫から、すぐにできる暮らしの工夫まで、さまざまな視点か
らエコ生活のアイディアが紹介されています。「小さなことでも皆が一緒に
行えば大きなエコになる」ということに気づかされる一冊です。

できた！電気代６００円生活

はら みづほ／著　 北海道新聞社 2012.11 ［NF0 ハ］

東京でのＯＬ生活をやめ、世界６大陸６０カ国を旅した著者が、札幌で
実践しているエコライフの実践例をまとめた一冊です。暮らし方を工夫す
ることや人と自然とつながることで実現した「電気代６００円生活」を知
ることで、自分自身の暮らしを見直すきっかけとなるかもしれません。

エコで豊かになるヒント

大津 恭子／著　 KKロングセラーズ 2010.12 ［NF0 オ］

北ヨーロッパを中心とした “ 環境先進国 ”といわれる国での生活ぶりを
取材し、著者が感じた日本で実践できる生活を紹介しています。「地球
環境のために何かしたい」「私に何ができるんだろう」と迷っている方へ
のヒントとなる一冊です。
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省エネや節電は何のために取

り組むのでしょうか？　「エコだ

から」でしょうか？

エネルギーについて知り、考え

て、取り組むことで、自分なり

の理由を見つけるヒントになりそ

うな6冊を紹介します。

エネルギー論争の盲点
―天然ガス分散化が日本を救う
石井 彰／著　 ＮＨＫ出版2011.7［NH0 イ］

東日本大震災以降、高まってきた原発廃絶の声。では、原発に変わる
エネルギーは何か、天然ガスにスポットを当て考えています。エネルギー
の安定供給とCO2 削減を両立するカギはどこにあるのでしょうか。エネ
ルギー論争の陥穽を検証し、歴史とデータから問題の本質を説き起こす
啓発の一冊です。

知っていますか?脱原発一問一答

天笠 啓祐／著　 解放出版社2011.12［ＮＨ0 ア］

原発が危険な理由とは何？ 脱原発ってなんだろう? 代替エネルギーは
本当に原発の代わりになるの ? 実はよく知らない原発と脱原発に関する
質問に、一問一答形式で分かりやすく答えています。
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自分で作る風力発電

中村 昌広／著　 総合科学出版2011.10［NH0 ナ］

「空に舞う風車が見たい」そんな思いからはじまった風力発電作り。電
子回路の知識どころか、ハンダ付けもままならないサラリーマンが、手作
りの風力発電を実現させた経験をもとに、手作り風車の制作方法や仕
組みなどを紹介しています。自宅で発電を考えている方におすすめの本
です。

さようなら、もんじゅ君
―高速増殖炉がかたる原発のホントのおはなし
もんじゅ君／著・小林 圭二／監修　 河出書房新社2012.3［NH0 モ］

JAEA 非公式キャラの「もんじゅ君」。「もんじゅ君」が「もう、はたらき
たくない」と訴えるの何故でしょうか。高速増殖炉もんじゅの歴史や弱点、
日本が「もんじゅ」にこだわる理由、そして「もんじゅ君」の夢。子ども
にも読みやすいやさしい語り口と、かわいいイラストで綴られた原発のお
話です。

トコトンやさしい 太陽エネルギー発電の本

山崎 耕造／著　 日刊工業新聞社2010.8［ＮＨ0 キ］

自宅でできる発電として良く耳にする太陽光発電ですが、そのメカニズム
や可能性、問題点を知っていますか？ 疑問点がよく分かるやさしい一冊
です。

再生可能エネルギーの大研究
―自然の力を生かす！
中谷内 政之／監修・どりむ社／編　 PHP研究所2010.6［NZ0 ナ］

私たちが現在使用しているエネルギーは、石炭や石油、ウランや天然ガ
スなど長い時間をかけて作られた「化石燃料」と呼ばれるものです。そ
の化石燃料の枯渇が話題になっています。化石燃料の代替になるものと
して、注目されている太陽光や風力、地熱など再生可能エネルギーのし
くみと開発をわかりやすく解説した一冊です。
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何気なく口にしている食べ物

がどこからやってきたか、どの

ように作られたかを考えたこと

はありますか？　食と環境の関

係を知り、食べ物をおいしく、

感謝の気持ちをもって食べる

ための本を集めました。

世界の食料ムダ捨て事情

トリストラム・スチュアート／著・中村 友／訳　 日本放送出版協会 2010.12 ［ＮＣ０ ス］

食べ物を食べきれず捨ててしまった経験はありませんか？ その時、誰か
の食べ物を奪っていると考えたことはありますか？食べ物を捨てることと
途上国の飢餓はつながっています。世界中の食糧大量廃棄をリサーチし
た著者が、無理なく実現できるムダ捨て削減策を探った一冊です。

有機・無農薬でできる野菜づくり大事典

金子 美登／著　 成美堂出版 2012.4 ［NF0 カ］

有機栽培は農薬や化学肥料に頼らない、安全で自然な農法です。この
本はこれから有機栽培に取り組もうとしている人からプロの農家の方まで
参考になる野菜づくりの大事典です。全１８８種の野菜の育て方が豊富
な写真とイラストで丁寧に解説されています。
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〈世界と日本の食料問題〉
食料と環境問題
山崎 亮一／監修 　文研出版 2011.11 ［NZ0 セ］

私たちは地元で栽培された農作物だけでなく、遠くから運ばれた食料を
口にしています。そのため食料と環境には、切っても切り離せないほど深
いつながりがあります。食料と環境がお互いにおよぼす影響とは？ 環境を
守りながら食料を生産する方法を考える児童書です。

コシヒカリより美味い米
―お米と生物多様性
佐藤 洋一郎／著　 朝日新聞出版 2010.6 ［ＮＦ０ サ］

日本人が大好きなブランド米「コシヒカリ」。ではコシヒカリは本当に美
味しいのでしょうか。品種偏向の弊害も懸念されるコシヒカリを題材に、
生物多様性を分かりやすく解説しています。美味い米入手方法も紹介さ
れています。

捨てずにおいしく食べるための食材
食べ切り見切り時手帖
魚柄 仁之助／著　 池田書店 2012.11 ［NF0 ウ］

ついつい捨てていまっている食材を無駄なく使い切りたい・・・。そん
な想いを叶えてくれる一冊です。それぞれの食材ごとに「食材のきほん
と処理法」「食べ切りレシピ」が紹介されていて、食材をおいしく食べき
ることができます。食材の見切り時のエピソードをまとめた「見切り時コ
ラム」も掲載しています。

生ごみ先生の元気野菜革命

吉田 俊道／著　 東洋経済新報社 2011.1 ［ＮＦ０ ヨ］

プランターで簡単にできる「生ごみリサイクル野菜」の作り方を紹介した
一冊です。生ゴミ堆肥は、ごみが減るだけでなく、ミネラルいっぱいの土
ができ、育つ野菜も、食べる子どもたちにも変化が。著者が「生ごみ先生」
と呼ばれるまでの半生や食育論も掲載されています。
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自然環境を保護しながら、生活を

豊かにしていくために私たちがで

きること、やらなくてはいけないこ

とはなんでしょうか。企業の取り

組みや技術、政策など、産業や

経済と環境との関係を考えること

ができる本を紹介します。

エコノミー・エコロジー

グーグルのグリーン戦略
―グリーン・ニューディールからスマートグリッドまで
新井 宏征／著　 インプレスR＆D 2010.4 ［ＮＨ０ ア］

ＩＴの利便性を確保しながら、私たちの生活が環境にやさしく、より良く
なるのは可能なのでしょうか。環境に関するグーグルによる取り組みを解
説しながら、環境とIT を取り巻く世界各国の現状と未来について考察さ
れている一冊です。

環境ビジネスハンドブック
―これだけは知っておきたいビジネスルール４６
山本 良一／監修・環境経営学会／編　 中央法規出版 2010.11 ［ＮＨ０ ヤ］

環境ビジネス戦略を構築する際に参考にしたい環境関連の法規集。世
界の状況、社会的な枠組みやルールについて解説されています。４６の
ビジネスルールについて、経過・目的・概要・動向が整理されている
のがわかりやすさのポイントです。
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日本発！ 世界を変えるエコ技術

山路 達也／著　 ポット出版 2011.7 ［NH0 ヤ］

砂漠で使える電気不要の冷蔵庫！？これが実現したら本当に世界が変わる
かも！と思えるようなエコ技術がたくさん紹介されています。最先端の研究
を行っている科学者たちが紹介されており、エコだけでなくこれからの技
術について興味のある人におすすめです。

グリーン・エコノミー

吉田 文和／著 　中央公論新社 2011.6 ［ＮＨ０ ヨ］

現在の日本の課題である、原発依存からの脱却、経済の復興と発展、
地球温暖化対策について困難だけを考えるのではなく、発想の転換に
よって発展に変える方法について提示している一冊。ドイツやデンマーク
など諸外国の他、北海道の事例も紹介されています。

グリーン・イノベーション
―日本の将来を変える
馬奈木 俊介／編著 　中央経済社 2012.1 ［NH0 マ］

グリーンイノベーションとは、環境関連技術を武器にした産業戦略のことを
言います。東日本大震災以降、日本の環境政策は根本からの見直しを迫
られています。今注目されている取り組みを章によってさまざまな立場から
検証・分析している一冊です。

森で経済を作る
―グリーンエコノミー時代を拓く
日経BP環境経営フォーラム／編集　 日経BP社 2012.7 ［NH0 ニ］

最近、森を資源として見る企業が増えています。間伐作業や植林活動
の促進だけでなく森林を社員の環境教育の場に活用する企業もありま
す。企業と森の具体的な付き合い方が紹介されています。森を保全しな
がら、経済活動に結びつけていく方法について考える本です。



『HAPPYなくらしの１２０冊  ３』を最後までお読みいただ

きましてありがとうございました。読んでみたい本は見つかり

ましたか？

札幌エルプラザ情報センターでは、

４分野（男女共同参画・消費生活・市民活動・環境保全）

の図書・視聴覚資料・行政資料をテーマに沿って独自分類

し、書棚に並べています。興味のある分野の本をまとめて閲

覧できるのが特徴です。

ご来館の際は、是非、興味のある分野をお聞かせください。

『HAPPYなくらしの１２０冊 ３』に掲載されている本のほか

にも、たくさんの本が所蔵されておりますので紹介させてい

ただきます。

みなさまが、新たなHAPPYに出会うお手伝いをさせて

いただけると幸いです。

情報センターでは、テーマの４分野に関する情報発信や情報収集ができます。イベントの開催や活動発表の展示をはじめ
４分野のテーマで収集した所蔵図書・行政資料、視聴覚資料などを閲覧、借受することができます（一部資料は閲覧のみ）。
４分野に関する情報をインターネットで調べることもできます。

交通機関
●ＪＲ札幌駅北口より徒歩３分
●札幌駅北口地下歩道出口１２番横から
　建物の中まで直通
●地下鉄南北線さっぽろ駅より徒歩７分
●地下鉄東豊線さっぽろ駅より徒歩１０分

５
創
成
川

●地下鉄東豊線
　さっぽろ駅

●札幌第一
　合同庁舎

北7条

北8条

●
地下鉄南北線
さっぽろ駅

札幌エルプラザ

JR札幌駅 閲　覧／9：00～20：00
貸　出／9：00～19：45
休館日／図書整理日（原則最終日曜日）
　　　   12/29～1/3、 その他公共施設休館日・臨時休館日

女性も男性もお互いを認め合い、協力し合
いながら、それぞれの個性と能力を発揮し、
性別に関係なく自分の意思でさまざまな活動
の計画段階から加わることやその利益を等し
く受けることができ、その責任を共に持つこと。

悪質商法や架空請求などをはじめとする消
費者問題や食・製品の安全、暮らしの中の
危険など人々が生活する上で欠かすことの
できない「消費」にかかわること。

男女共同参画

消費生活

ボランティア活動やＮＰＯなど、市民の自主
性・自発性に基づいた営利を目的としない
公益活動。

市民活動

水、電気、エネルギーなどの資源や自然環
境、人間の活動に由来する自然への影響や
問題、自然環境保全活動など。
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等の資料を利用した打ち合わせ・学習会
などに利用できます。

イベントや図書資料を通して、情報収集
ができます。

講演・展示などを通して、市民活動団体の
情報を発信していただくことができます。
講師を招いてお話しいただくブックトークな
ど、多くのイベントを通して４分野の理解
を深めることができます。

活動発表・情報発信

４分野の情報収集

気軽に立ち寄れる空間

アクセスマップ ※ご来場の際は、公共交通機関をご利用ください。
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