
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

「国際女性デー」は、女性に対する

差別撤廃や社会開発等、環境整備に

貢献することを目的に、国連が 1975

年（国際婦人年）に定めました。 

 静岡市女性会館ではこの日にちな

んで、3 月 8 日（火）13:30～16：00 

『外国人女性が抱える問題と支援の

課題＠静岡』を開催します。静岡で暮

らす外国人女性が抱える問題や支援

について、現状をよく知る方々が報告

します。 

図書コーナーでは、「国際女性デ

ー」の特設コーナーをつくり、女性の

問題を取上げた本や、世界で活躍す

る女性を描いた本などを紹介します。

 

 

◆◆◆NEWS◆◆◆ 

 
 

 

 
 

女性を尊重する医療というのは、女性が置かれている

社会的な問題にも目を向けることです。まだまだ女性

差別が山のように存在し、それが健康に影響を与えて

いることを認識しないといけません。 

『佐々木靜子からあなたへ』 

を読んで心に残った言葉 

☆今月の特集☆ 

貸出ランキング 

アイセル 21 静岡市女性会館 

図書コーナーだより 

 
佐々木靜子からあなたへ 
女のからだと医療・性暴力・人権 

 
佐々木静子 著 『佐々木静子からあなたへ』編集委員会 編 

教育史料出版会（495.04） 2015 年 

 

 1980 年、病院が利益を上げるため、1300 人以上の女性に子宮や卵巣などの

不必要な摘出手術を行なっていた「富士見産婦人科病院事件」に佐々木靜子さ

んは、産婦人科医として関わり多くの被害女性を支えました。 さまざまな分野で 

関わった機関やグループの会報、雑誌などに書かれた文章をまとめた本書で

は、その後の精力的な活動の様子や女性医療に対する思いを窺い知ることがで

きます。 
佐々木さんは、事件の背景に、チェック体制がないことや、病気を 100％医師

にお任せする習慣、自分自身の身体に対する無関心などがあると考え、医師と患

者の関係を見直し、女性が妊娠、出産、避妊、手術などに主体的に関わる重要

性を指摘しています。また、子宮摘出に関しては、大事な臓器のひとつである子

宮が「御用済み」扱いされ「いらない臓器」と言われる理由に、男性の価値観や男

性がつくった産婦人科医療が関係していることを看破しています。科学的客観的

であるはずの医療がジェンダーに大きく影響されていたことに愕然として、女性の

立場に配慮した医療、性差医療の必要性を早い段階から説いています。1991 年

「地球と子宮にやさしい」まつしま病院を開設し、理想の産婦人科医療を実践して

いくかたわら、女性への暴力が、女性が健康を損なう大きな原因のひとつでありな

がら、医療が関わってこなかったことに衝撃を受け、女性の性暴力被害の問題に

精力的に取り組みはじめました。院内研修、被害者への医療支援、ＮＰＯ法人を

立ち上げ、「性暴力被害者支援看護職」の養成にも力を注ぎました。 
2013 年 6 月に亡くなられた佐々木さん。その半年前、女性会館の第 10 期女性

カレッジでの「女性の視点に立った医療・健康支援」の講義で、女性の健康につ

いて、自分の身体にきちんと向き合うこと、自己決定や正しい医療情報を見極め

ることの大切さなどを、優しい言葉で力強く教えていただいたことが思い出されま

す。（狩野直子） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

こころの健康に関する本や、女性

特有の病気や健康問題に関する

本、リーフレットなどの資料を特設コ

ーナーで紹介します。 

 自分や家族の健康を考える時の

参考に、ご活用ください。 
 
 
 

今月のおすすめ 

◆◆◆情報のチカラで女性をエンパワメント◆◆◆静岡市女性会館図書コーナー◆◆◆ 

3 月 8 日は国際女性デー 

 3 月は自殺対策強化月間 

３月１日から８日は 

「女性の健康週間」です 

 



201５年度 静岡市女性会館図書コーナー 貸出ランキング   2016.02.10 現在 

順位 貸出

回数 タイトル/著者 コメント 

1 25 笹の舟で海をわたる/ 
角田光代（913.6） 

疎開先が一緒だった左織と風美子は大人になって再会。やがて風美子は左織の

日常を脅かし始める。『本の雑誌』が選ぶ 2014 年度（ノンジャンル）ベスト 1。 

2 22 絶唱/湊 かなえ（913.6） トンガを舞台に、阪神淡路大震災を経験した人が描かれる連作短編集。著者のい

つものテイストとは異なる作品。 

3 20 九年前の祈り/小野正嗣（913.6） 9 年の時を経て重なり合う 2 人の女性の思い。第 152 回芥川賞受賞作。 

4 19 

山女日記/湊かなえ（913.6） 誰にも言えない思いを抱いた女性たちが山に向かい、それぞれ、自分なりの光を

見出していく…。 
水やりはいつも深夜だけど/ 
窪 美澄（913.6） 5 つの家庭のそれぞれの悩み、心情が丁寧に描かれ、優しい余韻を残す短編集。 

翼をください（上）/ 
原田マハ（913.6） 

始めて世界一周を成し遂げた飛行機「日本号」の写真を見つけ当時のカメラマンを

追い渡米した女性記者はある女性パイロットの事を知る。戦争・平和・友情の物語。 

起き姫/杉本章子（913.6） 口入屋(人材派遣業)三春屋の女主人おこうと周りの人々の人間模様を描く時代小

説。 

8 18 

あなたの人生、片づけます/ 
垣谷美雨（913.6） 片づけ屋「大庭十萬里」が、片づけられない人々の悩みに寄り添い問題解決。 

千日のマリア/小池真理子（913.6） 義母の葬式で男が思い浮かべた「女」の姿とは…。「生と死」「愛」をテーマにした短

編集。 
あの子が欲しい/ 
朝比奈あすか（913.6） 

優秀な学生を採用するため日々奮闘する主人公を通して、就活の裏側をリアルに

描く。 

女子の人間関係/水島広子（143.5） 女性同士のより良い人間関係を築くためのヒントが満載。 

12 17 

レッツゴー・ばーさん！/ 
平安寿子（913.6） 

60 代デビューした独身の東西文子。自らを「プレばーさん」と呼び、いい感じのば

ーさんになる方法を考察する。思わず笑ってしまう短編集。 
呪詛抜きダイエット/ 
田房永子（916） 

「太っていてこそ私」という呪いを抜く、呪詛抜きダイエットを始めたら体以外にも変

化が表れてきた。ダイエットコミックエッセイ。 
人生１００年時代への船出/ 
樋口恵子（367.7） 

働き方、社会保障、地域・男女のあり方などあらゆる分野を「人生 50～60 年仕様」

から「人生 100 年仕様」へと切り替える必要ありと説く。 

平凡/角田光代（913.6） 「もしもあのとき、こうしていれば…」そんな思いをテーマにした短編集。 

女・東大卒、異国で失業、５０代半

ばから生き直し/栗崎由子（916） 
突然失業した東大卒・外国暮らしの女性が崖っぷちから這い上がるまでの様々な

体験を語る。 
おひとりさまの老後/ 
上野千鶴子（367.7） 

結婚してもしなくても最後はひとり。「独りで暮らす」準備をしよう。シングルが老後を

元気に楽しむためのノウハウ本。 

18 16 

にじいろガーデン/小川 糸（913.6） 
別居中の夫との関係に苦しむ泉と、両親との関係に悩み、命を絶とうとした千代

子。二人は出会い恋に落ちる。そして誕生した「タカシマ家」の物語。 

四十路の悩み/大田垣晴子（726.1） 
「女三界に家なし」とは過去の言葉のようだが、今も女性にはいろいろなしがらみ残

る。そのもやもやを描くコミックエッセイ。著者とジェーン・スーとの対談も収録。 
ザ・プリンセス雅子妃物語/ 
友納尚子（288.44） 

子ども時代からご成婚 20 年までの雅子妃の歩みを描いた１冊。 

たまもの/小池昌代（913.6） 
別れた恋人から山尾という名の赤ん坊を預かった「わたし」。以来 10 年余、血のつ

ながらない息子を育ててきたシングルマザーの日常を描く。泉鏡花文学賞受賞。 

朝が来る/辻村深月（913.6） 
子を里子に出した女性、里親になった女性。二人の出会い、再会、それぞれの事

情は…。第 4 回静岡書店大賞受賞作。 

八月の六日間/北村 薫（913.6） 
40 歳目前の文芸誌の副編集長の女性が、四季折々の山行で様々なことに気付

き、癒され、活力をもらっていく。連作短編集。 
女ひとり、イスラム旅/ 
常見藤代（292.7） 

｢怖い｣｢危険｣のイメージﾞが伴うイスラム圏だが、旅行者には親切で、出会ってすぐ

家へ招かれたり外食代を払ってくれたり…。そんなイスラムワールドを紹介する｡ 

波止場浪漫（上）/諸田玲子（913.6） 
清水の次郎長の娘けんの、悲恋と波乱に満ちた半生を描く。明治から大正にかけ

ての清水港の船宿が舞台。 
「ひとり力」を鍛える暮らし方/ 
清水信子（590.4） 

70 歳を過ぎても自立して生活する知恵を紹介。「ひとり」を楽しむヒント満載。 

老い方上手/上野千鶴子（367.7） 
老後のお金、認知症、終末医療、葬儀、墓の問題まで、上野千鶴子、樋口恵子ら

が老い方を指南。 

インドクリスタル/篠田節子（913.6） 人工水晶の核となるマザークリスタルを買い付けにインドに向かった藤岡。少女ロ

サとの出会いを機にインドの闇へ足を踏み入れていく。中央公論文芸賞受賞。 
おだまり、ローズ/ロジーナ・ハリソン

（289.3） 
気まぐれで我儘な子爵夫人に 35 年仕えたメイドの回顧録。「おだまり！ローズ！」

が飛び交う型破りな２人のやり取りがおもしろい。 
 



順位 
貸出

回数 タイトル・著者 コメント 

30 16 

５０代からのお仕事探しアタフタ日

記/高橋 陽子（366.29） 
50代漫画家の著者が老後に必要な資金を思い就活を始める、実録お仕事探しコミ

ック。 
わたしはマララ/ 
マララ・ユスフザイ（289.2） 

「女子に教育を」と訴え、イスラム武装勢力に銃撃された少女マララの手記。幼少期

から、銃撃事件とその後まで。国連本部でのスピーチも収録。 
ペコロスの母の玉手箱/ 
岡野雄一（916） 

認知症の母の世界を肯定しながら寄り添う、息子介護を描いた漫画。 

パリの国連で夢を食う。/ 
川内有緒（916） 

2000 倍の倍率を勝ち抜いて国連職員に転職した著者。パリと国連での 5 年半にお

よぶ体験をユーモラスに描く、30 代女性のライフストーリー。 

家族という病/下重暁子（367.3） 昨年前半のベストセラー。日本人は何故家族を美化するのか、家族とは何か。 

夜また夜の深い夜/ 
桐野夏生（913.6） 

整形を繰り返す母とナポリのスラム街に暮らすマイコには国籍がない。父の名もル

ーツも知らない。母と口論し家出したマイコは…。 
荻原博子のどんと来い、老後！/
荻原博子（591） 

老後のお金に関する様々な悩みに答え、不安を解消する一冊。 

だから荒野/桐野夏生（913.6） 
46 歳緒誕生日に夫の愛車で家出し、開放感に浸る主婦朋美だったが。鈴木京香

主演でドラマ化。 

東京近江寮食堂/渡辺淳子（913.6） 失踪した夫を探し上京した妙子は、近江寮で賄いとして働き料理の腕を振るう。 

そろそろ実家を離れたい/ 
曽根 愛（726.1） 

設計事務所で働く特に取り柄のない 30 歳女子木下まみ。ずっと実家暮らしで両親

との生活はとてもラクチン。でもこのままでいいのか？と考え始め…。 

家族シアター/辻村深月（913.6） 姉妹、姉弟、祖父と孫…７つの家族の物語を描く短編集。 

老前整理のセオリー/ 
坂岡洋子（597.5） 

老いる前に身の回りを見直しこれからの暮らしを考えてモノと頭を整理する、老前

整理のノウハウを伝授。 
麹町二婆二娘孫一人/ 
中沢けい（913.6） 

東京麹町の古い屋敷に住む亥年の女 5 人。さまざまな世代、それぞれの人生を温

かく見つめる長編小説。 

日本国憲法/谷口真由美（323.14） 関西のおばちゃん語訳、読んで納得の日本国憲法。 

避難所/垣谷美雨（913.6） 
東日本大震災後、避難所で妻たちに突き付けられた現実とは？3.11 後に露わにな

った家族の問題と真の再生を描く。 

長女たち/篠田節子（913.36） 老いた親に翻弄される、三人三様の長女を描く。 

うちの母ってヘンですか？/ 
田房永子（726.1） 

「重くて苦しい母から、私はこうして逃げました」。 13人の娘たちと母親たち。母親と

の関係、自分の人生が苦しい人に贈る。 

献灯使/多和田葉子（913.6） 
舞台は未来の日本。鎖国し政府も警察も民営化。老人は 100 歳を超える長寿で子

どもは弱々しくしく、食糧事情は悪化…。近未来ディストピア小説。 

47 15 

一〇三歳になってわかったこと/篠
田桃紅（914.6） 

103 歳の現役美術家の生きることへの名言がちりばめられた１冊。 

坐漁の人/諸田玲子（913.6） 
静岡市生まれの著者が由比、興津、清水を舞台に書いた短編集。その 1 編「坐漁

の人」では坐漁荘の西園寺公望を描く。 

乙女の日本史/堀江宏樹（210.04） 乙女の目線で楽しむ日本史。ラヴスキャンダルも…。 

日本の女は、１００年たっても面白

い。/深沢真紀（367.21） 
女という自分のすべてを売り物にし成功した「アキンド女」、成功しても自分の「女」

を売りにすることを良しとしない「サムライ女」の分類が絶妙。 
女性のための自分で選べる漢方

の本/大沢  稔（495） 
女性の体の不調をフローチャートで示し、症状に合う漢方薬を紹介。 

きみはいい子/中脇初枝（913.6） 
愛されない子、子に手を挙げる母、独り暮らしの老女、障碍のある子…みな懸命に

生きているのに。高良健吾主演で映画化。第１回静岡書店大賞受賞作。 

かたづの！/中島京子(913.6) 400 年前に実在した女大名をモチーフにした歴史ファンタジー。 

おしかくさま/谷川直子（913.6） 
金欠バツイチの中年ミナミは ATM のお社を持つ「おしかくさま」を信仰する女性た

ちと出会う。信仰宗教とお金との関係が、家族の視点で描かれる 1 冊。 

断貧サロン/谷川直子（913.6） 
貧乏神被害者の会が主催する、「断貧サロン」に集う働かない彼氏をもつ女性た

ち。実は、彼氏の正体は…。 
オバさんになっても抱きしめたい/
平 安寿子（913.6） 

地味系 28 歳 OL とバブル経験の 45 歳お局上司の世代間バトルを描いた小説。最

終章はほっとします。 
寂しい丘で狩りをする/ 
辻原 登（913.6） 

敦子はかつて自分をﾚｲﾌﾟして逮捕された凶悪犯､押本の復讐に脅える｡敦子に依

頼され押本を尾行する探偵､みどりもまた交際相手の暴力に苦しんでいた｡ 

櫛挽道守/木内 昇(913.6) 
幕末の木曽を舞台に、女櫛引職人登勢の人生を描いた小説。中央公論文芸賞ほ

か受賞。 
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請求記号 請求記号

《哲学》 女子学生はなぜ就活で騙されるのか 石渡　嶺司

この国の冷たさの正体 和田　秀樹 　志望企業全滅まっしぐらの罠 377.9

　一億総「自己責任」時代を生き抜く 151.2 働く女性の結婚 日本経済新聞出版社

《歴史・伝記》 　お金＆キャリア幸せプラン 385.4

聴診器を手に絆を生きる 信原　孝子 《科学・医学》

女性のADHD　イラスト版 宮尾　益知 493.73

289.1 《生活・育児》

《法律・経済・社会》 990円のジーンズがつくられるのはなぜ？ 長田　華子

非正規公務員の現在 上林　陽治

　深化する格差 318.3 589.2

女性参政資料集　2015年版 《文学》

　全地方議会女性議員の現状 センター出版部 318.4 ロマンシエ 原田　マハ 913.6

働く女子の運命 濱口　桂一郎 366.38 坂の途中の家 角田　光代 913.6

性暴力その後を生きる 中島  幸子 368.64 おとなの始末 落合　恵子 914.6

《女性・男性問題》 《子どもの本・絵本》

傷ついたあなたへ　2 レジリエンス インディラ・ガンディー 筑摩書房編集部

　わたしがわたしを幸せにするということ 367.2 　祖国の分裂・対立と闘った政治家 289

親を殺したくなったら読む本 石蔵　文信 日高　庸晴

　「親に疲れた症候群」の治し方 367.3

男性の非暴力宣言 多賀　太

　ホワイトリボン・キャンペーン 367.5 367

下流老人 藤田　孝典 ママはお医者さん あさの　あつこ

　一億総老後崩壊の衝撃 367.7 　おしごとのおはなし　お医者さん 498

《福祉・教育》 なでしこジャパン　つないだ絆 本郷　陽二 783

スクールソーシャルワークの現場から 大田　なぎさ サトシン さく

　子どもの貧困に立ち向かう 371.43 ドーリー え E

　信原孝子医師のパレスチナ解放運動
　と地域医療

もっと知りたい！話したい！
セクシュアルマイノリティ

　ありのままのきみがいい
　セクシュアルマイノリティについて

　ファストファッションの工場で
　起こっていること

市川房枝記念会女性と政治

あるひ、いつものがくどうで。

新着図書リスト 
3 月の新着図書です。新着図書コーナーをご覧ください。 
なお、貸出中の場合はカウンターでお問い合わせください。 

 

カウンター前のワゴンの図書を 

男女共同参画おすすめ BOOK100+αに 
リニューアルしました。 

 
男女共同参画を身近に感じていただけるよう 11 のテーマに分けておすすめの本を集めました。 

 

1.男女共同参画・ジェンダー2.女性の働き方 3.女性と政治 4.女性に対する暴力 

5.からだとこころ 6.性 7.家族 8.男性 9.女性と防災 10.老後のこと 11.貧困 

 
静岡県内の男女共同参画・女性関連施設の情報担当者が集まって選びました。是非ご活用ください。 

http://aicel21.jp/
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