
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
『女性と災害』のコーナーを 

つくりました 

 

 

 

◆◆◆NEWS◆◆◆ 

 

「育休復帰ハンドブック」 

ができました！ 

 

 

人は個が確立してこそ、初めて他者とつながることができる。そ

して個の確立には独り居の時間の確保は不可欠だと思います。

人と人とがつながるのではなく、ただ群れているにすぎないとした

ら、それこそさびしすぎませんか。 

 

 

『大人になるっておもしろい？』 

を読んで心に残った言葉 

☆今月の特集☆ 

静岡ゆかりの本 

アイセル 21 静岡市女性会館 

図書コーナーだより 

大人になるっておもしろい？ 

清水真砂子 著 岩波書店 岩波ジュニア新書（K159）2015年 

 

 子育て中、ふと思い悩んで手にして以来、今まで幾度となく借りたお気

に入りの 1冊です。著者は掛川市在住の児童文学者、翻訳家。 

「K さんへ。おかわりありませんか。ある出来事があって、あなたにお手

紙を書きたくなりました」と冒頭から綴られる手紙形式の文章は、まるで自

分に語りかけられているかのように親しみやすく、どの章を読んでもまっと

うな指摘なので気持ちがスカッとするのです。 

ある朝、「お母さんのばか！ばか！」と家の門から猛然と怒りながら、学

校へ向かう女の子の姿を見て、「怒れ！怒れ！」とひそかに声援を送った

という著者。怒りの感情は周囲を不愉快にするのに「なぜそんなことを？」

と思われる人もいるかもしれません。著者は、「怒り」の底には、自分自身

を大切にし、人間としての尊厳を手放すまいとする意志とともに、相手に

対する期待なり信頼感があるからだと言います。反対に、「むかつき」に

は、我慢があり、あきらめがあり、無力感が両者を覆い、卑屈と憎悪が蝕

んでいくと危惧します。さらに、今、学校教育の現場で飛び交っていると

いう、子どもたちの「ごめんね」「いいよ」の氾濫にも「ケンカってそんなに

いけないこと？」と問い掛けます。 

常識にとらわれ過ぎた自分の見方に「生きてごらん、 

あなた自身を」と著者の力強い言葉が胸に響きます。 

そして、もっと自由に生きていい、なんだか素直に「大 

人になるっておもしろい」と思えてくるから不思議です。 

これから大人になろうとする人はもちろん、すでに大人 

になった人にもお勧めします。（久保田さきの） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書コーナーでは、『女性と災害 

熊本地震―わたしたちにできること』を

特集し、阪神淡路大震災や東日本大

震災など過去の震災と支援や復興の

記録、自分たちの身を守る防災につ

いての本を集め展示しました。 

熊本では、避難の長期化に伴い、

女性や子ども、障がい者、高齢者へ

の支援不足が明らかになってきまし

た。私たちにできる支援、防災につい

て考える時の参考に、ご覧ください。 

 

今月のおすすめ 

◆◆◆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◆◆◆ 

5 月 30 日は図書整理日のため 

休室します 

 
図書コーナーは、5 月 30 日（月）

図書整理日のためお休みします。ご

迷惑をおかけしますが、ご了承くだ

い。 

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

5月

※5月30日は図書整理日のためお休みします。（返却可）

『女性と政治 女性と法律』の

本を集めました 

 
憲法懸念日にちなみ、女性と政治

や法律に関する本を展示しました。日

本国憲法の草案作成に携わったベア

テ・シロタ・ゴードンさんの本や、女性

議員の本などを集めました。 

今年は女性参政権獲得 70 年目、7

月には参議院選挙もあります。ぜひ参

考にしてください。 



愛されなかった私たちが 

愛を知るまで 
傷ついた子ども時代を乗り越え 

生きる若者たち（367.6） 

石川結貴 高橋亜美 編著 

かもがわ出版 2013 年 
 

虐待される子、親の病気や死を経験した子、親の

過干渉や過大な期待から息苦しさを感じる子…。

つらく苦しい子ども時代を乗り越えて若者になった

少年・少女たちが書いた詩やエッセイが収められ

ています。彼らが過去を振り返って綴った、心情を

吐露する素直な言葉を読んでいると胸がしめつけ

られます。児童虐待で命を奪われてしまう子どもた

ちもいることを思うと、彼らが生き抜いてくれたこと

に少し救われた気持ちになりました。編著者の１

人、石川結貴さんは静岡県出身のジャーナリスト

です。（石割） 

 

 

 

 

 

おばさん四十八歳 

小説家になりました 
植松三十里 著（914.6） 

東京堂出版 2013 年 
 

 

静岡市出身の著者は小説家を志し、修行の末に

デビュー。無我夢中で書き続けて新田次郎文学

賞と中山義秀文学賞を受賞。ようやく自らを「作

家」と名乗れるようになるまでの顛末や、本ができ

あがるまでのエピソードが書かれたエッセイです。

ユーモアのある文体で、楽しく読みました。歴史小

説家である著者が男性を描く場合、主人公として

選ぶ基準は、自殺をしなかった人と、戦争をしな

かった人。「戦闘を避ける努力をした人こそを、讃

えたいと思っている」という言葉に、著者を応援し

たくなりました。（田嶋） 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子連れのタダビバ 
静岡市内篇 

望月やすこ 写真・文 

（S291.54） 

静岡新聞社 2014 年 
 

 

タダビバとは、無料の遊び場のこと。親子で楽し

める静岡市内のタダビバがたくさん載っており、週

末が待ち遠しくなること請け合いです。私がよく出

掛けたのは「水のタダビバ」の「清見潟公園」。「室

内のタダビバ」の静岡県地震防災センターは、起

震装置や津波シアター、耐震コーナーなどがあり

親子で防災について学べます。「イベントのタダビ

バ」には「東光寺の子ども坐禅会」など異色のイベ

ントも。うれしいことに「ママだって楽しみたいわ・

ママの場」として「アイセル 21 静岡市女性会館」も

ちゃんと載っています。（遠藤） 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

しずおかの女たち 第九集  
特集  国境を越えた女性たち 

静岡女性史研究会 編 
（S281.54）羽衣出版 2016 年 

 

 

発足 39 年を迎えた静岡女性史研究会発行の本

書は、中国残留孤児の壮絶な体験を経ての帰国

や大連からの引揚げの記憶、来日後の苦労を乗り

越え奮闘する女性など、国境を越えた女性たちを

特集しています。さらに、地域の女性の戦争体験

の聞き書きでは、教科書や一般資料では知ること

のできない戦中戦後の体験やその時々の思い

が、丁寧な裏付けのもと綴られています。会員そ

れぞれの女性史との出会いを綴った手記、主催講

演会の講演録、聞き書きの醍醐味を語る座談会な

ども掲載の、充実した 1冊です。（狩野） 

 

 

 

 
『誰か助けて 止まらない児童虐待』 
石川結貴（369.4）リーダーズノート 2011年 

 

『ルポ子どもの無縁社会』 
石川結貴（367.6）中央公論新社 2011年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

今 月 の 特 集 

 

『時代を生きた女たち』 
植松三十里（B281.04)）KADOKAWA 2014年 

 

『繭と絆 富岡製糸場ものがたり』 
植松三十里（913.6）文藝春秋 2015年 

 
 

 

『子連れのタダビバ西部版』 
望月やすこ（S291.5４）静岡新聞社 2015年 

 

『しずおか旬彩アラカルト 静岡市の食の魅力が

いっぱい!』静岡新聞社/編（611.4）静岡新聞社 2015年 

 

 

『日本占領とジェンダー 米軍・売買春と日本女性た

ち』平井和子（368.4）有志舎 2014年 
 

『愛盲 小杉あさと静岡県の盲教育』 
足立洋一郎（S289.1）静岡新聞社 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☆ 

静岡ゆかりの本 

 



人として
自信を持って
生きていけるように
なりたいんです。

だから、 少しずつでも働いて、
社会とつながることで

つづくこれまでのお話は、 静岡市女性会館HPでお読みいただけます。 （http://aicel21.jp）

第　話44キャリア相談に来た
安西早智（35）は、
アイセル21 の
「ふみだす」という
部屋で

結婚した
頃のことを
話し出し
ました。

私は
職場結婚で…

結婚後も 1年くらい
働いていたんですが、
妊娠したときに
退職したんです。

夫は、 子育ては母親がやるものだと思っていて…

私も子どもが
かわいいし、

はじめての育児で
余裕がなく、
それでいいと
思っていました。

でも、 仕事から離れて何年もたって、
家の中で家事と育児ばかりしていると、
だんだん不安になってくるんです。

自分が社会から置いていかれる
ような気がして…

もちろん、 子育ても家事も
価値のあることだと
思っているんですけど

時々、 夫から仕事をしていない
ことでバカにされたような
言い方をされると、
腹が立つと言うより悲しくて…

だから…
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資料名 著者名 資料名 著者名
請求記号 請求記号

《歴史・伝記》 《芸術》
試練は女のダイヤモンド 吉永　みち子 281.04 少年の名はジルベール 竹宮　惠子 726.101

《法律・経済・社会》 チャンスの波に乗りなさい 澤　満壽子 783.47
リベラルですが、何か？ 香山　リカ 309.1 《文学》
エロスと「わいせつ」のあいだ 園田　寿 名作うしろ読みプレミアム 斎藤　美奈子 908.8
　表現と規制の戦後攻防史 326.22 書く女 永井　愛 912.6
「女活」の教科書 花冷えて　　闇医者おゑん秘録帖 あさの　あつこ 913.6
　女性活躍推進　自治体編 336.4 謎の毒親　　相談小説 姫野　カオルコ 913.6
QA労働・家族・ケアと法 水谷　英夫 異類婚姻譚 本谷　有希子 913.6
　理論編＆実例編 366.14 辛酸なめ子の現代社会学 辛酸　なめ子 B914.6
セクハラ・パワハラその現状と防止対策 三木  啓子 息子に贈ることば 辻　仁成 914.6
　三木啓子のハラスメントセミナー 366.3 ペコロスの母の贈り物 岡野　雄一 916
キャリアウーマンたちの挑戦 ダウン症児を育てるってこんなこと たちばな　かおる

　しつけはどうする？将来どうなる？ 916
366.38 上野千鶴子のサバイバル語録 上野　千鶴子 917

《女性・男性問題》
相談の力 須藤　八千代 B933.7
　男女共同参画社会と相談員の仕事 367.1
ジェンダー・バックラッシュとは何だったのか ソク　ヒャン B986
　史的総括と未来へ向けて 367.1 《子どもの本・絵本》
貧困女子のリアル 沢木　文 367.21 人生を切りひらいた女性たち 1 池内　了
こじらせ女子の日常 北条　かや 367.21 　医療・科学編　なりたい自分になろう！ 280
きょうだいリスク 平山　亮 石井桃子 筑摩書房編集部
　無職の弟、非婚の姉の将来は誰がみる？ 367.3 　児童文学の発展に貢献した文学者 910
毒親の棄て方 スーザン　フォワード イリスのたんじょうび がりーど　ちえこ E
　娘のための自信回復マニュアル 367.3 いいタッチわるいタッチ 安藤　由紀
本当は結婚したくないのだ症候群 北条　かや 　だいじょうぶの絵本 E
　「いつか、いい人がいれば」の真相 367.4 《行政資料》
にじ色の本棚　LGBTブックガイド 原　ミナ汰 367.9 白井  千晶
不倫経済学 門倉　貴史 367.9 2-F
「性別が、ない！」人たちの保健体育 新井　祥 367.9
LGBTの子どもに寄り添うための本

3-E
367.9 子どもの教育費、どうする？

東　小雪 　教育費サバイバル準備読本 3-H
増原　裕子 367.97 男女共同参画と

《福祉・教育》
「若者支援」のこれまでとこれから
　協同で社会をつくる実践へ 371.42 3-M

《科学・医学》
トラウマ 宮地　尚子 493.74
夫婦という病 岡田　尊司 《哲学》
　夫を愛せない妻たち 493.76 心の傷を癒すカウンセリング３６６日 西尾  和美

《生活・育児》 　今日一日のアファメーション B159
俺たち妊活部 村橋　ゴロー 《法律・経済・社会》
　「パパになりたい！」男たち101人の本音 598.2 ＮＷＥＣ実践研究　第6号 国立女性教育会館
NHK　Eテレ「すくすく子育て」 　女性のエンパワーメント 304
　使えて楽しい！子育てアイデア傑作選 599 《産業》
ははがうまれる 宮地　尚子 599.04 しずおか旬彩アラカルト 静岡新聞社 611.4

　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

ダニエル　オウェンズ＝リード

　カミングアウトから始まる
　日常に向き合うQ＆A

同性婚のリアル

リリーのすべて
デイヴィッド　エバーショフ

戦争は女の顔をしていない
スヴェトラーナ　アレクシエーヴィチ

スマートエイジングネット

イヴォンヌ　ツィーグラー

… 寄贈図書 …

静岡県における外国人ＤＶ被害女性
の相談・支援に関する調査報告書

平成27年度困難を有する子ども・
若者の相談業務に携わる
民間団体職員研修報告書

内閣府　政策統括官

しんぐるまざぁず・ふぉーらむ

男女共同参画と災害リスク削減
　「女性の力で変革を」
男女共同参画と災害・復興ネットワーク

４年間の活動記録2011～2015

災害・復興ネットワーク
若者支援全国協同連絡会

NHK「すくすく子育て」制作班

 

新着図書リスト 
5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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