
 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆今月の特集☆ 

子育ての今 

アイセル 21 静岡市女性会館 

図書コーナーだより 

ＷＯＭＥＮ ＥＭＰＯＷＥＲＭＥＮＴ １００ 

世界の女性をエンパワーする１００の方法 
 

ベッツィ トイチュ 著  松本 裕 訳  

英治出版 （367.2） 2016年 
 

英語のタイトル、内容も難しそう…。第一印象でそう思われた方もいるだ

ろう。確かにジェンダー平等や貧困削減をテーマにしているが、同じ時代を

生きる女性たちの思いと工夫がつまった一冊で、自分たちの暮らしを見直

す機会にもなると思う。 

 著者が述べている通り本書は、世界中の女の子や女性たちが、自力で極

貧状態から脱出するために多大な努力を払っている現状を伝える物語だ。 

「保健」「水と衛生設備」「経済活動への参加」などの 11 分野について、

100 のアイディアが紹介されているが、各分野の冒頭を読むと、女性がいか

に困難な状況であるのかがよくわかる。 

そして 100 のアイディア。酢を使った子宮頸がん検診法、電気を使わな

いペットボトルのライト、未熟児を救うカンガルーケアなど、低コストで効果の

高い方法が紹介されている。これらは、時間や費用を節約したり、危険や

貧困の罠を排除したりする効果があるのだという。 

今回、自分の身近な所にも、見渡せばたくさん先人の知恵と努力がつま

っていると感じた。今では当たり前になっている学校給食や生理用品、自

転車なども、本書で女性のエンパワーメントにつながる 

と紹介されたアイディアだ。時代が変わると、女性の置

かれている状況も変わっていくだろう。困難が全て解決

していればよいけれど、そうでない場合は、本書のよう

に、今そこにある資源と工夫を積み重ねて克服してい

きたいと思った。 

夏休みも間近。国際貢献に関心のある高校生、大学

生にもお勧めしたい。（岡村尚子） 

 

 

◆◆◆NEWS◆◆◆ 

 

 

 

 

 

 

「育休復帰ハンドブック」 

ができました！ 

 

 

 女性たちが自力で見つけた答え以上にすぐれた答えを、 

私は持っていません。 

 

図書コーナーは、7 月 31 日（月）

図書整理日のためお休みします。 

貸出・閲覧はできませんが、返却

はしていただけます。ご迷惑をおか

けしますが、ご了承ください。 

 

図書コーナーの看板を 

新しく設置しました 

 

「育休復帰ハンドブック」 

ができました！ 

 

 

今月のおすすめ 

図書コーナーを PR するために、

新しく外側に向けて看板を設置しま

した。車や徒歩で道路を行く方や、

バスに乗車する方に見ていただける

ようにしました。また、入り口インフォ

メーション上部の垂れ壁にも看板を

つけて、図書コーナーの位置や機能

が分かりやすくなったと好評です。皆

さまのご来館をお待ちしています。 

 

「ＷＯＭＥＮ ＥＭＰＯＷＥＲＭＥＮＴ １００」 

を読んで心に残った言葉 

◆◆◆静岡市女性会館は今年開館 25 周年を迎えました◆◆◆ 

◆  
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7月

7 月 31 日（月）は 

図書整理日のため休室します 
 

 

 

「育休復帰ハンドブック」 

ができました！ 

 

 



働くママと子どもの 

〈ほどよい距離〉のとり方 
榊原洋一 監修 高石恭子 編 

（367.3） 

柘植書房新社 2016 年 

 
子どもへの虐待や育児放棄が社会問題となる一

方で、1 人か 2 人のわが子を大切に育て、密接な

関係を持ち続ける母親が増え、成人してもなかな

か子供を巣立たせられない相互依存の問題も指

摘されています。子どもの健やかな成長にとって

必要なのは「ほどよい距離の母親」。最初は子育

てに没入しても、少しずつ子どもの欲求に応え損

ねていく母親。そんな母親に少しずつ失望してい

くことで、子は鍛えられ社会に出ていけるというの

です。働くママにも専業主婦のママにも読んでほ

しい一冊です。（遠藤） 

 

 

 

 

 

 

 

保育園で困ったときに 

開く本 
保活から新制度・園生活まで 
朝日新聞出版 編著(369.42) 

朝日新聞出版 2016 年 

 
「保育園はどんなところ？」「保活はいつから始め

る？」「園の 1日のスケジュールは？」などQ&A方

式で 95 の質問に答えます。「お友達にケガをさせ

た」「保育士の虐待を目撃した」などのトラブル事

案の対処法も示されます。長く働き続けるためのヒ

ントも紹介されています。「上司に嫌味を言われる

こともあるが、鈍感力で乗り切った」という先輩ママ

の体験談に勇気付けられることでしょう。巻末の

「もらえるお金」には手当てや給付金をもらえる条

件、金額がまとめられています。申請し忘れないよ

うにしましょう。（石割） 

 

 

（石割） 

怒らないですむ子育て 
そのイライラは手放せます 

 

水島広子（379.9） 

小学館 2017 年 

 
周囲の無理解のため肩身の狭い子育てを強いら

れ、子育て情報過多の育児に不安を抱く中、ささ

いなことでつい子どもを怒ってしまうことに悩む母

親に、視点の転換のコツを女性精神科医がアドバ

イス。まず、怒りのメカニズムを解説しその原因に

迫ります。親子それぞれの事情を考え、子どもと

一緒に解決する方法、自己嫌悪に陥った母親の

自己肯定感を取り戻す考え方などを紹介していま

す。さまざまなシーンでの解決策も具体的。「心配

の子育て」から「信頼の子育て」へと、悩みに寄り

添い不安を解消する方法が満載です。（狩野） 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

育児は仕事の役に立つ 
「ワンオペ育児」から 

「チーム育児」へ  

浜屋祐子･中原淳（366.7） 

光文社新書 2017 年 

 
キャリアにとってマイナスと思われがちな「育児」。

けれど、実は仕事の能力を高める効果があるので

す。大切なのは、夫婦のうちどちらかがひとりで抱

え込む「ワンオペ育児」ではなく、夫婦を中心とす

る「チーム育児」であること。また、「チーム育児」を

することによって、親の人間的成長ももたらすとい

う結果が出ています。そのためには、長時間労働

や職場の無理解など、まだまだ課題があります

が、共働き育児を前向きにとらえる研究結果は、

多くの人に元気を与えてくれそうです。（田嶋） 

 

 

 

 

 

 

『子別れのための子育て』 

高石恭子/編 （367.3） 平凡社 2012年 

 

『子育てが終わらない「30 歳成人」時代の家族論』 

小島貴子･斎藤環 （367.3） 青土社 2012年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

今 月 の 特 集 

 

『はじめての保育園』保育園を考える親の会/編

（369.42） 主婦と生活社 2014年 
 

『保育園ママ＆パパのための 子どもの病気！お

助けガイド』 保育園を考える親の会/編著（498.7） 

学陽書房 2008年 

 

 

 

 

 

 

『だいじょうぶ！子どもは育つ』 

山縣威日 （599） 七つ森書館 2016年 

 

『赤ちゃん苦手かも？と思ったら読む本』 

清水悦子 （599） 主婦と生活社 2015年 

 

 

 

 
 

 

『子育てがプラスを生む「逆転」仕事術』 

小室淑恵 （366.38） 朝日新聞出版 2014年   

 

『共働きファミリーの仕事と子育て両立バイ

ブル』日経ＤＵＡＬ/編 （366.38） 日経 BP社 2014年 

☆もっと読みたくなったら☆ ☆もっと読みたくなったら☆ 

☆もっと読みたくなったら☆ ☆もっと読みたくなったら☆ 

 子育ての今 



つづく

第 56 話図書コーナースタッフの

若菜ちゃんたちがカフェで

女子会をしています。

そこで働く高校生、

籠上みずほさんは、

前日の夜に恐い思いを

したようで…

ケーキセットの
方…

ハイ

夕べ…
バイトのあとで
彩夏たちと
コンビニで
お菓子とか買って、
公園で
しゃべって
たんだよね。

家に帰れば、
お父さんはいつも
お酒を飲んで、
乱暴なことを言うし、
家の中の物を
蹴ったりする。

そんなお父さんを
お母さんが口で
責めて、 いつも
ケンカばっかり。

お母さんは
私にグチをこぼすし、
お金が無いから
アルバイト代を
取り上げる…

だから、 家に帰りたくない。

彩夏や萌の家も
似たり寄ったりだ。

でも、
家に帰るしかないから
２人にバイバイして
１人で歩いてたら、
大きな男の人に
腕をつかまれて…

とっさに振りほどいて逃げたから
良かったけど、 恐かった…

これからは気を付けよう。

ごちそうさま
でした～

は…はいっ！

あ、
ショップカード
いただいても
いいですか？

本当にここの
ケーキはおいしい
ですね！

お一人 980 円です。

あ…どうぞ。

？

あの…
じゃあこれ、
うちのカードなんです。

良かったら
利用して
くださいね。

「静岡市
女性会館
図書コーナー」
…？

図書館？

これまでのお話は、 静岡市女性会館HPでお読みいただけます。 （http://aicel21.jp）
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新着図書リスト 
7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。 

 

 

資料名 著者名 資料名 著者名

請求記号 請求記号

《歴史・伝記》 家庭教育は誰のもの？ 木村　涼子

蔡英文自伝 蔡　英文 　家庭教育支援法はなぜ問題か 379.9

　台湾初の女性総統が歩んだ道 289.2 いい親よりも大切なこと 小竹　めぐみ

《法律・経済・社会》 小笠原　舞

THIS　IS　JAPAN ブレイディみかこ 379.9

　英国保育士が見た日本 302.1 《生活・育児》

岩波書店編集部 五藤　隆介

赤川次郎ほか 323.14 590

日本弁護士連合会 出産・育児ママのトリセツ 山本　ユキコ

326.22

滝岡　幸子 598.2

335 ヨチヨチ父　とまどう日々 ヨシタケ　シンスケ 599.04

ずっと働ける会社 小酒部　さやか 《産業》

風俗嬢の見えない孤立 角間　惇一郎 673.94

336.4 《文学》

対話する社会へ 暉峻　淑子 361.45 正義のセ 3　名誉挽回の大勝負！ 阿川　佐和子 B913.6

女性と労働 日本弁護士連合会 スペードの3 朝井　リョウ B913.6

あなたのゼイ肉、落とします 垣谷　美雨 913.6

366.38 やめるときも、すこやかなるときも 窪　美澄 913.6

《女性・男性問題》 ホライズン 小島　慶子 913.6

はじめてのジェンダー論 加藤　秀一 367.1 i　アイ 西　加奈子 913.6

チママンダ　ンゴズィ 出会いなおし 森　絵都 913.6

アディーチェ 367.1 あのこは貴族　TOKYO　NOBLE　GIRL 山内　マリコ 913.6

ジェンダーとわたし 笹川　あゆみ ママがほんとうにしたかったこと エリザベス　イ ーガン 933.7

　〈違和感〉から社会を読み解く 367.1 《子どもの本・絵本》

女性・人権・生きること 天童　睦子 カーネーション いとう　みく 913

　過去を知り未来をひらく 367.1 だれのこどももころさせない 西郷　南海子 E

ゆらぐ親密圏とフェミニズム 海妻　径子 エミリー　ジェンキンス

E

367.1 おむかえパパ ナディーヌ 　ブラ ンコム E

　家族や友人、みんなで老後を考える４１のヒント 367.7 《法律・経済・社会》

《福祉・教育》 神戸女学院大学  女性学評論

介護施設で死ぬということ 高口　光子 　第31号 304

　生活支援の場のターミナルケア 369.263 《女性・男性問題》

保育園問題 前田　正子 平成29年版 男女共同参画白書

　待機児童、保育士不足、建設反対運動 369.42 　男で〇、女で〇、共同作業で◎ R367.21

女子学生のキャリアデザイン 野村　康則ほか 《福祉・教育》

　自分らしさとワークライフバランス 377.9

369.41

379.9 《文学》

怒らないですむ子育て 水島　広子 歌集 乙女ノ本懐 白川  ユウコ 911.168

　そのイライラは手放せます 379.9 夜の谷を行く 桐野  夏生 913.6

内閣府男女共同参画局

私にとっての憲法

パワーママプロジェクト

女性学インスティチュート委員会

性暴力被害の実態と刑事裁判

マイペースでずっと働く！
女子のひとり起業２年目の教科書

まだ早い！？いまから始めよう
セカンドライフお悩み相談室

明治安田生活福祉研究所

シングルマザー３６５日サポートブック
しんぐるまざあず・ふぉーらむ

フルオートでしか洗濯できない人の
男の家事

　「子どもができて妻が別人になりました」

　というあなたへ

　マタハラなんて起きない
　先進企業はここがちがう！

　貧困を克服し男女ともに人間らしく
　豊かに生活するために

　グローバル時代の
　ケア・労働・アイデンティティ

　子どものために“しなくていいこと”
　こんなにあった！

300年まえから伝わる
とびきりおいしいデザート

… 寄贈図書 …

男も女もみんなフェミニストでなきゃ

『ワーママ』5年目に読む本

http://aicel21.jp/
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