
 

◆ ◆◆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◆◆◆ 

  

☆今月の特集☆ 

子どもの本 
4 月 23 日は子ども読書の日 

図書コーナーのことは私たちにおまかせください！ 

図書コーナースタッフの自己紹介 

アイセル 21 静岡市女性会館 

図書コーナーだより 

今年度も よろしくお願いします     

「NPO 法人男女共同参画フォーラムしずおか」が運営を担う、女性会館図書コーナーは、女性問題の

専門図書館として、みなさまのお役に立てるよう、本や資料の紹介、情報提供に努めてまいります。  
 
 
 
 

映画鑑賞、読書、マンガ描き…どれも座ってばか

りの私の趣味。「これではいけない」と思いつつ、運

動不足の道をまい進しています。そんな私が「せめ

てこれだけは」と続けているのが、歩くこと。「歩ける

時は、なるべく歩く」という程度ですが、歩くことは気

持ちがいいですね。 

学生時代はワンゲル部だったので、登山に関す

る本ばかり読んでいました。今も、『乙女の山登り』

（山と渓谷社）のような登山ガイドを 

読むと、自分を取り戻したようなワク 

ワク感があります。登山家、田部井 

淳子さんの本も元気をもらえますよ。 

（田嶋三恵） 

 
 

断捨離、老前整理、ときめく魔法、ミニマリスト…。

片付けと収納にいつも悩んでいる身としては、いろい

ろな片付けメソッドに出会いましたが、未だに実現で

きそうな方法が見つかりません。そろそろ終活も意識

しなくてはならないのにどうしたものかと思っていたと

きに、樋口恵子さん著『おひとりシニアのよろず人生

相談』（主婦の友社）を読みました。要約すると「片付

けない。遺品整理に必要な費用を残す」ということで

す。この方法がある！と分かったら気 

が楽になりましたが、費用がたまるま

での間少しは片付けようと思います。 

（石割友子） 

 
 

ほとんどの本は図書館で借りる私ですが、上橋菜

穂子さんの著書はいつかまた読み返したくて買って

います。NHKで始まりましたね！「精霊の守り人」。私

がこの原作本のシリーズに出会ったのは、15 年ほど

前。当時は主人公のバルサを、自分と同じ年頃の女

性とイメージしていました。今回ドラマで演じるのは綾

瀬はるかさん。その他の登場人物も自分のイメージよ

り若い役者さんが演じていて、彼ら 
に貫録が出てきたのか自分が年を 
取ったのかと、妙に感慨深いです。 
（遠藤純子） 

 
 

 最近の IT や家電の進化に取り残され気味で、先の

生活に不安を感じることもある私ですが、古いことを

見たり聞いたりすることは大好きです。古い家、家具

や器、写真…。そして、昔の女性の生き方にも関心が

あります。図書コーナーには、古代から現代までの女

性の伝記や評伝、生き方をモチーフにした小説など

がそろっていて、興味が満たされます。昨年度は、広

岡浅子関連の本をたくさん読み、生き方に感化され、

朝ドラも大いに楽しめました。自分が 
読んだ本に出てくる人物が、テレビや

ラジオで取り上げられると、うれしくな

るのが不思議です。（狩野直子） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



べんり屋、寺岡の秋。 
中山聖子（K913） 

文研出版 2015年 

 

 

 

 

小 5の美舟(みふね)の家は小さな便利屋です。お
父さんは売れない絵ばかり描いてふらふらしてい

るので、お母さんが家業を営んでいます。ある日

べんり屋寺岡に訪れた依頼人はシングルマザー

の里砂さん。娘の運動会に仕事で行けない自分

の代わりに、家族として参加してほしいと言うので

す。まだ 4 歳のすみれちゃんは心細いにちがいな
い、と心配する美舟ですが…。頼りにならないけれ
ど、たまにいいことを言ったりするお父さんと美舟

の関係がいい感じです。（石割） 
 

 

 

 

あるひ、 

いつものがくどうで。 

サトシン･作 ドーリー･絵 

（E）えほんの杜  

2015年 
 
学童保育所の日々の暮らし、子どもたちと指導

員、保護者の交流を描いた絵本。もじもじしてる 1

年生に「いっしょにあそぼう」と声をかける 2年生の

みく。お迎えが来てもまだ帰りたくないと駄々をこ

ねる 3年生のてつお。井戸端会議を始めるお迎え

のお母さんたち。「遅くなっちゃって…」と駆け込

むせっちゃんのお母さん。アイディアを出し合う運

動会。みんなでつくる手作りおやつの日…。「がく

どう」は子にとっても保護者にとっても、もうひとつ

の大事な居場所になっているんですね。（遠藤） 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

戦争と平和を見つめる絵本 

わたしの「やめて」 
自由と平和のための京大有志 

の会声明書【こども語訳】･文 

塚本やすし･絵 （E） 

朝日新聞出版 2015年 
 

「せんそうは はじめるのは かんたんだけど お

わるのは むずかしい」子どもに向け戦争の本質

をわかりやすく解説し、なぜ戦争が悪いのかを明

確に答えています。「私の心も命も私のもの」「傷

つけるより、傷つけられた人を励ましたい」と宣言

する子どもたち。表紙や最終ページの「やめて」と

叫んでいる彼らの顔は、簡単に戦争を始めようと

する大人や、戦争を終わらせることができない大

人への怒りに満ちています。親子で声を出して読

んでみたい絵本です。（狩野） 

 
 
 

 

 
 
 
 

なでしこジャパン  

つないだ絆 
本郷陽二 編（K783） 

汐文社 2016年 
 

 

 

リオ五輪出場をかけて行われた、女子サッカーア

ジア最終予選は残念でしたね。思えば、W 杯ドイ

ツ大会で優勝し、東日本大震災の悲しみに覆わ

れた日本に明るいニュースを届けてくれたのは、

2011年でした。この本には、昨年 7月のW杯カナ

ダ大会準優勝に至る、なでしこジャパンの軌跡が

描かれています。澤選手のハットトリック、世界の

頂点に上り詰めた勝利の瞬間…当時の興奮がよ
みがえります。サッカー王国静岡から世界で活躍

する多くの選手が誕生するといいですね。（田嶋） 
 

 
『お引越し』 
ひこ田中 （K913） 福音館書店 2013年 
 

『かさねちゃんにきいてみな』 
有沢佳映 （K913） 講談社 2013年 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

今 月 の 特 集 

 

『いちねんせい』 
 谷川俊太郎/詩 和田 誠/絵 （E）小学館 1988年 
 
『「小１のカベ」に勝つ！』保育園を考える親の会
/編著 （369.42） 実務教育出版 2015年 

 

 
『おかあさんのいのり』 
武鹿悦子/作 江頭路子/絵 （E） 岩崎書店 2015年 
 
『新・戦争のつくりかた』 
りぼん ぷろじぇくと （393.21） マガジンハウス 2014年 
 
 

 

『なでしこゴール！ 女子のためのサッカーの
本』砂坂美紀ほか （K783） 講談社 2009年 
 
『ほまれ なでしこジャパン・エースのあゆみ』 
 澤 穂希 （783.47） 河出書房新社 2008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☆ 

子どもの本 

 



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。

43
キャリアカウンセラー

羽鳥久美子（43）

温泉と

お風呂が

好き♡

「ふみだす？」
それでは
「ふみだす」 へ
  どうぞ。

  ええ、
「ふみだす」 は、
この部屋を
女性が新しい一歩を
踏み出す場所に
していただきたいと
願って付けた名前
  なんですよ。

ふうん。
「ふみだす」 かあ。
私でも
踏み出せるかなあ。

あ、
個別相談
シート…

やだ、
ドキドキ
してきちゃった。

面接で
注意すること？ 取って

おいた方が
いい資格？

何から話せば
いいんだろう？

履歴書の
書き方？

ハイ

安西さん、
個別相談シートを
見せていただけますか？

読ませていただいている間、
こちらの 「利用規約」 を
お読み下さい。

…提供された情報やアドバイスを
実際に活用するかどうかは
利用者の判断及び責任に基づいて
行ってください…

　　　そうか…

最後は自分で
判断して行動しなくちゃ
いけないんだ。

ここは、
相談員の方と協働作業で
自分の意思決定が
できるように話をする場なのね。

なら、 いつも働きたいと思いながら
不安に思っていること、
何だかモヤモヤしていることから
話してみよう。

そこを話さないと、
私はここから
一歩を踏み出せない
気がする。



 
 
 
 

資料名 著者名 資料名 著者名

請求記号 請求記号

《哲学》 《芸術》

小室　淑恵 午後には陽のあたる場所 菊池　桃子 767.8

大塚　万紀子 159.4 《文学》

定年するあなたへ 佐々木　常夫 シャッター通りに陽が昇る 広谷　鏡子 B913.6

　会社を離れて１０年たったからこそわかったこと 159.79 消滅世界 村田　沙耶香 913.6

《歴史・伝記》 終の日までの 森　浩美 913.6

ビジネスマンが家族を守るとき 佐々木　常夫 289.1 《子どもの本・絵本》

《法律・経済・社会》 はなそうよ！恋とエッチ すぎむら　なおみ

共感する力 林　文子 　みつけよう！からだときもち 367

　カリスマ経営者が横浜市長になってわかったこと 318.237 保育士の一日

今井　多恵子 　医療・福祉の仕事見る知るシリーズ 376

坂和　宏展ほか 《行政資料》

　法律・税金・社会保険からライフプランまで 324.62 静岡市労働実態調査報告書（概要版）

一生使える「女性リーダー」の教科書 山本　幸美   平成27年2月 商業労政課 1-C

　「あの人についていきたい」といわれる 336.3 そなえざぁしぞ～か

女性人材の活躍　2015

　女性コア人材の育成の現状と課題 推進センター 336.4 1-M

管理職のための女性リーダーを育てる本 前田　典子 338.51 厚生労働省

「怒り」の上手な伝え方 森田　汐生 3-C

　イライラを引きずらない！ 361.4 厚生労働省

こども大国ニッポンのつくりかた 3-C

　１　ｍｏｒｅ　Ｂａｂｙ応援団 364.1

女性の職業研究会

366.29 3-C

マタハラ問題 小酒部　さやか 366.38

《女性・男性問題》

毒父家族　　親支配からの旅立ち 井上　秀人 367.3 《歴史・伝記》

「専業主夫」になりたい男たち 白河　桃子 367.3 しずおかの女たち　第九集 静岡女性史研究会

なぜ妻は突然、離婚を切り出すのか 打越　さく良 367.4 　国境を越えた女性たち S281.54

ひとりで長生きしても幸せ 松原　惇子 367.75 《法律・経済・社会》

ＬＧＢＴＱを知っていますか？ 日高　庸晴ほか 女性労働研究　Ｎｏ．５９ 女性労働問題研究会

　“みんなと違う”は“ヘン”じゃない 367.9 　「ふつうの働き方」を諦めない 366.38

《科学・医学》 《福祉・教育》

知って安心婦人科のがんと治療 宇津木　久仁子 七彩の至福 小泉  啓子

　わたしのきずいた生涯学習 370.49

495.4 子どもへのまなざし 佐々木  正美 379.9

時代は薬女 日経ＢＰムック 《文学》

　活躍できるリケ女の新条件 498.14 あなたに問う交通安全 朝比奈  幹夫

男はなぜこんなに苦しいのか 海原　純子 498.39 　命を守る今日のマナー 911.56

《生活・育児》 花のさくら通り 荻原　浩 B913.6

孫育ての時間（とき）　新版 山県　威日 噂の女 奥田　英朗 B913.6

　祖父母に贈るはじめての育孫書 中山　真由美 599 木暮荘物語 三浦　しをん B913.6

男女雇用機会均等法
  育児・介護休業法のあらまし

「輝く女性の活躍を加速する男性
リーダーの会」行動宣言賛同者
による女性の活躍推進  報告書

女性の職業のすべて　２０１７年版

内閣府男女共同参画局

　子宮頚がん・子宮体がん・子宮肉腫・

　卵巣がん・外陰がん・膣がん

… 寄贈図書 …

３０歳からますます輝く女性になる方法

事実婚・内縁　同性婚
２人のためのお金と法律

日本生産性本部ダイバーシティ

１ｍｏｒｅ　Ｂａｂｙ応援団

ＷＩＬＬこども知育研究所

静岡市経済局商工部

避難後も生きていくために
高齢者とその家族が知っておくべき

災害関連死対策ハンドブック　静岡市版

HOME WORKER'S HANDBOOK
在宅ワーカーのためのハンドブック

 

静岡市女性会館 図書コーナーだより vol.142 

発行日：2016 年 4 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 
4 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。 

http://aicel21.jp/
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