
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆今月の特集☆ 
 

10 月 11 日は 

国際ガールズ･デー 

アイセル 21 静岡市女性会館 

図書コーナーだより 

スーパー母さんダブリンを駆ける  
一四〇人の子どもの里親になった女性の覚え書き  

 

リオ・ホガーティ作  メーガン・デイ執筆協力  高橋 歩 訳  

未知谷 （936） 2016年 

 

40 年に渡って 140 人を超える子どもを自宅で預かり、献身的に世話を

続けてきた、アイルランド女性リオ・ホガーティ。2010 年ピープルオブザイ

ヤー賞を受賞した。 

彼女が自宅に引き取ったのは、親に捨てられ路頭に迷うフランス人の兄

弟や、家に居場所がなくなった子など、ほとんどが親の暴力や育児放棄な

どの虐待を受けた子どもたちだ。そんな子どもたちを、家族同様の愛情を

注いで、時には厳しく生きていくための生活のルールを教えたりしながら、

支援していく姿に感銘を受けた。 

乳児、幼児期の目を覆いたくなるような悲惨な体験から、引き取った彼

女の献身的な支援もむなしく、その後の成長に大きな支障がでた子どもも

いた。預かった少女の薬物依存に気づけず、ドラッグ中毒で死亡してしま

うという悲しい出来事もあった。他の里親がお手上げだった 7 歳児の問題

行動は、6 歳まで過ごした修道院運営の児童収容施設での虐待が原因だ

ったという事例もある。当時の子どもをめぐるさまざまな問題が浮き彫りに

なる中、「できることは何でもするわ！」と、どんな困難な状況でも、できる

限りの支援と愛情を差し伸べる行動力に胸がすく思いがした。 

今、虐待や育児放棄などのため、親元で暮らせな 

い子どもたちが厳しい環境に置かれている。そんな

中で、彼らに温かい愛情と正しい理解の下での養育

を提供する里親制度が注目されている。 

描かれている状況は、時代も国も制度も異なるが、

本書からは里親の心情や苦悩、喜びなどがよく分か

る。10月は里親月間。多くの人の理解が重要だ。 

（狩野直子） 

 

 

◆◆◆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◆◆◆ 

…里親は、愛されないこともあるからです。それでも、どんなことがあって

も、その子のためにできる限りのことをしてやりなさい。里親としての究極

の目的は、必要とされなくなることです。里親は、そんな数少ない仕事の

ひとつなのです。 

今月のおすすめ 

図書コーナー奥にあった、女性

芸術作家の作品を集めた「近藤美

津江アート文庫」の展示書架をリニ

ューアルしました。文庫以外の図

書コーナー所蔵の女性芸術家の

作品集や自伝なども、いっしょに展

示しました。静岡ゆかりの秋野不

矩、松井冬子、福井利佐などの作

品もそろっています。貸出もしてい

ます。ぜひ、ご覧ください。 

 

 

 

 

 

「スーパー母さんダブリンを駆ける」 
を読んで心に残った言葉 

10 月は「乳がん月間」 

乳がんに関係する本を 

展示します。 

 
 

乳がんは日本人女性の 12 人

に１人が罹患するといわれてい

ますが、早期発見、早期治療に

より高い確率で治癒できます。 

図書コーナーでは、最新の治

療法や手術、マンモグラフィーや

自己検診の方法、 

食事、心のケア

など、乳がんに

関係する情報を

提供します。 

 

「近藤美津江アート文庫」 

書架リニューアル 

 



リベンジポルノ  

性を拡散される若者たち  
渡辺真由子（367.9） 

弘文堂 2015 年 

 

 

「リベンジポルノ」とは、報復のために元恋人や知

人の性的な画像や動画を公開・拡散させる行為で

す。東京三鷹の女子高生殺人事件を機に社会問

題化し、被害者の 6割が 20代以下、デート DVに

も関係するという現状が明らかになってきました。

若者の恋愛関係の実情や心理を理解すれば、

「なぜ撮らせた」「撮らせるあなたが悪い」と被害者

を責め、「撮らせるな」と喚起するだけでは、解決

につながらないことが分かります。現状の打開に

は、メディア、行政、学校などの正確な現状把握

や意識の変革が不可欠だと感じました。（狩野） 

 

ムスリマを育てる 
インドネシアの女子教育 

服部美奈（372.24） 

山川出版社 2015 年 
 

 

 

ムスリマ（女性のイスラーム教徒）がどのように育

ち、教育を受けて成長するのかを、インドネシアを

中心に研究した本です。男女差別が大きいと思わ

れているイスラーム教ですが、本来、男女は平等

であるとされ、ともに知識を持つことが重要視され

ています。しかし一方で、結婚や服装、礼拝の方

法など性差による対応の違いがあり、1990 年代以

降、ジェンダー公正をめざす人々によって、古典

的な宗教書を再解釈する試みが始まっています。

ムスリマを理解するために役立つ一冊です。（田

嶋） 

 

（狩野） 

日本とフィリピンを生きる 

子どもたち  ジャパニーズ・ 

フィリピノ・チルドレン 

野口和恵（369.44） 

あけび書房 2015 年 
 

商用や観光でフィリピンに出かける日本人男性、

日本に出稼ぎに来るフィリピン女性が増えたバブ

ルの全盛期に、日本人とフィリピン人の間に生ま

れたジャパニーズ・フィリピノ・チルドレン（JFC）。

両親の愛情に包まれて育つ JFC がいる反面、日

本人の父親が養育放棄するケースでは、アイデン

ティティの問題、生活苦など様々な困難が絡み合

い、自尊感情を持てない JFC も多いそうです。成

長して父親を捜し始める JFCが、父親を慕い続け

ていたのに対し、日本人の父親の多くは「日本の

家族に知られたくない」と対照的な反応を示すと

いうのには、考えさせられます。（遠藤） 

 

 

 

セルマの行進 リンダ十四歳  

投票権を求めた戦い 
リンダ･ブラックモン･ロワリー 

エルズペス･リーコック 

スーザン･バックリー 

（K316）汐文社 2015 年 
 

1960 年代のアメリカ南部アラバマ州セルマ。人種

差別が激しい土地で、投票権を求めて戦った少女

がいました。当時、黒人の有権者登録は難しく自

分たちの首長を選ぶための投票ができませんでし

た。リンダたちはセルマから 80km以上離れたモン

トゴメリへのデモ行進をやり遂げ、投票権を勝ち取

ったのです。リンダは全行程を歩いた人々の中の

最年少だったそうです。警官に殴られたり、投獄さ

れたりしても、恐怖心に打ち勝って戦い抜いたリン

ダの勇気に感銘を受けました。（石割） 

 

 

『BLUE HEART ブルー・ハート』Coo/作画 ライト

ハウス/原作（367） 人身取引被害者サポートセンター ラ

イトハウス 2015年 
 

『まさか私が？女性を守るセキュリティ・マニュア

ル 23』佐伯幸子 （368.6） 潮出版社 2015年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今 月 の 特 集 

 

『イスラーム世界の女性たち』  

白須英子 （367.228） 文春新書 2003年 

 

『イスラームにおける女性とジェンダー』  

 ライラ・アハメド （367.228） 法政大学出版局 2000年 

 

 

 

『国際結婚・離婚ハンドブック  

日本で暮らすために知っておきたいこと』  

田代純子 （329.91） 明石書店 2011年 
 

『女たちの 21 世紀 no.83 新たな「移民政策」と

女性』 アジア女性資料センター （雑誌） 2015年 

 

 

 

『物語 アメリカ黒人女性史(1619-2013)』 

岩本裕子 （367.253） 明石書店 2013年 

 

『クロティの秘密の日記』 
パトリシア・Ｃ・マキサック（K933） くもん出版 2010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☆ 

10 月 11 日は国際ガールズ･デー 



つづくこれまでのお話は、 「図書コーナーだより」 のバックナンバー （2012年 4月～） か、 図書コーナーのファイルでお読みください。

そういえば
早智も…

49
飲み会で、大坪部長は
専業主婦になった
長女のことを話しています。

うちのダンナさんは
ほとんど
子育てしてくれないの。

舞は私よりも
社会人としてのキャリアが
長くなって、
どんどん成長している
ように見えるのよ…

三保の妹 ：舞

直樹くんは忙しいし、
三保が家にいてくれるから
安心しているんだろう。

ある日の大坪家。
長女 ・三保さんの里帰り中です。

そうだろうけど
さー

私、
世の中から
取り残されて
いくのかな…

働きたいのえ
っ…

…
？

安西大輔

妻 ：早智

それは
わかってる。

そんなこと
ないわよ。
専業主婦も
大切なお仕事よ。

もともと、 長女の三保は学校の
成績も良かったから、
仕事で力を発揮したいって
気持ちも強かったんだろう。

卒業後も
期待して
いるよ。

卒
業
証
書

ありがとう
ございます！

彼女の様子を見ていると、
「家事も育児もやってくれなかった」
っていうカミサンも、
同じようなことを思っていたのかなって
考えるんだ。

もっとも、 次女の方も
仕事と家事 ・育児を
両立させるのは
相当に大変なことだって
思うけどね！

夫婦どちらかでも長時間労働
だった場合、 かなり苦しいと思うよ。
次女の場合、 夫側もそれほど
苛酷な会社じゃないから、
家事と育児の分担ができているけどね。

実家も近いし。

そうそう。
私も夫の会社が
育児に理解があって
助かりましたよ。

そうじゃ
なかったら、
子どもを
産んで
育てて
働くなんて
ムリ！



 

 

 

 

 

資料名 著者名 資料名 著者名
請求記号 請求記号

《総記》 大学生のためのメンタルヘルスガイド 松本　俊彦
文芸的書評集 与那覇　恵子 019.9 　悩む人、助けたい人、知りたい人へ 377.9

《哲学》 「思春期男子」の見守り方 おおた　としまさ B379.9
水島　広子 子どもの心の育てかた 佐々木　正美 379.9

146.8 《科学・医学》
恋愛氷河期 勝部　元気 152.1 ハンセン病療養所に生きた女たち 福西　征子 498.6
理系男子の“恋愛”トリセツ 瀬地山　角 152.1 《生活・育児》

《法律・経済・社会》 資生堂インパクト 石塚　由紀夫
女性議員が増えれば社会が変わる 赤松　良子 314.18 　子育てを聖域にしない経営 576.7

五十嵐　立青 なるほど！育じい道 石蔵　文信
318 　お医者さんが実践している孫育て術 599

戦争に巻きこまれた日々を忘れない 長倉　禮子 宋　美玄
　日本とアフガニスタンの証言 319.8 599
女性が管理職になったら読む本 ギンカ・トーゲル 《産業》
　「キャリア」と「自分らしさ」を両立させる方法 336.3 広告は、社会を揺さぶった 脇田　直枝
活躍する女性会社役員の国際比較 渡辺　峻編 　ボーヴォワールの娘たち 674.21
　役員登用と活性化する経営 336.3 《芸術》

齋藤　直美 解縛　　母の苦しみ、女の痛み 小島　慶子 B779.9
336.4 《文学》

女性活躍の推進 山極　清子 寂しさが歌の源だから 馬場　あき子
　穂村弘が聞く馬場あき子の波瀾万丈 911.162

336.4 ウエディングドレス　おしあわせに 玉岡　かおる 913.6
人口の心理学へ 柏木　惠子 ジニのパズル 崔　実 913.6
　少子高齢社会の命と心 361.4 コンビニ人間 村田　沙耶香 913.6
アクティブ・リッスン！ 澤村　直樹 授乳 村田　沙耶香 B913.6
　「聞く力」を武器にする 361.454 しろいろの街の、その骨の体温の 村田　沙耶香 B913.6

加藤　知美 ラヴィアンローズ 村山　由佳 913.6
本屋さんのダイアナ 柚木　麻子 B913.6

366.3 女たちの和平交渉 小島　慶子 914.6
キャリアウーマンたちの挑戦　改訂版

933.7
366.38 《子どもの本・絵本》

女・オルグ記 伍賀　偕子 学校が教えないほんとうの政治の話 斎藤　美奈子 310
　女性の自律と労働組合運動のすそ野を広げて 366.621 貧困を考えよう 生田　武志 368

《女性・男性問題》 岡村　理栄子
ノンママという生き方 香山　リカ 494
　子のない女はダメですか？ 367.21 夢は牛のお医者さん 赤羽　じゅんこ
夫に死んでほしい妻たち 小林　美希 367.3 　よろこびもかなしみも夢になる。 649
家族のゆくえは金しだい 信田　さよ子 367.3 坂の上の図書館 池田　ゆみる 913
母からの解放 信田　さよ子 レイさんといた夏 安田　夏菜 913
　娘たちの声は届くか 367.3 しげちゃんとじりつさん 室井　滋 E

布施　太朗 木のすきなケイトさん
367.3 　砂漠を緑の町にかえたある女のひとのおはなし E

とまどう男たち　生き方編 伊藤　公雄 367.5 でんしゃにのって とよた　かずひこ E
《福祉・教育》
娼婦たちから見た戦場 八木澤　高明
　イラク、ネパール、タイ、中国、韓国 368.4 《文学》
昼、介護職。夜、デリヘル嬢。 家田　荘子 369.17 砂の王国　上・下 荻原  浩 B913.6

… 寄贈図書 …

「自分の居場所がない」
と感じたときに読む本

イヴォンヌ・ツィーグラー ノヴァイオレット・ブラワヨ

H．ジョゼフ・ホプキンズ

あたらしい名前

あなたのまちの政治は案外、
あなたの力でも変えられる

男性上司の「女性は気がきくね」は
なぜ地雷なのか？

　資生堂が実践するダイバーシティ
　経営と働き方改革

すぐに役立つ図解とQ＆Aでわかる

セクハラ・パワハラ・マタハラを
めぐる法律とトラブル解決法130

　ドイツ人女性の目がとらえた25人の
　日本女性のキャリア追求の道のり

父親（オトン）が子どもとがっつり
遊べる時期はそう何年もない。

子どものうちに知っておきたい！
おしゃれ障害

各分野の専門家が伝える子どもを
守るために知っておきたいこと
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新着図書リスト 
10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。 

 


