
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆今月の特集☆ 
2016 男女共同参画 

おすすめ BOOK100+α 

アイセル 21 静岡市女性会館 

図書コーナーだより 

990円のジーンズがつくられるのはなぜ？ 
ファストファッションの工場で起こっていること 

 
長田華子 著 合同出版（589.2）2016年 

 

  ファストファッションとは、「最新の流行を取り入れながら、低価格の衣料品を

大量に製造、販売するファッションブランドやその業態」のことである。欧米や日

本のブランドの店舗は全国にあり、流行に敏感な若者だけでなく中高年層の顧

客も多い。このような衣料品は大概日本製ではない。日本が輸入している衣料

品の生産国は中国が 1位で全体の 7割強を占めている（2013年財務省の貿易

統計より）が、近年の経済成長はめざましく、もっと賃金が安い国へ生産拠点を

移す動きが出てきて一躍注目されるようになったのが、本書で詳しく取り上げて

いるバングラデシュである。総輸出額の 8 割が衣料品で、中国に次いで第 2 位

の衣料品輸出国となっている。その理由は、「安くて若い労働力」、「手先が器用

なこと」にある。縫製工場で働く人の数は 400万人にのぼり、うち 8割が女性で大

半が 10 代から 20 代である。彼女たちは貧しい農村出身者が多く、非常に劣悪

な職場環境の中で、長時間労働を強いられている。冷房設備もない室内で朝か

ら晩までミシンを踏み続けて得られる給料は月額 5000円ほどだという。 

 バングラデシュの若い女性たちが、大手アパレル企業に搾取されていると知る

と不買運動をしようという考えも出てくるが、それでは問題の解決にはならないと

著者は言う。服が売れないと、女性たちの仕事が減ってしまい、さらなる貧困に

陥るかもしれないからだ。では、どうすれば良いのか。 

第 8章には私たちにできることが提示されている。まず、 

現状を知ること。「エシカルファッションを身につけてみ 

る」という参加の仕方もある。エシカル（倫理的）とは、フ 

ェアトレード、オーガニック、ローカルメイドなどを指す。 

 1円でも安い品物を買うことよりも、安さの理由を知り、 

正当な価格の商品を選ぶことができる消費者になりた 

いと思う。（石割友子） 

 

 

 

◆◆◆NEWS◆◆◆ 

 

「育休復帰ハンドブック」 

ができました！ 

 

 

◆◆◆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◆◆◆ 

わたしたちの身の回りには、価格の安い商品があふれ、自然とそうした

商品を身にまとうことに慣れきってしまっています。しかし、価格の安さの

裏にはわけがあるのです。このわけを知ったあなたは、もう「よき」消費者

としての一歩をふみ出したことになります。 

 

昨年、男女共同参画週間に開催した

「男女共同参画おすすめ BOOK100」に

新たな本を加え、図書コーナーのカウン

ター前のブックワゴンに展示しました。こ

ちらでは、男女共同参画のさまざまなキ

ーワードに沿った本を紹介しています。

今回は、「貧困」と「女性の生き方」のカ

テゴリーを増やし、より身近にある男女共

同参画について考えていただけるように

しました。ぜひご覧ください。 

この企画は公共図書館でも実施の予

定です。身近な図書館で、男女共同参

画のことを考えてみませんか？ 

６月２３日～２９日は 

男女共同参画週間です 

 

 

「育休復帰ハンドブック」 

ができました！ 

 

 

今月のおすすめ 

平成 28 年度のキャッチフレーズは

『意識をカイカク。男女でサンカ

ク。社会をヘンカク。』 

です。 

女性も男性も、多様な暮らしや働き方

が可能な社会を作るため、男性中心

の意識や労働慣行の変革を進めてい

きましょう。 

 

「男女共同参画おすすめ BOOK100+α」 

カウンター前のワゴンをリニューアル 

 

 

 

「育休復帰ハンドブック」 

ができました！ 

 

 

「990 円のジーンズがつくられるのはなぜ？」を読んで心に残った言葉 



「居場所」のない男、 

「時間」がない女 
水無田気流（367）  

日本経済新聞出版社  

2015 年 
 

 

地域や家庭に居場所がなく、老後は孤立しがちな

会社人間の男性。婚活、妊活、保活の後、家族の

ケアと仕事の両立に追われ時間のない女性。そん

な今、政府の打ち出す「すべての女性が輝く社会

づくり」はまるで「日本女性超人化計画」のよう。女

性の社会進出と同時に、男性の家庭・地域進出も

進められるべきであり、そのために今最も必要なの

は、「男性も含めた総合的な雇用環境と社会保障

の改善」と著者は言います。働く母である著者自

身のエピソードも交え説得力があります。（遠藤） 

 

 

 

 

 

 

働く女子の運命  

浜口桂一郎（366.38） 

文春新書 2015 年 

 

 

 

ジェンダーギャップ指数で世界に後れを取る日

本。男女均等法以降、女性関係の法律も充実し

てきたにも関わらず、女性が活躍できない状態が

続いています。その要因が、欧米と異なる「日本

型雇用システム」にあると解説、その形成から変容

を女性労働の歴史から検証しています。男女平

等政策で生まれた総合職と一般職の「コースの平

等」は長時間労働や非正規化を進行させ格差を

生み、ますます女性は働きづらくなっています。雇

用システムが大きく変わらなければ、活躍どころか

働く女性の運命は暗いと、痛感しました。（狩野） 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マイペースで働く！ 

女子のひとり起業 
滝岡幸子（335） 

同文舘出版 2015 年 

 

 

 

「ひとり起業塾」を主宰する著者が提唱するのは、

「ひとりで起業し、ビジネスを継続していくこと」。女

性は起業に向いているそうです。小さなサロン、移

動販売、教室などをひとりで起業した女性たちが

紹介されていますが、「生活者目線」、「身の丈思

考」、「堅実さ」といった女性の強みを活かして成

功しています。「試しにちょっとやってみよう」くらい

の気軽さでも良いらしいです。大それたことと思っ

ていた“起業”のイメージが変わりました。（石割） 
 

 
 

 

 

 

 

 

女性活躍後進国ニッポン 
山田昌弘（367.1） 

岩波ブックレット 2015 年 
 

 

 

現在、政府は女性の活躍を推進しようとしていま

す。しかし、働く女性のほとんどは非正規。正社員

であっても、待機児童の問題は解消されず、子ど

もを産み育てながら働くことは容易ではありませ

ん。著者は、「男は仕事、女は家事」という「性別役

割分業」が経済の停滞に深く関わっていることを明

らかにし、男女共同参画社会を築く必要性を分か

りやすく伝えています。著者の文章をもとに「図書

コーナーだより」連載中の「アイセルレファ日記第

19 話～35 話」を描きました。併せてお読みいただ

ければ幸いです。（田嶋） 

 

 

 

 
『女性にやさしい日本になれたのか』 
アグネス・チャン （367.21） 潮出版社 2014年 

 

『「女性の活躍推進」の虚実』竹信三恵子/講演 ほか

（366.38） 後藤・安田記念東京都市研究所 2015年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

今 月 の 特 集 

 

『雇用身分社会』  
森岡孝二 （366.21） 岩波新書 2015年 

 

『仕事と家族 日本はなぜ働きづらく、産みにくい

のか』筒井淳也 （366.7） 中公新書 2015年 

 
 

 

『小さく始めて１億売ったママ起業私の方法』 
園田正世 （335.13） 祥伝社 2012年 

 

『新しいママの働き方』 

奥田絵美 （366.38） アチーブメント出版 2015年 

 
 

 

『女性はなぜ活躍できないのか』 

大沢真知子 （366.38） 東洋経済新報社 2015年 

 

『職務格差 女性の活躍推進を阻む要因はなにか』

大槻奈巳 （366.38） 勁草書房 2015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☆ 

2016男女共同参画おすすめ BOOK100 +α  

 



つづく

第   　話45安西早智の就職相談が
終わりました。

応援していますから、
何かあったら
またご連絡くださいね。

今日は
お疲れさまでした。

お帰りになる前に、
1 階の女性会館図書コーナーに
お寄りいただくといいですよ。

司書の人に
相談すれば、
参考になる本を
教えて
もらえますから。

ハイ、
どうもありがとう
ございました。

　いろいろ
お話ができて
元気が
出てきたな。

図書コーナーで
本を探して帰ろう。

ア、ハイ！

すみません。
あの…　私、 就職相談で
来たのですけど、
ここで参考になる本を教えて
いただけると聞いたんですが。

再就職
したくて…

わかり
ました！

再就職を考えて
いらっしゃるんですね。

『妻が再就職するとき』

大沢真知子ほか　著

『新しいママの働き方』
奥田絵美　著

『女性の再就職力』

坂巻美和子　著

『専業主婦の
　キャリア再開発』

奥津真理　著

『私だって働きたいっ！』

小沢佳代子　著

『ミセスのための
　ハッピー・リワーク
　完全バイブル』

土岐優美　著

『働きたいママの就活マニュアル』

毛利優子　著

『ママも今日から
　　　　　働くﾜ！』

上田晶美　著

主婦 歳、40

めざしてます

現代洋子
[ 協力 ]

　ウインズ望月恭子＋
専業&復職主婦の皆さん

『主婦40歳、復職めざしてます』

現代洋子　著

再就職には
こんな本がありますよ。

気になることが
書かれていて、
役に立ちそう。

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）



 

 

 

 

資料名 著者名 資料名 著者名
請求記号 請求記号

《哲学》 「教育超格差大国」アメリカ 津山　恵子 372.53
働く女性たちへ 佐々木　常夫 佐々木正美先生の子育てお悩み相談室 佐々木　正美
　勇気と行動力で人生は変わる 159.4 　不安、イライラが消えてゆく 379.9

《歴史・伝記》 《生活・育児》
古代東アジアの女帝 入江　曜子 220 女ひとりの楽しい暮らし方 オレンジページ
少女たちの明治維新 ジャニス　P．ニムラ 　ちょっぴり寂しくてもやめられない！ 590.4
　ふたつの文化を生きた30年 281.04 隠れ貧困 荻原　博子
武士の娘　新訳 杉本　鉞子 289.1 　中流以上でも破綻する危ない家計 591
清掃はやさしさ 新津　春子 １０年後破綻する人、幸福な人 荻原　博子 591
　世界一清潔な空港を支える職人の生き様 289.1 《文学》
「石井筆子」読本 津曲　裕次 物語ること、生きること 上橋　菜穂子 B910.268
　鳩が飛び立つ日 289.1 眩（くらら） 朝井　まかて 913.6
「私」を受け容れて生きる 末盛　千枝子 ご機嫌な彼女たち 石井　睦美 913.6
　父と母の娘 289.1 それを愛とまちがえるから 井上　荒野 B913.6
大橋鎭子と花森安治 塩澤　実信 バラカ 桐野　夏生 913.6
『暮しの手帖』二人三脚物語 289.1 翔ぶ少女 原田　マハ B913.6
茶色のシマウマ、世界を変える 石川　拓治 われらが胸の底 落合　恵子 914.6

屋根裏の仏さま ジュリー　オオツカ 933.7
289.1 《子どもの本・絵本》

子連れのタダビバ　東部版 保健室の恋バナ＋α 金子　由美子 152
　静岡★無料の遊び場ガイド 291.54 やっぱりこういうときどうするんだっけ 辰巳　渚 159

《法律・経済・社会》 荻野吟子 加藤　純子
女たちの情熱政治 　日本で初めての女性医師 289
　女性参政権獲得から70年の荒野に立つ 取材班 312.1 日高　庸晴
社会をちょっと変えてみた 駒崎　弘樹 367
　ふつうの人が政治を動かした七つの物語 312.1 おばあちゃん、おじいちゃんを知る本 4 江頭　恵子
労働時間革命 小室　淑恵 　おとしよりをささえる 367
　残業削減で業績向上！その仕組みが分かる 336.2 いろいろな性、いろいろな生きかた 全3巻 渡辺　大輔 367
女性はもっと活躍できる！ 岩田　喜美枝 クララ・シューマン 川嶋　ひろ子
　女性活躍推進の課題とポイント 菅原　千枝 336.4 　愛に生きた世界初の女性ピアニスト 762
21世紀日本の格差 橘木　俊詔 361.8 《行政資料》
仕事と就活の教養講座 細谷　実編 内田　美紀子
　生きのびるための働き方 366 鈴木　富貴
君たちはどう働くか 今野　晴貴 366 　○○が変われば企業は変わる 2-A
求人詐欺 今野　晴貴 子育てしながら働ける◎マル！
　内定後の落とし穴 366.21 　職場づくりのアイデア こども未来課 2-E
キャリアデザイン入門　第2版 大久保　幸夫
　1(基礎力編)、2(専門力編) 366.29

《女性・男性問題》 《歴史・伝記》
愛を言い訳にする人たち 山口　のり子 家康公が愛したまち静岡
　DV加害男性700人の告白 367.1 　家康公四百年祭  記録集 事業静岡部会 291.09

ランディ　バンクロフト 《法律・経済・社会》
367.1 神戸女学院大学  女性学評論

子の無い人生 酒井　順子 367.3 　第30号 委員会 304
大人女子の安心シングルライフプラン じゃこめていsingle life 《女性・男性問題》
　見えない未来を“見える化”する 編集部 367.4 女性学　Ｖｏｌ．２３（２０１５）
男が働かない、いいじゃないか！ 田中　俊之 367.5 　日本女性学会学会誌 編集委員会 367.2
虐待の淵を生き抜いて 島田　妙子 367.6 山川菊栄が描いた歴史 山川菊栄記念会
LGBTサポートブック はた　ちさこ 　山川菊栄生誕125周年記念シンポジウム記録集 367.21
　学校・病院で必ず役立つ 367.9 たたかう女性学の歩み2000-2015 山川菊栄記念会

《福祉・教育》 　山川菊栄記念会記録集 367.21
災害支援手帖 荻上　チキ 369.3 《文学》

浅野　富美枝 サラバ！　上・下 西  加奈子 913.6
369.31 《子どもの本・絵本》

ルポ母子避難 吉田　千亜 望郷の鐘 和田  登
　消されゆく原発事故被害者 369.36 　中国残留孤児の父・山本慈昭 289

　日本初の全寮制インターナショナル

　高校ISAKをつくった小林りんの物語

もっと知りたい！話したい！
セクシュアルマイノリティ 2、3

別れる？それともやり直す？
カップル関係に悩む女性のためのガイド

みやぎ3・11
「人間の復興」を担う女性たち

ふじのくになでしこ企業100宣言
  女性活躍促進14のヒント

望月　やすこ写真・文

東京新聞・北陸中日新聞

静岡県健康福祉部こども未来局

… 寄贈図書 …

徳川家康公顕彰四百年記念

女性学インスティチュート

日本女性学会学会誌23号

 

静岡市女性会館 図書コーナーだより vol.144 

発行日：2016 年 6 月 1 日  編集・発行：NPO 法人男女共同参画フォーラムしずおか 

〒420-0865 静岡市葵区東草深町 3 番 18 号 TEL054-248-7330 

静岡市女性会館ホームページ http://aicel21.jp ※ホームページより資料の検索と予約ができます。 

利用時間：9:00～19:00（第 2・4 月曜日、年末年始、図書整理日、蔵書点検日 休館） 

貸出点数：1 人 図書・雑誌 5 冊、CD・カセット 2 点まで  貸出期間：2 週間以内 

新着図書リスト 
6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。 
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