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女子と貧困　乗り越え、助け合うために

介護ヘルパーにたのめること、たのめないこと。

被災ママに学ぶちいさな防災のアイディア40
東日本大震災を被災したママ・イラストレーターが3・11から続けている「1日1防災」

★　福島県男女共生センター図書室　★
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＊福島県男女共生センター図書室 ２０１７年４月＊ 

『65歳で月収 4万円。年金をもらいながらちょこっと稼ぐコツ』【分類 2205/ｱ】     

阿部絢子/著 KADOKAWA 2016年 

これからは年金減額や受給の先延ばし、健康保険料・介護保険料の値上げ、消費税率

アップ、物価高などますます暮らしにくくなります。著者は 60代半ばで仕事を失い、

年金だけでは生活できず、新聞の求人欄で新しい仕事をみつけましたが、準備不足で

レジなどに慣れるのに苦労します。そこで年金世代が自分に合った仕事をみつけるに

はどうしたら良いか取材してみることに。ハローワーク、シルバー人材センター、派

遣会社など、履歴書の書き方・面接の受け方講座などシニア向けの支援がいろいろあ

りました。役に立つ内容なのでおすすめです。 

 

『フランスのパパはあわてない 妊娠から産後まで妻を支える 166の心得』 

【分類 3205/ﾊﾟ】      リオネル・パイエス，ブノワ・ル・ゴエデック/著 

                鳥取絹子／訳 CCC メディアハウス 2016年 

「イクメン」という言葉が使われ出し、男性の育児参加が推奨され始めていますが、

妊娠初期は何から始めていいのか戸惑う新米パパも多いと思われます。そんなパパに

おすすめなのがこの本。子育て経験豊かなジャーナリストと助産師の男性二人が、妊

娠中の心構えや出産前後の対応の仕方など、男性の素朴な疑問に知識とユーモアを織

り交ぜながら答えてくれます。ぜひ、男性も女性の妊娠がわかったときから共に学び、

新しい家族を迎える準備を一緒に始めていきませんか。 

 

『困難な結婚』【分類 3101/ｳ】 

  内田樹/著 アルテスパブリッシング 2016年 

結婚後の生活は何かと続けていくことが大変で、近年ではそもそも結婚すること自体

が難しい……。結婚に対して「困難」だと思っている人が多いかもしれません。なに

やら不穏なタイトルの本書、ロマンティックな要素は無くかなり現実的な内容ですが、

ジョーク混じりの柔らかな文章で読みやすく、読後はいい意味で気楽になれます。「結

婚は今より幸せになるためではなく、不幸せにならないためにするもの」なのだとか。

未婚でも既婚でもためになる一冊です。 

 



 

＊福島県男女共生センター図書室 ２０１７年５月＊ 

『憲法と政治』【分類 2104/ｱ】     青井未帆/著 岩波書店 2016年 

戦前、民法の家制度で、女性は法的無能力者とされ、自らの子どもにさえ権限

がなく、参政権もないので政策決定には関われなかったのに、富国強兵の「産

めよ育てよ」という政策を強いられました。戦後の憲法で女性の地位や参政権

が認められましたが、2016 年 3 月 7日の国連女子差別撤廃委員会の見解では、

いまだにある日本の男女差別問題を厳しく指摘しています。安保法制など最近

憲法を考える機会が増えていますが、無関心のままでは、いつのまにか発言や

行動の自由がなくなることがあるかもしれません。 

 

『ハンセン病療養所に生きた女たち』【分類 5104/ﾌ】     

福西征子/著 昭和堂 2016 年 

『冲方丁のこち留 こちら渋谷警察署留置場』【分類 6102/ｳ】 

冲方丁/著 集英社インターナショナル 2016年 

2015年 8 月、人気作家の冲方丁さんが妻への DV 容疑でまさかの逮捕。身に覚

えのない著者でしたが、わけもわからないままあっという間に留置場へ連行さ

れました。結果、9 日間にわたって閉じ込められたのちに釈放、不起訴処分が

下されました。その間、警察・検察・裁判所から理不尽かつ不条理な現実を突

き付けられ失望を隠せなかった著者。某人気漫画のパロディのような面白い書

名ですが、それとは裏腹に日本の刑事司法の現実を赤裸々に語っています。ま

るでドラマや小説のような出来事の数々に唖然とするでしょう。 

国は、1931 年以降、らい予防法によってハンセン病患者をハンセン病療養所に

強制隔離し、偏見・差別による人権侵害を長年強いてきました。国立ハンセン

病療養所に 35 年間に渡り医師あるいは所長として勤務してきた著者は、今も

療養所で暮らす５人の女性に、入所した経緯や療養所での生活、結婚、そして

予防法廃止後の生活とその思いを聞き取りました。長い間社会から隔離され、

男性優位の療養所内で女性たちはどう生き抜いてきたのか。隔離被害の重さが

静かに伝わってくる一冊です。 



「貧困問題」と聞くと、自分とは遠く関係のない話だと思うかもし

れません。しかし現在の日本では 6 人に 1 人が貧困状態にあり、他

人事ではない状況です。本書では、「NPO 法人自立生活サポートセン

ター・もやい」で生活困窮者支援を続けてきた著者が見てきた貧困

をありのままに綴っています。貧困で苦しむ人々の状況や事情は

様々です。社会全体としての貧困の格差をどうなくしていくのか、

ひとりひとり考えていく必要があるでしょう。 

 

 

『すぐそばにある「貧困」』【分類 2106/ｵ】 

   大西連/著 ポプラ社 2015年 

 

『自死 現場から見える日本の風景』【分類 2106/ｾ】 

    瀬川正仁/著 晶文社 2016年 

『働く女性のためのがん入院治療生活便利帳  

４０代、働き盛りでがんになった私が言えること』【分類 5104/ｲ】  

岩井ますみ/著 講談社 2015年 

新幹線で焼身自死という事件がありました。ギャンブルによる多額

の借金を抱えていたそうです。日本は先進国のなかで、飛びぬけて

自死の多い国です。ギャンブル依存症、貧困、向精神薬の薬害など

が原因です。借りていた部屋の損害賠償の問題や生命保険の取り決

めなど遺族、医師、弁護士などへ取材するなかで実態が明らかにな

っていきます。自死は個人や一家族の問題を超えた社会問題として

考えていく必要があるのです。 

 

ニ人に一人はがんになると言われている現代。著者は４０代という

仕事においても人生においても責任が重い時期に２度のがんにな

りました。家族や仕事のことなど、入院までの短期間に何を優先し

て進めるべきか。いざ入院中に必要となるもの、退院後の心構えな

ど、７年の闘病生活を振り返り、女性ならではの目線で病との戦い

方を語ります。病気でも笑顔で前向きに闘病生活を送るためのヒン

トが散りばめられた一冊です。 

 

＊福島県男女共生センター図書室 ２０１７年６月＊ 



とても衝撃的なこの書名。2001 年に「ドメスティック・バイオレンス防止

法」が施行されましたが、2015年には過去最多の 6万 3000件を記録するな

ど、DV 被害は増えるばかりです。本書は「逃げる」ための実践的なマニュ

アルではなく、被害者に「気づき」を促すために書かれたものです。被害者

はなぜ逃げられないのか、加害者の心理はどうなっているのか、子どもへど

のような影響があるのかが分かります。女性の 4人に 1人が被害に遭ってお

り、身近に潜んでいることなのです。 
 

どうして？ と思うような社会問題が世の中にはあふれています。これは

国や政治家しか変えられないものなのでしょうか。いいえ、実際に声を挙

げ行動を起こしてきたふつうの人々がいます。この本には、保育園問題や

障害者の自立、性的マイノリティに苦しむ人の人権問題などをどのように

して解決してきたかが具体的に語れています。あなたの社会を変えたいと

いう思いが行動に移すことによって、今より良い社会を遺す力強い一歩と

なります。 

 

＊福島県男女共生センター図書室 ２０１７年７月＊ 

『夫が怖くてたまらない』【分類 1501/ｶ】     

梶山寿子/著 ディスカヴァー・トゥエンティワン 2016年 

『社会をちょっと変えてみた』【分類 2106/ｺ】     

駒崎弘樹・秋山訓子/著 岩波書店 2016年 

いわき市で歌手として活躍していたゆかりさん。震災当日は、避難する中国

人を空港まで送った帰りのタクシーをやっと見つけ、両親と２人の子どもた

ちと新幹線で東京に避難。子どもたちの健康不安やバッシングなどで生活が

混乱しますが、原発大国のフランスの大学に招かれ講演をしました。エディ

ット・ピアフも歌ったお店で自作の曲を歌い終わると“ブラボー”の嵐に包

まれました。福島で被災したお母さんたちは、それぞれが複雑な困難にある

中で、子どもたちのためにできることを精一杯やってきているのです。 

『福島のお母さん、聞かせて、その小さな声を』【分類 3203/ﾀ】     

棚澤明子/著 彩流社 2016年 



依存症、経済 DV、ひきこもりなど、簡単に解決できない問題に悩む家

族が増えています。様々な家族の問題に向き合ってきた著者は、愛情

という名で覆われてきた「お金」から見直していく必要があると指摘

します。明治以降につくられた家族像はもはや時代とともに壊れつつ

あります。家族の信頼関係が壊れた時、親子間に横たわる「貸し借り」

の感情は容易に支配・権力へと変化します。今後これらの問題にどう

立ち向かっていくかを考えさせられる本です。 
 

本書では著者が同棲を経て結婚し、その後の生活の中でいかに男女の

すれ違いが起きどれだけ奮闘してきたか、女性目線で切々と語ってい

ます。とは言え、「家庭内男女平等」を推進する著者、公平を期するた

めに「男のいいぶん」として、夫側の意見も収録しています。ちょと

したことでイライラしてしまう、そんな著者の気持ちが面白おかしく

書かれており、時にプッと吹き出してしまう場面も。彼氏や夫（彼女

や妻）の思考が分からず困っている方、ぜひご一読を。 

 

 

夢と希望に溢れて降り立った日本で、パスポートを取り上げられ多額の

借金を負わされ、売春を強要された日々。コロンビア女性が 15年ほど

前に体験した事実です。日本は 10年以上「人身取引受け入れ大国」と

国際社会から批判を受けています。貧困のために性風俗に取り込まれる

人々が増え、「JK（女子高生）ビジネス」や AV産業での強要被害の問題

も起こっています。しかし今や被害者は NPOや弁護士などの支援者とと

もにメディアや警察に訴えるという行動を始めました。 

 

＊福島県男女共生センター図書室 ２０１７年８月＊ 

『家族のゆくえは金しだい』【分類 3201/ﾉ】 

信田さよ子/著 春秋社 2016年 

『皿洗いするの、どっち？ 目指せ、家庭内男女平等！』【分類 3202/ﾔ】 

山内マリコ/著 マガジンハウス 2017年 

 

『サバイバー 池袋の路上から生還した人身取引被害者』【分類 5207/ﾛ】

マルセーラ・ロアイサ/著 常盤未央子, 岩﨑由美子/訳  

ころから 2016年 

 



貧困や高騰した学費の影響で、奨学金を借りる人は増え続けて
います。昔の制度とは違い、現在では一歩間違えるとたちまち

ローン地獄に陥ってしまうような、とても厳しく冷酷な制度と

なっているようです。本書は、奨学金によって人生が変わって
しまった人々の実態と制度の問題点、そして救済策を明らかに

しています。「借りたものは返す」それは当然のことですが、理

由があり返済不能になってしまった人々を追いつめる過酷な制
度のままで良いのでしょうか。 

「仕事が嫌いな訳じゃないけれど、何となく気だるい…。」「元

気モードのスイッチが最近入りにくい。」など仕事女子にはある

あるの悩み。小さなストレスをためずに、いかに発散させて笑

顔の日々を送るか。朝起きてから夜寝るまでの、さまざまなシ

ーンで気軽に実践できるミニ知識が満載です。モヤモヤ気分に

グッバイ！ 働く女性を応援してくれる本です。 

失業と同時に結婚が決まり、智朗は主夫になる決心をします。

妻はインテリアデザイナーの仕事を続け、自分は小説家になる

夢を叶えられるかもしれないと期待していた矢先、いきなり子
育てが加わってしまいました。せっかく出来たママ友もあらぬ

疑いがかけられたり、グループ同士のケンカに出かけた若いパ

パ友の引き留めを頼まれたり、次から次へと事件が起きます。
そんな時突然、行方不明だと思っていた智朗の母親の消息が明

らかになります。さてこの物語の進展はどうなるのでしょうか

……ぜひお読みください！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

＊福島県男女共生センター図書室 ２０１７年９月＊ 

『「奨学金」地獄』  

【分類 2106/ｲ】 岩重 佳治/著 小学館 2017 年 

『明日、会社に行くのが楽しみになる お仕事のコツ事典』 

【分類 2205/ﾌﾞ】 文響社編集部/編 文響社 2016 年 

『主夫のトモロー』  

【分類 6102/ｼ】 朱川 湊人/著 ＮＨＫ出版 2016 年 



N女とは、NPOや社会的企業などソーシャルセクターで働く女性の

略称です。この本では、高学歴・高職歴の女性たちがなぜ雇用条

件が厳しい NPO業界に飛び込んだかを 10名の N女の実態に迫りま

す。NPOなどは、基本営利を目的とはしませんが、ボランティア活

動ではなく仕事として社会課題に取り組んでいます。行政や企業

だけでは難しい問題に彼女たちはやりがいを見出し働きます。そ
んな彼女たちも、女性特有の結婚や育児、今後のスキルアップな

ど様々な問題を抱えながら奮闘しています。働く女性の在り方を

問いかける一冊です。 

長女が 13 歳の誕生日に完全同性介助をスタートしました。ところ

がこれまで支えてくれた介助者がそれぞれの都合で立て続けに辞
めてしまい、介護事業所もあてになりませんでした。そこで自らが

事業主であり利用者である介護事業所を立ち上げることになりま

す。著者の子ども 2人だけが利用者です。求人に応募者はあるか、
経済的にやっていけるかという心配がありましたが、協力者が現れ

ます。2人の「重度重複障害児」を育てる中で、人類に「共生（イ

ンクルージョン）」はあたりまえということに気づかされていくの
でした。 

イライラしてつい子どもに怒鳴ってしまう……。育児が思い通りに

いかないと、ついそうなってしまいますよね。カッとなって子ども
を叱って後悔する、なんてことありませんか？ 本書はイライラを

押さえるポイントが読み易くまとめてあります。各章ごとが短く読

み易い文章なので、多忙なママでも読破しやすいのではないでしょ
うか。著者のやさしい語りかけにもきっと癒されます。  

 

＊福島県男女共生センター図書室 ２０１７年１０月

＊ 

『Ｎ女の研究』 

【分類 2205/ﾅ】  中村 安希/著 フィルムアート 2016 年 

『寝顔に「ごめんね」言いたくない！ さよならイライラ育児』 

【分類 3206/ﾐ】  三浦 りさ/著 ポット出版プラス 2016 年 

『ビバ！インクルージョン  

私が療育・特別支援教育の伝道師にならなかったワケ』 

【分類 4103/ｼ】  柴田 靖子/著 現代書館 2016 年 



仕事でも人間関係でも、気づかいは大切です。とても仕事がで

きるイメージの著者ですが、実は気づかい上手ではないのだそ

うです。本書では、著者がしてもらった気づかいなど事例とと
もに紹介しています。気づかいというと大げさなものに聞こえ

るかもしれませんが、ほんのちょっとの他人への気配りが仕事

や人間関係をスムーズにする潤滑油となるのです。 
 

世界有数の長寿国となった日本。およそ 10 世帯に 1 世帯が、65

歳以上の単独世帯だそうです。男女関係なく誰しもが「ひとりで
過ごす老後」を迎える可能性があるのです。おひとり女性を応援

する NPO 法人 SSS（スリーエス）ネットワークの代表を務める著

者が、今まで出会った方々のひとりぼっちの現状や、住宅・医療

面でぶち当たる「保証人」問題などについて警鐘を鳴らします。 

ロシアでは、原発事故による汚染レベルの高いブリャンスク州な

どだけでなく、トゥーラ州のような原発から遠く離れたところに
もチェルノブイリ法が適用され、「全被災者対象の生涯つづく健

診」により、事故から 30年たっても健診がつづきデータの蓄積が

あります。そして甲状腺がんだけでなく、健診で見つかった心臓
病や脳梗塞など他の病気でも被害者認定が受けられます。患者自

身が被曝量や放射能起因性を証明しなくてもいいのです。日本で

は原発事故から 6 年経ちましたが、問題は山積したままではない
でしょうか。 

 

『老後ひとりぼっち』 

【分類 4101/ﾏ】 松原惇子/著 SB クリエイティブ 2016 年 

＊福島県男女共生センター図書室 ２０１７年１１月

＊ 

『仕事も人間関係もうまくいく 大人の気づかい』  

【分類 2205/ﾊﾞ】 坂東眞理子/著 リベラル社 2016 年 

『フクシマ 6 年後消されゆく被害 歪められたチェルノブイリ・データ』 
【分類 S/5104/ﾋ】 日野行介/著 尾松亮/著 人文書院 2017 年 



著者は過去にマタハラが原因で、二度も流産を経験しています。

今の日本ではまだまだマタハラが横行し、著者のように悲しい経

験をしている女性が沢山います。そこでマタハラなど起きない先
進企業を取材し、誰もが働きやすい環境を作るノウハウを本書に

まとめました。こんなに素晴らしい企業があったのか！と感動し、

元気をもらえます。悲しい思いをする女性をひとりでも減らした
いという著者の思いが伝わってきます。 

「地方創生」が叫ばれるようになり、地域おこし協力隊や各自治

体で積極的な移住者への取り組みが増え始めました。それに伴い、

自分の人生を変える手段として、地方移住を考える若い世代が増
加しているそうです。著者は、実際に移住した 8 人の女性に、移

住理由や現在の生活状況をインタビューし、移住女子の実態に迫

ります。移住で成功する人、失敗する人の差はなんなのか、住ま
い・仕事・お金など移住に関する疑問にも答えてくれる一冊です。 

著者は国際人権 NGOでノーベル平和賞も受賞した「アムネスティ・

インターナショナル」で活躍した弁護士です。アメリカに留学中、
アメリカと日本がかかわる問題に関して、限られた人々の提言のみ

が大きく取り上げられていることに気づきました。アメリカには多

様な考えの市民が参加する数多くの NGOが存在し、国の政策にする
ために積極的な活動をしています。同じく日本の市民の声も多様で

す。「アメリカではこう」「日本ではこう」ということを一度疑って

みる必要があるのではないでしょうか。 

 

＊福島県男女共生センター図書室 ２０１７年１２月＊ 

『ずっと働ける会社  

マタハラなんて起きない先進企業はここがちがう！』 

【分類 2202/ｵ】 小酒部さやか/著 花伝社 2016 年 

『新しい日米外交を切り拓く 

 沖縄・安保・原発・TPP、多様な声をワシントンへ』      

【分類 8101/ｻ】猿田佐世/著 集英社 2016 年 

『移住女子』 

【分類 4201/ｲ】 伊佐知美/著 新潮社 2017 年 



 

秋子は孤独な女。そんな彼女が代議士やデパート王などの家に乗り

込み悪事を暴こうとする……ドラマ「家政婦は見た！」の主人公を演
じてきた市原悦子さんは思う、生きるのは残酷だけど、一日一日を大

切にするしかないのだと。また、ノーベル賞受賞の大発見「宇宙は加

速膨張している」ということなど、科学をわかりやすく説明してきた
村山斉さんは、原発事故後、「科学者の社会的責任」について考え、

一般の人たちと情報を共有することの重要性を強く感じました。 

他にも多彩な方々の人生観が掲載されています。おすすめです。 

ある晩、夫が長崎市内のビジネスホテルで急死。東京へ出張だと 

聞いていたのにどうして…。そしてどうして全然悲しくないのだろう。
様々な謎を残した夫の死。そして徐々に“監視”へ変わっていった 

義父母や周囲からの目。精神的に追い詰められた夏葉子を救ったのは

１枚の紙でした。「嫁」の役割から解放される大逆転ストーリーです。
そして意外な結末が待っています。 

ソフト麺や揚げパンなど給食の献立を見て一喜一憂した思い出

が、みなさんあるのではないでしょうか？ 栄養士さんがみんなの
健康を考えて献立を立て、調理員さんが手際よく全校生分を調理し、

みんなにおいしい給食を届けてくれます。この本の著者もシングル

マザーとして家族を支えるため、調理員として 30年都内の学校で働
いてきました。そんな彼女に突然ブータンでの「給食の改善」依頼

が舞い込みます。環境も文化も違う国で、自らの経験と知識を武器

に子どもたちに「食」の楽しみを伝える姿に勇気がもらえる本です。 

 

＊福島県男女共生センター図書室 ２０１８年１月＊ 

『人生の流儀』 

【分類 2110/ｼﾞ】萩本欽一/〔他〕著 新日本出版社 2016 年 

 

『給食のおばさん、ブータンへ行く！』 

【分類 2205/ﾋ】平澤さえ子/著 飛鳥新社 2017 年 

『嫁をやめる日』 

【分類 6102/ｶ】垣谷美雨/著 中央公論新社 2017 年 
 



ちょっと刺激的なこのタイトル、かなり興味がわきませんか？著者

が店主を務める「未来食堂」。１日のメニューは１つのみ、ただし毎
日日替わりです。そして誰でも“ただめし”を食べることができるの

です。なぜ“ただ”で食事ができるのか、なんとも不思議なお店の、

とてもシンプルだけれど目からウロコの仕組みを紹介しています。ど
んな人にでもごはんを食べに来て欲しい、困ったときの居場所にして

欲しい、そんな思いでお店を作ったそうです。 

「学校の授業参観は行くけど、PTA は…」とおっしゃる保護者の方

も多いのではないでしょうか。この本は、その PTA（Parent-Teacher 
Association）がなんのためにあるのかを教えてくれます。 

「PTA 活動の断捨離」「ヨソの PTA の話」最近増えている「『おやじ

の会（名前のとおり父親、学校の保護者による任意団体）』の話」そ
して、「ハッピーな PTAはつくれるか」についてのインタビューなど、

著者の取材も含めて書かれています。お手にとってみてはいかがで

すか。 

最近のマスコミ批判に「大事なことを報じない」というものがあ

ります。「原発事故後の避難者」のことを忘れている等々。しかし多
くの地方紙は、丹念にそこにある問題を掘り下げ、当事者の声を取

材しています。水俣病の問題が、公式確認から 60年たっても解決し

ていない現状を伝える熊本の新聞。沖縄の地元紙は、基地に関する
多くの誤解（沖縄経済は基地に依存していると思われていることが、

実際は県内総生産の 5％前後にすぎないなど。）を検証。その地域な

らではの濃い内容は一読の価値があります。 

 

＊福島県男女共生センター図書室 ２０１８年２月＊ 

『 ただめしを食べさせる食堂が今日も黒字の理由 』 

【分類 2206/ｺ】 小林せかい/著 太田出版 2016 年 

『 PTA がやっぱりコワい人のための本 』 

【分類 3208/ｵ】 大塚玲子/著 太郎次郎社エディタス 2016 年 

『 日本の現場 地方紙で読む 2016 』 

  【分類 7102/ﾜ】 早稲田大学ジャーナリズム研究所/編 早稲田大学出版部 2016 年 



 

＊福島県男女共生センター図書室 ２０１８年３月＊ 

『女子と貧困 乗り越え、助け合うために』 

【分類 1101/ｱ】雨宮処凛/著 かもがわ出版 2017 年 

素敵なイラストの表紙とは違い、内容は働く日本の女性の現実に

ついて書かれた本です。原発事故母子避難、シングルマザー、キャ
バ嬢、育児ハラスメント、生活保護を受けなおかつ働いて進学を目

指す女性など、８人の女性の取材を元に執筆されています。著者の

「なぜ、この国の人は主張できないのだろうか」と言う言葉が印象
に残ります。 

女子の貧困だけでなく、ジェンダーやこの国の政治、社会のあり

方をも問題提起し、考えさせられる一冊です。 
 

『介護ヘルパーにたのめること、たのめないこと。』【分類 4102/ﾕ】 

ユーキャン 介護ヘルパーサービス研究会/編著 ユーキャン 学び出版部 2016 年 

介護保険制度が始まって十数年経ちますが、具体的な介護サービ

スの内容がわかりにくいという問題があります。医療行為はできま
せんが、すり傷や切り傷の応急処置はできるなど、本書には具体的

な事例が Q&A で掲載されています。こんなことは頼めるのか、頼め

ないならどうすればいいのか悩むような場合は、まずケアマネジャ
ーへ相談することをすすめています。コラムでは介護保険制度のポ

イントをわかりやすく解説していて参考になります。 

『被災ママに学ぶちいさな防災のアイディア 40 

 東日本大震災を被災したママ・イラストレーターが 3・11 から続けている「1 日 1 防災」』         
【分類 S/4201/ｱ】 アベナオミ/著 学研プラス 2017 年 

東日本大震災から７年、著者は宮城県利府町にて被災しました。

１才半の子どもを抱えての被災生活を振り返りながら、あの時あっ
てよかったモノや、あの日から心掛けた簡単防災対策などイラスト

を交えながらわかりやすく紹介します。起きてからではなく、日頃

から何が起こるのかを想像して防災意識を習慣化していくことがい
かに大切かを説きます。 

 


