
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆今月の特集☆ 
 

男性だって悩んでる 

アイセル 21 静岡市女性会館 

図書コーナーだより 

逃げたい娘 諦めない母 
 

朝倉 真弓 信田 さよ子 著 

幻冬舎（367.3） 2016年 
 

タイトルはもちろん、宣伝用の帯に「母の善意は娘の憂鬱」「いい娘をや

めて、しあわせな娘になるための７つの考え方と行動習慣」などと、母世代

にとっては不穏な言葉が書かれている。 
 だが心配ご無用。とても読みやすく、本を閉じた後にさわやかな期待感が

残った。その理由の一つは構成にある。7章からなり、小さな広告代理店に
勤める「君島瑠衣」という架空の女性を主人公にしたストーリーと、章ごとに

著名なカウンセラーの信田さよ子さんによる母との距離の作り直しの“処方
せん”が紹介される。読み進むうちに、母の支配からどう自分を守り、どうや
って母との適正距離をとっていくか、落ち着いて考えられるようになってい

るのだ。 
 もう一つの理由は、主人公の成長に立ち会えること。物語が仕事上のシ

ーンを軸に展開し、大きな仕事に挑んで成功するのと並行して、仕事の相

手先の「神田ユリ」、幼なじみの「近藤沙紀」、同期の「川端智治」というかけ

がえのない友人を得ていく。 
母との関係に悩みながらも、束縛から解き放たれ、自分の足で歩いてい

こうとする主人公の姿がすがすがしい。母をうっとうしく感じる人だけでなく、

今はそれほど悩みを感じていない女性にも共感できるだろう。一方で、同じ

30 代の娘を持つ母親として、「あの時、娘を傷つけていたかもしれない」と
ほろ苦い思いで振り返った。 
母との関係は女性の生き方に大きく影響を与える。 

関心も高く、以前当館で実施した信田さんの母娘関係 
に関する講演会は 2回とも満員御礼となった。今年度 
も 9月～10月にかけて全３回、体験型学習の「母娘関 
係ワークショップ」を開催する。参加される方々が「私は 
私」と思えるようになってほしいと切に願う。（川村美智） 
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「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◆◆◆ 

本来娘は――というよりも子供はすべて――親に負い目を感じる必要

などありません。無事に生まれ、親に子育ての楽しみを与えただけで親

孝行は完了しています。あなたの親孝行は、すでに済んでいます。 

 

大盛況でした 

『暮しの手帖』展 

 

今月のおすすめ 

先月開催した「暮しの手帖バックナ

ンバー展」には、連日大勢の方が、来

てくださいました。朝の連続テレビ小

説の進行に合わせて、展示を増やし

たり入れ替えたりしました。 
この催しについては、新聞 3紙に掲

載され、反響も大きく、8 月 31 日まで
の期間中、延べ 1200 人の方が、雑誌
や関連資料を閲覧されました。沼津や

浜松などから来館された方、懐かしそ

うにページをめくる方、ドラマのエピソ

ードのページを探す方、昔読んだ記

事を調べる方など、連日展示コーナ

ーは賑わっていました。 
雑誌を紹介する展示は終了しまし

たが、雑誌は書庫に保管しており、い

つでもご覧いただけます。図書コーナ

ースタッフにお声掛けください。 
 

「逃げたい娘 諦めない母」 
を読んで心に残った言葉 

9 月 10 日から 9 月 16 日は 

自殺予防週間です 

 
 9月 10日の「世界自殺予防デー」 
に合わせ、9月 10日から 16日まで
を自殺予防週間として、自殺予防

の啓発をしています。 
図書コーナーでは、静岡市の自

殺予防のためのスローガン「生き

る！を支える」をもとに、こころの健

康に関する本や自殺を生む社会問

題等の本、啓発のパンフレットやグ

ッズなどを、特設コーナーで紹介し

ます。 
 



不自由な男たち 
その生きづらさは、 

どこから来るのか 

田中俊之×小島慶子（367.5） 

祥伝社 2016 年 
 
 
夫が会社を辞め大黒柱マザーになった小島慶子

さんと、男性学の新鋭田中俊之さんの対談。「男

性が長時間労働に耐え『滅私奉公の仕事人生』か

ら降りられない一因は『住宅ローンと専業主婦の

妻』」、「長時間労働で父親不在の家庭で、男子が

大人になるために『（心理学でいう）母親殺し』が必

要」という指摘にはどきりとします。企業社会で男

性が不自由でいるかぎり、「女性活躍」の言葉は

「女性も男性並みの不自由を」と聞こえます。「働

いて家族と生きる」という当たり前の生活を手に入

れるため、男女が手を携え異議申し立てをする時

だと訴えています。（遠藤) 

 
 
（遠藤） 
 
 

男子問題の時代？ 
錯綜するジェンダーと 

教育のポリティクス 

多賀 太（371.3） 

学文社 2016 年 

 
「一人前」になれない若者たち、「男性優位社会」

日本において、生きづらさを抱える男性、労働市

場の場での「男性的能力」の価値低下などの男性

の問題について、さまざまな論説を整理して解説

しています。教育現場における、男女平等教育の

混乱や反発の実態にも触れています。さらに、男

女別学について、必ずしも別学が性差別的、共学

が平等とはならないという説、弱者支援のための

別学論などの新しい議論を紹介しています。男性

の困難や、性差をめぐる複雑で難しい問題の全

体像が少し分かりました。（狩野） 

俺たち妊活部 
「パパになりたい！」 

男たち 101 人の本音 

村橋ゴロー（598.2） 

主婦の友社 2016 年 

 

結婚して 7 年、39 歳夫婦の「妊活奮闘記」です。
最初はそれほど乗り気でもなかったが、妻の切実

な願い、いじらしさを知るにつれ、本気で向き合お

うという気持ちの変化が夫に訪れました。何度も失

敗し、「もう何のために不妊治療しているのかわか

らなくなってきた」というほどの危機もありました。

体がつらいのは圧倒的に妻でしょうが、それを支

える夫もつらい。一緒につらさを経験することが夫

婦にとって大切なことなのだと思いました。（石割） 
 
 

愛を言い訳にする人たち  
DV加害男性 700 人の告白 

山口のり子（367.1） 

梨の木舎 2016 年 

 

 

DV は「身体的暴行」だけではなく、心理的攻撃、

経済的圧迫、性的強要も DVです。静岡市出身の

著者は言います。「DV とは、力による支配であり、

考え方と価値観の問題です。」価値観の問題であ

るだけに、加害者が気づき、変わることが難しく、

継続的に教育プログラムを受けることが必要なの

です。この本では、その DV加害者教育プログラム

での参加者の言葉や解説などが書かれており、問

題の本質が見えてきます。DV の問題に長年取り

組んできた著者による、集大成とも言うべき内容の

充実した本です。（田嶋） 

 

 
『男が働かない、いいじゃないか！』 
田中俊之 （367.5） 講談社＋α新書 2016年 
 
『屈折万歳！』 
小島慶子 （K157.9） 岩波ジュニア新書 2015年 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今 月 の 特 集 

 

『男はなぜこんなに苦しいのか』 
海原純子 （498.39） 朝日新書 2016年 
 

『男がつらいよ 絶望時代の希望の男性学』 
田中俊之 （367.5） KADOKAWA  2015年 

 

 

『「２人」で知っておきたい 妊娠･出産･不妊の
リアル』富坂美織 （495.6） ダイヤモンド社 2013年 
 
『妊活バイブル』斉藤英和、白河桃子 （598.2）  
 講談社＋α新書 2012年 
 
 
 

 
『ＤＶ・虐待加害者の実体を知る』  
ランディ・バンクロフト （367.2） 明石書店 2008年 
 

『ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）あなた自身を

抱きしめて』山口のり子 （367.253） 梨の木舎 2001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☆ 

男性だって悩んでる 

 



つづく

でも、
娘たちがそれぞれ結婚して、
その様子を見ていると、
考えさせられるところがあってね。

2 人とも就職したんだが、
長女は子どもができてすぐに
仕事をやめて専業主婦になったんだ。

一方、 次女は
子どもができたら育休をとって、
仕事を続けてる。
家事も育児も夫婦で力を
合わせてやってるよ。

舞は、 達也さんが一緒に
子育てしてくれていいなー。
直くんは気が向いた時だけ
ちょっと遊んだりしてくれる
だけなんだもん。

48
仕事が終わり、

両替町で飲み会をしている

大坪部長と長沼さんと

安西大輔。

夫婦の話になっていますが…

俺ももう
退職が近いからねえ。

カミサンに
2人で旅行しようかって
言ったんだよ。

そしたらカミサンは
あまり乗ってこないんだ。

2 人で…
ねえ。

うちもそうですよ。
私が忙しいことを
知っているから、
文句なんて
言ったことが
ないですね。

若い頃、 どんなに忙しくても
文句を言わずに子育てを
してくれていたから、
カミサンも満足しているんだと
思っていたんだけどね。

そのうち…
「あなたは家事も育児も
ぜんぜん一緒にやってくれなかった」 とか、

「あなたといると、
子どもといるみたいで何だかんだ
手がかかるし」
なんて、 ブツブツ言うんだ。

長女は孫を連れて
時々遊びに来るんだ。

ホラ

これが写真

あっ

うれしそう

彼女なりに幸せそうに
しているんだが、
時々、 次女をうらやましそうに
言うことがあるんだよ。

いいとこどり

なのー

三保の夫

　直樹

（三保） （舞）



 

 

 

 

 

資料名 著者名 資料名 著者名

請求記号 請求記号

《哲学》

フェミニストカウンセリング研究 《法律・経済・社会》

　vol．13（2015） 学会 146.8 無戸籍の日本人 井戸  まさえ 324.87

《法律・経済・社会》 杉澤  経子

稲垣　えみ子 329.9

304

新しい幸福論 橘木　俊詔 332.107 334.41

女性が働き続ける会社のすごい仕組み 雨宮　健太 貧困大国ニッポンの課題 橘木  俊詔

　格差、社会保障、教育 364.1

336.4 《女性・男性問題》

女も男もフィールドへ 椎野　若菜 361.9 DV被害者支援ハンドブック 尾崎  礼子

《女性・男性問題》 　サバイバーとともに 367.2

夫が怖くてたまらない 梶山　寿子 367.1 変革の鍵としてのジェンダー 落合  恵美子

お母さん、私を自由にして！ 高橋　リエ 　歴史・政策・運動 367.2

　毒母だった本人が書いた、母親の呪いを解く方法 367.3 女性と子どもの貧困 樋田  敦子

家族という病　2 下重　暁子 367.3 　社会から孤立した人たちを追った 367.21

モラハラ環境を生きた人たち 谷本　惠美 367.3 アジアのなかのジェンダー 川島  典子

《福祉・教育》 　多様な現実をとらえ考える 367.22

PTA、やらなきゃダメですか？ 山本　浩資 374.6 《福祉・教育》

《文学》 日本とフィリピンを生きる子どもたち 野口  和恵

たまちゃんのおつかい便 森沢　明夫 913.6 　ジャパニーズ・フィリピノ・チルドレン 369.44

逆襲、にっぽんの明るい奥さま 夏石　鈴子 B913.6 家族幻想 杉山  春

《子どもの本・絵本》 　「ひきこもり」から問う 371.42

思春期サバイバル　2 外国人児童生徒のための支援ガイドブック 齋藤  ひろみ

　10代のモヤモヤに答えてみた。 371 　子どもたちのライフコースによりそって 371.5

世界の出産  Birth of the World 松岡  悦子

E 　儀礼から先端医療まで 385.2

《行政資料》 《科学・医学》

静岡市子ども未来局 不妊を語る 白井  千晶

1-E 　19人のライフストーリー 495.48

女性のための健康ガイド 母子衛生研究会 不妊治療のやめどき 松本  亜樹子 495.48

　からだサポートブック 3-F 沈みゆく大国アメリカ 堤  未果

女の子はもっと伸びる 　逃げ切れ!日本の医療 498.0253

  未来を担う少女たちに今必要なチカラと環境 3-H 《産業》

2014NWECリーダーセミナーレポート 国立女性教育会館 ルポコールセンター 仲村  和代

  デジタル時代におけるジェンダーとICT 3-I 　過剰サービス労働の現場から 673.3

… 寄贈図書 …

アフロ記者が記者として書いてきた
こと。退職したからこそ書けたこと。

これだけは知っておきたい!
外国人相談の基礎知識

日本フェミニストカウンセリング

　結婚・出産で辞めない制度・
　組織・雰囲気のつくり方

ここから探検隊

日本で暮らす移住者の貧困
移住連貧困プロジェクト

しずおかし子育てハンドブック

はじめてのおとうさんはウルトラマン
みやにし　たつや 作絵

ガールスカウト日本連盟
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新着図書リスト 
9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。 
 


