
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆今月の特集☆ 

応援！子育て世代 

アイセル 21 静岡市女性会館 

図書コーナーだより 

職務格差 
 

女性の活躍推進を阻む要因はなにか 
 

大槻 奈巳 著 勁草書房（366.38）2015年 
 

「男女雇用機会均等法」が施行されて 30 年。著者は、法整備が進んでも

女性が活躍できないのは、仕事と家庭の両立の困難さの側面だけでなく、

職場や仕事それ自体の中にも活躍を妨げる要因があるのではないかと考

え、検証した。本書はそうした実証研究や論考の集大成である。 

 著者は、システムエンジニアや旅行業で働く男女を対象にした調査から性

別職務分離の過程を分析。入社時に既に雇用側の選好で「女性向きの仕

事」が割り当てられ、そのことは後の昇進や習得できる知識・スキルにも大き

く影響を及ぼすことを明らかにした。職場には、女性が男性より不利になる

構造があり、女性が基幹労働者となり得ない仕組みが存在すると指摘する。 

 また、男女の賃金格差の解消には「同一価値労働同一賃金の原則に基

づく賃金の是正を考える必要」があると説き、これを実践するためには、性に

中立な職務評価が必要となり、その手法とそれによる賃金是正の事例も紹

介している。 

 一方、興味深い意識調査の結果を収録している。「年収が低く、雇用不安

があり、社会的成功が重要であると考える女性は、自分の年収の不足を夫

に補填させ、夫の稼ぎによって社会的成功を得よう」とする。また男性は、ど

んなに雇用不安を持っていようが、転職・離職の経験を 

持っていようが、非常に強固な「男性の稼ぎ手役割意識」

を持っているという。 

 企業が厳しい国際競争を勝ち抜くためには、「真の女

性活躍推進」が、そして男性の働き方も含めた労働慣行

の変革が迫られている。女性の活躍を本気で考える人や

学習会のテキストに格好の 1冊である。（谷口年江） 

 

 

 

◆◆◆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◆◆◆ 

人々の意識は、その人の立場や置かれている状況に大きく影響され

ることを常に考え、政府や企業は施策をしていく必要がある。人は

（略）もう手に入れられないことがはっきりしているものを手に入れようと

はしない。 

 

図書コーナーの掲示板では、7 月

の参議院選挙に向け、「あなたは、ど

うする？ 女性の視点から考える選

挙」と題して、新聞のクリッピングを掲

示します。各新聞の特集記事や、コラ

ムなどから、女性の視点で取り上げた

ものを選びました。ぜひ、投票の参考

にしてください。 

子育て応援コーナーが 

できました 

今月のおすすめ 

図書コーナーのピンクのソファ付近を
「子育て応援コーナー」に、リニューアル!! 

 
窓際の新しい雑誌架と周辺の本棚に 
・絵本・児童書 
・子育て世代向けの本 
・雑誌（クーヨン・母の友・ビズマム他） 

をまとめました。 
 
子育て世代向けの本の本棚には「産前、
産後」「ワーキングマザー」「カジダン・イク
メン」「絵本・読み聞かせ」「子育てマンガ」
「孫育て」等の本が。 
 

 ソファでゆっくり読み聞かせをしたり、雑

誌を読んだり、子育てや仕事との両立に

役立つ本を探したり・・・ぜひお子様連れ

でご利用ください。 

「職務格差」を読んで心に残った言葉 

掲示板で参議院選挙を特集します 

 

「育休復帰ハンドブック」 

ができました！ 

 

 



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 

 

 
 

 

就労を希望したり働き方に迷うママに、全国1万人

が参加するコミュニティの会社を運営する著者が

アドバイス。女性の働き方の変遷を分析し、在宅ワ

ーク、パート、復職、起業など新しい働き方の選択

肢を紹介しています。その働き方で活躍している

ママたちのプロフィールをはじめ、会員たちのアド

バイスや本音も分かります。保活やパパや子どもと

のコミュニケーション術、新しい働き方を提案する

起業の情報もあり、ママが働くことのチャンスと可

能性が伝わってきました。（狩野） 

 

 

 

 

ははがうまれる 
宮地尚子（599.04） 

福音館書店 2016年 
 

 

 

子どもがかわいいと思えない、三歳児神話が気に

なる、結婚相手との習慣の違いに戸惑う、ママ友

付き合いにストレスを感じる…。様々な悩みを抱え

ているお母さんに、精神科医の著者が贈る子育て

のヒントが詰まったエッセイ集です。赤ちゃんの泣

き声に腹が立つのは、「脊椎動物は高周波数の

泣き声や叫び声に警戒するようになっているから」

だそうです。イライラするのも当然のことなのだ、と

知っていれば少しは気が楽になるかもしれません

ね。（石割） 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ママはお医者さん 
あさのあつこ（K498） 

講談社  2015 年 
 

 

 

 

「ママはいつも忙しくて疲れているから、私はかま

ってもらえない。」 村でただ一人の医者として忙し

く働く母親に、不満をつのらせる美生
み お

。仕事が忙

しく、子どもに十分手をかけてあげられないと感じ

ているお母さんには、キュンとしてしまうお話かもし

れませんね。でも、大丈夫。母親の仕事を理解

し、自分への愛情も感じられた美生の気持ちは、

十分満たされるのです。巻末に「医者のしごと」に

ついての解説も付いた児童書です。（田嶋） 

 

AERA 16.5.30 号 
大特集  

共働きをラクにする方法 
朝日新聞出版 2016 年 

 

 
共働きをして、収入や育児を片方に任せきりにせ

ず、互いにリスク回避したくても、職場では「マタハ

ラの壁」「マミートラックの壁」、長時間労働の「夫不

在の壁」、子供の成長と共に「保活の壁」「小 1 の

壁」・・と次々と壁が立ちはだかります。本誌はこの

ような社会の状況を解説し、ダブルインカムの家計

管理事例や、夫婦間の NG ワードなども紹介しま

す。家事育児を見える化する「共働き家事育児タ

スク表」は AERAの HP からもダウンロード可。「共

働きが日本を救う」以前に、共働きで個人が幸福

になる社会であってほしいと思います。（遠藤） 

 

 

『bizmom ビズマム 2016年冬春号 

特集 今どきママの両立スタイル』（雑誌） Benesse  

 

『「働くママ」の仕事術』 
金澤悦子 （366.38） かんき出版 2015年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

今 月 の 特 集 

 

『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 

 

『よい親でなくとも子は育つ』 

毛利子来 （599） ジャパンマシニスト社 2013年 

 

 
 

 

『おかあさんは、なにしてる？』 

ドロシー・マリノ作・絵 （E） 徳間書店 2010年 

 

『ママのとしょかん』キャリ・ベスト文 

 ニッキ・デイリー絵 （E） 新日本出版社 2011年 
 

 
 

 

『これで解決。働くママが必ず悩む 36 のこと』 
毛利優子 （366.38） 日本実業出版社 2015年 

 

『30 代で 1000 万円貯める! 共働き夫婦のマネ

ー術』花輪陽子 （591） 日本経済新聞出版社 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☆ 

応援！子育て世代 



子育て関係
の本も
あるし…

『職務格差』
大槻奈巳著

この際、
イロイロ
読んでみよう！

よしっ
『「女性活躍推進」の虚実』

基調講演竹信三恵子

ヒョイ

ヒョイ

つづく

『「働くこと」とジェンダー』

金谷千慧子著

『女性活躍後進国ニッポン』
山田昌弘著

『仕事と家族』
筒井淳也著

第 46 話
再就職しようと

一歩

踏み出した

安西さんの
役に立つ

資料を

もっと

探すわよ！

司書の

東草深さん

ふんふん、
そうか～
こんなことも
気をつけなくちゃ
よね！

私も夫と一緒に読んで

参考にしてますよ♡

体験談も書かれていて、
参考になります。

雑誌　ビズマム

『「小１のカベ」に勝つ』
保育園を考える親の会

『「働くママ」の仕事術』
金沢悦子著

共働き子育てを成功させる
５つの鉄則

普光院亜紀著

『働くお母さんの
子どもを伸ばす育て方』

高濱正伸著
『ふたりの子育てルール』

治部れんげ著

『リーママたちへ』
博報堂リーママプロジェクト

共働きファミリーの
仕事と子育て

日経DUAL 編集部

『新しいパパの働き方』
ファザーリング・ジャパン

『女性の職業のすべて』
女性の職業研究会

仕事と子育ての

両立についての

本がたくさん！

えっ

よいしょ

共働きには
家族の協力が
欠かせませんよね。
仕事と家庭の両立には
こんな本も
ありますよ。

女性は就職するのも、 働き続けることも
大変ですよね。
非正規の仕事が多くて、
収入も少ないしね。

その背景に何があるのか、
書物から見えてきますよ。

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 者名 資料名 者名

請求記号 請求記号

《歴史・伝記》 ブラックバイト　　学生が危ない 今野　晴貴 377.9
村に火をつけ、白痴になれ 栗原　康 家族が亡くなる前にやっておくべきこと 明石　久美
　伊藤野枝伝 289.1 　モメない後悔しない損をしない 385.6
女城主・井伊直虎 楠戸　義昭 《科学・医学》
　この一冊でよくわかる！ B289.1 ひきこもる女性たち 池上　正樹 493.7
東海女子の山歩き 山女子編集部 《生活・育児》
　週末登山とっておきガイド 291.5 男の“ええ加減”料理はフライパンひとつ 石蔵　文信

《法律・経済・社会》 　60歳からの自立飯入門 596
下り坂をそろそろと下る 平田　オリザ 304 《文学》
政府は必ず嘘をつく　増補版 堤　未果 304 姉・米原万里 井上　ユリ
社会をちょっと変えてみた 駒崎　弘樹 　思い出は食欲と共に 910.268
　ふつうの人が政治を動かした七つの物語 312.1 書店ガール 5　　ラノベとブンガク 碧野　圭 B913.6
私たちの声を議会へ 三浦　まり アカガミ 窪　美澄 913.6
　代表制民主主義の再生 312.1 戦うハニー 新野　剛志 913.6
日本の女性議員 三浦　まり ジャッカ・ドフニ　　海の記憶の物語 津島　佑子 913.6
　どうすれば増えるのか 314.18 奥様はクレイジーフルーツ 柚木　麻子 913.6
首長たちの挑戦 赤松　良子ほか 戦争とおはぎとグリンピース 西日本新聞社
　女が政治を変える 318.2 　婦人の新聞投稿欄「紅皿」集 914.68
女性地方議員と地域社会の変貌 春日　雅司 キャロル P．ハイスミス B933.7
　女性の政治参画を進めるために 318.4 《子どもの本・絵本》
リーダーをめざす貴女へ 人生を切りひらいた女性たち 樋口 恵子
　Bringing　the　People　Deal　to　Life 336.3 　なりたい自分になろう！ 2
女性マネージャー育成講座 高田　朝子 336.3 　　　　　　　　経済・教育・社会編 280
ここまで進んだ！格差と貧困 稲葉　剛 361.8 人生を切りひらいた女性たち 樋口 恵子

古川　飛祐 　なりたい自分になろう！ 3
　　　　　　　　文学・美術・芸能・文化編 280

　幸せなビジネスライフをおくるために 366.38 もうすぐ亡くなります 宮崎　照子
女性活躍「不可能」社会ニッポン 渋谷　龍一 　訪問看護の現場で考える 492
　原点は「丸子警報器主婦パート事件」にあった！ 366.8 人生の答えは家庭科に聞け！ 堀内　かおる 590

《女性・男性問題》 ぼくのおばあちゃんはキックボクサー ねじめ　正一 E
教養としてのジェンダーと平和 風間　孝編 367.1 《行政資料》
未来をひらく男女共同参画 西岡　正子 静岡市女性会館
　ジェンダーの視点から 367.1 0-A
女の子は本当にピンクが好きなのか 堀越　英美 Safety  First静岡
　Think　PINK 367.1 2-F
日本女性史事典
　トピックス1868-2015 R367.21 3-A
未婚当然時代 にらさわ　あきこ
　シングルたちの“絆”のゆくえ 367.4
下流中年 雨宮　処凛 《法律・経済・社会》
　一億総貧困化の行方 367.7 ジェンダー研究　第18号  2016.2
老老格差 橘木　俊詔 367.7 　ＧＥＮＤＥＲ  ＳＴＵＤＩＥＳ 304
ひとり終活 小谷　みどり 持続する情熱 国際協力機構(JICA)
　不安が消える万全の備え 367.75 　青年海外協力隊50年の軌跡 333.8

《福祉・教育》 女性労働問題研究会
東京防災 東京都 369.3 366.38
ジェンダー化社会を超えて 望月　重信 《女性・男性問題》
　教育・ライフコース・アイデンティティ 371.3 たたかうＬＧＢＴ＆アート 山田  創平
男子問題の時代？ 多賀　太
　錯綜するジェンダーと教育のポリティクス 371.3 367.9

Ｗomen  and  Ｍen  in  Ｊapan  2016

… 寄贈図書 …

女性社労士がこたえる働く女性の
ための雇用・年金教室

　同性パートナーシップからヘイトスピーチ

　まで，人権と表現を考えるために

第12期アイセル女性カレッジ
  私らしく働く！キャリアデザイン講座

平成27年度デートDV防止プログラム
出前講座アンケート報告書

シスコシステムズ合同会社

日外アソシエーツ編集部

東海ジェンダー研究所

女性労働研究　第60号

内閣府男女共同参画局

 

 

静岡市女性会館 図書コーナーだより vol.145 

発行日：2016 年 7 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 
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。 
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