
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆今月の特集☆ 
 

女性会館ならではの 

おススメの雑誌 

アイセル 21 静岡市女性会館 

図書コーナーだより 

人生の答えは家庭科に聞け！ 
 

 堀内かおる 南野忠晴 著 和田フミ江 画  

岩波ジュニア新書（ｋ590）2016年 
 

「この本面白いわよ」 

今年、仕事で女子高校生たちと一緒にライフキャリア（＝生き方）につい

て考える機会を持った私に上司が紹介してくれた本である。『人生の答え

は家庭科に聞け！』と言い切るタイトルに半信半疑で読み始めた。 

「大人になるってどういうこと？」「家族と仕事と…どう生きたい？」「地域

のつながりってめんどくさい！」など、日々の生活の中での高校生たちの思

いや気づきを漫画にしたさまざまな「お悩み相談」に、大学教授と府立高校

初の男性家庭科教員の 2人が、高校生自身が考えを深め自分で答えを出

せるように解決の糸口を示している。 

家庭科と言えば調理実習と裁縫しか思い浮かばなかったが、本著によ

れば本来の家庭科は一生のうちに起こる生活に関するあらゆることを学ぶ

教科だそうだ。そういえば、中学時代の家庭科授業で「生まれてから学校

を卒業するまでにかかるお金を予想しなさい」という課題があった。大学を

出るとしたら 2,000万円くらいは掛かりそうだと算出して、当時反抗期だった

私も親に感謝の気持ちを持ったことを思い出した。あの時、小さな自立心

が芽生えたのかもしれない。 

本の帯には「大人の必修科目」とある。今どきの高校生 

がどんな学びをしているか知りたい人も、あらためて考え

ると生活のさまざまな疑問にきちんと答えられないという

正直な大人にもお勧めの本である。もちろん、高校生た

ちにも紹介したい。（萩原美栄子） 

 

 

 

◆◆◆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◆◆◆ 

社会は僕たち一人ひとりがつくっているんだよ 

※「暮しの手帖」のバックナンバーを寄贈

していただけませんか？ 

創刊号～13号・17号 

1961年 60号 1963年 70号 

1990年 26号～2000年 84号 

 詳細は、図書コーナーカウンターまで 

お願いします。 

 

『暮しの手帖』 

バックナンバー展示 

今月のおすすめ 

朝の連続テレビ小説で話題の雑誌

「暮しの手帖」のバックナンバーを展示

しています。創刊号はありませんが、

昭和 26年 12月発行の 14号からはほ

ぼ、揃っています。雑誌編集の過程で

の数々のエピソードを紹介する文章

と、それに関連する号を並べて展示し

ました。雑誌の状態が古く破損しやす

いため、貸し出しはしておりませんが、

図書コーナー内で閲覧していただけ

ます。新しいものは貸し出しできます。 

また、テレビ小説のモデルとなった

編集者、大橋鎭子と花森安治の生き

方や雑誌作りへの思いを描いた本、

雑誌の連載をまとめた単行本も紹介、

貸し出しています。 

ぜひ、ゆっくりご覧ください。 

「人生の答えは家庭科に聞け！」 
を読んで心に残った言葉 

8 月 29 日（月）は 

図書整理日のため休室します 



女性情報 
2016 年 6 月号 

パド・ウィメンズ・オフィス 
 

 

 
月刊の新聞切り抜き情報誌です。全国紙と地方紙

17 紙の女性に関する記事を収集厳選し、政治、

男女共同参画、人権、労働、子ども、高齢社会、

性やスポーツなどテーマ別に掲載。時事評論、女

性映画や本の紹介などもあります。特集では、女

性を取り巻く社会で注目、問題視されている事柄

を取り上げ、各新聞の重点や視点の違いが分かり

ます。2016年6月号の特集「平和のゆくえー憲法・

沖縄・広島」では、平和について多角的に検証し

ています。過去の社会情勢を把握するのには、当

館の 1986 年からのバックナンバーが役立ちます。

（狩野） 

 

 

季刊 SEXUALITY  
No.72 2015.7 

特集 性教育実践のための 

キーワード 51 

エイデル研究所 

 

「性教育」とは、「あかちゃんができる仕組みを教え

るもの」と思ってはいないでしょうか？ ユネスコが

中心となって開発された「国際性教育実践ガイダ

ンス」によれば性教育の具体的な領域は、人間関

係や人権など幅広いもので、性教育によって子ど

もたちが自分の「こころ・からだ・性」を大切にする

ようになり、相手や社会について考えることがで

き、性行動にも慎重になるということが国際的に証

明されているそうです。72号では、キーワードが丁

寧に解説されており、性教育について理解を深め

る第一歩に最適です。（田嶋） 

 

 

（田嶋） 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｗｉｆｅ（わいふ） 
2016 年冬号 

チーム Wife 

 

 

 

読者の投稿原稿で作られている雑誌です。身の

回りの出来事から社会問題まで、「文章を書きた

い」、「もの申したい」女性たちに支持され、2013

年に創刊 50周年を迎えました。2016年冬号の特

集は「私の周りの女性リーダー」。管理職になり損

ねた女性、サークルの役員に指名された女性な

ど、飾り気なく素直に綴られた文章から投稿者の

気持ちが伝わってきます。1 冊読めば自分と同じ

ようなことを考えている人がいる、と共感できる投

稿に出会えると思います。（石割） 

 

女たちの 21 世紀 
No.86 2016.6 

特集 フェミニストの 

視点で見る選挙の争点 

アジア女性資料センター 
 

本誌は「ジェンダー平等と人権に基づく公正で持

続可能な社会を目指す」アジア女性資料センター

の機関誌です。1号1特集で国内外の女性の問題

を深く掘り下げます。参議院選挙直前の 86 号は、

女性の人権、フェミニズムの視点から、選挙の争

点とすべきテーマを取り上げました。日本が、個人

よりも家族を、公共の福祉よりも公益や公の秩序、

国家を重んじる国にならぬよう、また憲法 9条や男

女平等をうたう 24条が損なわれないよう、私たちが

考え、行動するための手掛かりとしたい 1 冊です。

（遠藤） 

 

 

『銀幕のハーストリー 映画に生きた女たち』 

松本侑壬子（778.2）パド・ウィメンズ・オフィス 2015年 

 

『日本女子大学生の世の中ウオッチ 2011-2014』
是恒香琳（304）パド・ウィメンズ・オフィス 2014年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

今 月 の 特 集 

 

『あっ！そうなんだ！性と生！ 幼児・小学生そ

して大人へ』朝井春夫ほか/編著 （K367） 2014年 
 

『保健室の恋バナ+α』 

金子由美子（K152）岩波ジュニア新書 2016年 

 

 
 

 

『投稿誌「わいふ」の 50 年 普通のおんなの証

言集』Wife編集部/編 (367.3) Wife編集部 2013年 

 

『あなたの子育て診断します』 
田中喜美子(Wife元編集長) (379.9) 小学館 2000年 
 
 

 

『女たちの 21 世紀 No.81 特集世界女性会議から

20 年私たちはいま』アジア女性資料センター 2015年 

 

『政府は必ず嘘をつく増補版』 
堤未果（304）角川新書 2016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☆ 

女性会館ならではの 

おススメの雑誌 



つづく

47
さて、

パパの安西大輔は、

大坪部長や同僚の長沼さんと

両替町で飲んでいます。

２人で家事と育児を
分担してガンバッてる
みたいですよ。

彼、 奥さんが
育休復帰したんで
大変みたいだね。

そういえば、 ２課の
稲川くんね。

稲川くん、
お子さんのお迎え
大丈夫？

大丈夫ッス！

さあ、 頑張って

仕上げるぞ！

今の若い人は
仕事も家事も育児も
やって、 えらいよなあ。

あ、 今日は
オレが朝送って行ったんで、
帰りは妻が迎えに行きますから。

でも、 男が仕事に専念できないのって
どうなんですかねえ。

そうだなあ。

それが当たり前で、
２人の娘も
気が付いたら
いつの間にか
大きくなっていたよ。

え？

☆今回の場面は会社の飲み会。 古い意識の表現も登場します。 　☆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。

さすが、
部長の奥さんですね。

家のことはカミサンに
任せっきりでね。

課長・
大坪　勉。
美化した思い出

俺たちが若いころは
家のことよりまず仕事！
だったからなあ。

若き日の大坪部長

でもなあ。
女ってのは
育児が大変なときに
ダンナが一緒に
やってくれなかったことを、
ずーっと覚えている
らしいんだ。

時々、
その頃のことを
蒸し返されて
参るよ。



 

 

 

 

 

 

資料名 者名 資料名 者名

請求記号 請求記号

《法律・経済・社会》 《芸術》

世襲格差社会 橘木　俊詔 かなわない 植本　一子 740.21

　機会は不平等なのか 参鍋　篤司 361.8 《文学》

「女性にやさしい」その先へ AERA編集部 大沢真知子 主夫のトモロー 朱川　湊人 913.6

　“資生堂ショック”から新しい働き方を考える 366.38 彼女に関する十二章 中島　京子 913.6

《女性・男性問題》 わたしの容れもの 角田　光代 914.6

女性の暮らしと生活意識データ集 2016 R367.1 女の甲冑、着たり脱いだり

教養としてのジェンダーと平和 風間　孝 ほか 367.1 毎日が戦なり。 914.6

〈オトコの育児〉の社会学 工藤　保則 スーパー母さんダブリンを駆ける リオ・ホガーティ

　家族をめぐる喜びととまどい 367.3

朝倉　真弓 《子どもの本・絵本》

信田さよ子 367.3 知里幸恵物語 金治　直美

結婚と家族のこれから 筒井　淳也 　アイヌの「物語」を命がけで伝えた人 K289

　共働き社会の限界 367.3 《行政資料》

不自由な男たち アイセルの風  2016 静岡市女性会館

その生きづらさは、どこから来るのか 田中　俊之 367.5 　平成27年度事業報告書 0-A

貧困世代 藤田　孝典 367.68 内閣府

　社会の監獄に閉じ込められた若者たち

LGBTsの法律問題Q＆A

3-A

《福祉・教育》

子育て支援が日本を救う 柴田　悠

　政策効果の統計分析 369.4 《歴史・伝記》

ブラック化する保育 大川えみる 369.42 大橋鎭子と花森安治 美しき日本人 長尾  剛 B289.1

女子学生のための最強の就職面接 高嶌　悠人 《女性・男性問題》

　’18年版 377.9 男女共同参画白書　平成28年版

《科学・医学》 　意識をカイカク。男女でサンカク。社会をヘンカク。 R367.21

産み育てと助産の歴史 白井　千晶 《文学》

　近代化の200年をふり返る 495.9 ａｂさんご 黒田  夏子 913.6

はじめてであう小児科の本 山田　真 魂の退社 稲垣  えみ子

 改訂第4版 493.9 　会社を辞めるということ。 916

ジェーン・スー

逃げたい娘　諦めない母

　140人の子どもの里親になった女性の覚え書き　　　　　　　　 936

平成27年度男女共同参画社会の形成の
状況 及び 平成28年度男女共同
参画社会の形成の促進施策
（平成28年版男女共同参画白書）
概要

内閣府男女共同参画局

小島　慶子

大阪弁護士会人権擁護委員会

性的指向と性自認に関するプロ

ジェクトチーム　　　　　　　367.9

… 寄贈図書 …

 

 

静岡市女性会館 図書コーナーだより vol.146 

発行日：2016 年 8 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 
8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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