
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆今月の特集☆ 

女性に対する暴力 

っをなくす運動 

アイセル 21 静岡市女性会館 

図書コーナーだより 

女の子は本当にピンクが好きなのか 
堀越英美 367.1 P ヴァイン 2016 年 

 

「派遣社員で二児の母」という著者による本書をとても興味深く読んだ。 

染色技術の進歩によりピンクが衣類に使われるようになったのは 17 世紀

以降。当時ヨーロッパでは男性貴族が女性以上に着飾っており、男女の別

なくピンクを着用していた。 

「ピンク=女性の色」という固定観念の歴史は意外にも新しい。由来は 19

世紀フランスの、新生児の女児にピンクの、男児にブルーの服を着せる習

慣だ。少なくともアメリカでピンクが女性の色として広がったのは第 2 次世界

大戦以降という。世界中どの国旗にもピンクは存在せず、血生臭さからも心

理的に遠い色だ。ピンクは戦時中に女性が工場で着ていたブルーの作業

着（ジーンズ）からの解放であり、戦時に疲れた男性を癒やす家庭的なイメ

ージとも結びつけられた。1960 年代のウーマンリブ運動で、「女の子はピン

ク、男の子はブルー」というジェンダー規範は批判のターゲットとなるが、超

音波検査で出産前に性別が分かるようになった 80 年代に、ピンク＆ブルー

の乳幼児製品が再び市場に出回り始めたという。 

アメリカでは若い理系女子がプロデュースした、女児が理系分野を学べ

る玩具が登場している。イギリスでは保護者を中心に、玩具や玩具の色を性

別で区分しないでと要請する運動や、児童書を男女別に分けることに反対

する運動が起こっている。 

 バービーが獣医、ビジネスコンサルタントから大統領まで 135 の職業に就

いている一方で、リカちゃんの職業は看護婦、プリンセス、ドーナツチェーン

店員やピザ屋の配達員など「ピンクカラー」や非正規の職業だそうだ。「ピン

クカラーの罠・日本女性の社会進出が遅れる理由」など、 

後半は日本の社会のジェンダーの問題を独自の視点で

分析。大ヒットを記録した『アナ雪』『妖怪ウオッチ』がどち

らもアサーティブな（相手も尊重しながら自己主張する）

男女を描いていることに、希望を見出している。 

 たかがピンク、されどピンク。 

あなたはピンクが好きですか？（遠藤純子） 

  

 

 

◆◆◆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◆◆◆ 

「ピンクはかわいい色だけど、女性がみな同じピンクの型に

押し込まれる社会はつまらない」 

 

今月のおすすめ 

「女の子は本当にピンクが好きなのか」 
を読んで心に残った言葉 

11 月 12 日～25 日は 

「女性に対する暴力をなくす運動」

期間です 

 
 配偶者等からの暴力、性犯罪、売

買春、セクシャル･ハラスメント、ストー

カー行為や人身取引などの、女性に

対する暴力は、女性の人権を侵害す

るものであり、決して許される行為では

ありません。 

 

 

 

 

静岡市女性会館では、この運動期間

に合わせてキャンペーンを実施しま

す。 

 

①静岡市女性会館発！BREAK THE 

CHAIN（鎖を断ち切れ）の動画公開 

 

静岡市女性会館が、女性に対する

暴力根絶を願って賛同してくださるさ

まざまなグループの協力を得て作成

したダンス動画です。このダンスは、

世界的な女性への暴力防止キャンペ

ーンのテーマダンスで、世界各地で

踊られています。女性会館のホーム

ページからご覧いただけます。 

また、11 月 13 日（日）、青葉シンボ

ルロード 14：20～14:50に市民活動プ

レビューin Shizuoka2016 の会場に

て、市民の皆さんと共にこのダンスを

踊り、女性への暴力根絶を訴えます。 

 

②メッセージカード、キルト、ツリーの

展示 

 

デート DV 防止講座を受講した市

内高校生が書いたメッセージカード、

DV 防止を願って作成されたパープ

ルリボンキルトやツリーを展示します。 

 



世界の女性問題② 
暴力、差別、戦争 

アジア女性資料センター監修 

（K367）汐文社 2013 年 

 

 

世界中で女性が遭っている暴力の被害の現状を

写真とデータで紹介。DV やセクハラ、レイプ、スト

ーカーなど支配と差別が生む女性に対する暴力

は、すべて女性への人権侵害であると訴えていま

す。被害を訴えることが困難で二次被害が起こり

やすい性暴力や FMG（女性性器切除）など慣習

や宗教による差別や暴力、戦争や災害時におけ

る女性の被害、難民や慰安婦問題も取り上げてい

ます。その背景や実状の解説から、この問題が、

改善が急がれる世界共通の課題であることが分か

ります。（狩野） 

 

 

ＤＶマンって知ってる？ 
稲葉みるく（916） 

文芸社 2012 年 
 

 

 

 

普段は礼儀正しくて、優しくて、とてもいい人なの

に、あるとき仮面を脱ぎ捨て「DV マン」に変身す

る。妻や恋人の前でだけ変身するので、他人には

気付かれない DV マンの実態を被害に遭った著

者が語ります。「DV」は身体的暴力だけでなく、精

神的、性的、経済的、あらゆる暴力を使って女性

を苦しめるもので、その本質は「支配」であることが

分かります。「支配」され続けてメンタル疾患に陥

った苦しい日々を乗り越えた著者だからこそ伝え

られるメッセージです。（石割） 

 

 

モラハラ環境を 

生きた人たち 
谷本惠美（367.3） 

而立書房 2016 年 
 

 

モラルハラスメントという見えない暴力に気付き、

その環境から脱すると、傷ついた心もすぐに回復

するものと思ってしまうかもしれません。しかし、そ

の後の心のケアの方が実は大切なのだと著者は

言います。その最中は、痛みを感じないようにして

いた被害者は、脱した後にやっと自分の「傷つき」

を感じるのですが、それはたやすく癒えるもので

はありません。この本は、そんなケアが必要な時

期に焦点を当てて書かれています。被害者と、そ

の支援者にぜひお読みいただきたいと思いまし

た。（田嶋） 

 

 

 

 

スクールセクハラなぜ教師の 
わいせつ犯罪は繰り返されるのか  

池谷孝司（374.3） 

幻冬舎 2014 年 
 

 

 

進路指導を出しにして、女子高生にわいせつ行

為を繰り返していた高校教師。小学 3 年生の時担

任した母子家庭の教え子と恋人気分で付き合い

続け 11 歳の彼女にわいせつ行為をし逮捕された

ベテラン教師。「勝つためには先生の前でプライド

を捨てろ」「だから下着姿になるのは当然」というお

かしな理屈で、女子部員を個室に呼んで服を脱が

していた剣道部の顧問。教師と生徒は評価するも

のとされるものというアンフェアな関係、ということに

気づいていない教師と、「あってはならないこと」は

「なかったこと」として隠ぺいする、学校社会の体

質が問題であると指摘しています。（遠藤） 

 

 

 

『性暴力その後を生きる』 

中島幸子 （368.6） NPO法人レジリエンス 2011 年 

 

『性犯罪被害とたたかうということ』 

小林美佳 （916） 朝日新聞出版 2010 年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

今 月 の 特 集 

 

『傷ついたあなたへ 2 わたしがわたしを幸せにする

ということ ＤＶトラウマからの回復ワークブック』 

レジリエンス （367.2） 梨の木舎 2010年 
 

『ＤＶ被害者支援ハンドブック 改訂新版』 
尾崎礼子(367.2) 朱鷺書房 2015年 

 

 

 

 

 

『新・気づいて乗りこえる 精神的ＤＶに悩む女

性のためのガイドブック』長谷川七重・グループしお

ん （367.3） メディアイランド 2015 年 
 

『「モラル・ハラスメント」のすべて』  

 本田りえ 他 （367.3） 講談社 2013 年 

 

 

『がまんしないで、性的な不快感 セクハラと性

別による差別』ビクトリア･ショー（K367）大月書店 2008年 
 

『知っていますか？スクール・セクシュアル・ハ

ラスメント一問一答』 亀井明子/編著 (374) 解放出

版社 2004 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☆ 

 女性に対する暴力 



もっと
細くね！

了解！

カミサンと２人で協力して
孫の面倒をみたり、
一緒に料理をしたりしているよ。

つづく

50飲み会の席で、
大坪部長は
2人の娘さんのことを
安西大輔と長沼さんに
話してくれました。

子育て
しながら
働く次女
舞さん

専業主婦の
長女
三保さん

だから、
稲川くんみたいに
仕事も家事 ・育児も
やっている若者を見ると

よくやっているなあって
思うようになったんだ。

相手の立場に立って考えて、
行動できる人って
ステキですよ～

うわ～、
大坪部長、
変わりましたね！

そ、
そうかい？

ふーん…

サチの立場に立って…か。

専業主婦の生活って？

う～～～ん。

おかえり
なさーい

う～～～
働かない生活なんて
想像できねえ…

でも、
サチは
外に出て働きたいって
思ったんだよな…

安西くん、
君の奥さんは同じ職場だったから
仕事の忙しさもわかっているだけに
物わかりもいいだろうけど、

ガマンしていることも
あるかもしれない。
時々は気持ちを
聴いてあげると
いいかもしれないよ。

ふう～

そうだなあ、
サチは
おとなしいから
気が付かなかったけど

「働きたい」 っていうのは
サチにとっては　
ずっと心の中にあって、
思いきって言ったこと
だったのかもしれないなあ。

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）

まあ、 俺も
もしも子どもが
男だけだったら
こんなことに
気が付かなかった
と思うよ。

それで、 今は若い頃に
カミサンが感じていたことが
少しでもわかるかなと思って、



 

 

 

 

 

資料名 著者名 資料名 著者名
請求記号 請求記号

《哲学》 《生活・育児》

性暴力被害者への支援 小西　聖子 ラクする作り置き スガ 596

　臨床実践の現場から 上田　鼓 146.8 育ジージがやってくる 菅谷　洋司

《歴史・伝記》 　はたらくママたちへ 599.04

共同通信「戦争証言」 《文学》

取材班 210.75 茨木のり子 『文芸』別冊

《法律・経済・社会》 　没後１０年「言の葉」のちから 911.52

結婚クライシス 山田　昌弘 正義のセ 阿川　佐和子

　中流転落不安 360.4 　ユウズウキカンチンで何が悪い！ B913.6

世界一子どもを育てやすい国にしよう 出口　治明 ゆけ、おりょう 門井　慶喜 913.6

駒崎　弘樹 狩りの時代 津島　佑子 913.6

364.1 ワイルドフラワーの見えない一年 松田　青子 913.6

《女性・男性問題》 校閲ガール 宮木　あや子 B913.6

女性白書　2016 日本婦人団体連合会 世界中で迷子になって 角田　光代 B914.6

　「一億総活躍社会」と女性 R367.21 ペコロスのいつか母ちゃんにありがとう 岡野　雄一

丸刈りにされた女たち 藤森　晶子 　介護げなげな話 916

　「ドイツ兵の恋人」の戦後を辿る旅 367.235 わたしは潘金蓮じゃない 劉　震雲 923.7

「人生案内」にみる女性の生き方 大日向　雅美 ポーラ　シズマーほか

　母娘関係 367.3 932.7

最下層女子校生 橘　ジュン

　無関心社会の罪 367.68 963

両親の送り方 宮子　あずさ 《子どもの本・絵本》

　死にゆく親とどうつきあうか 367.7 社会福祉士の一日

溝口　知実 　医療・福祉の仕事見る知るシリーズ 369.17

367.75 私が今日も、泳ぐ理由 金治　直美

《福祉・教育》 　パラスイマー一ノ瀬メイ 785.23

中高年のための防災ガイド 『一個人』別冊 とんでもプリンセスとドラゴン アンナ　ケンプ

　おわりのないぼうけん E

369.3 葉　祥明/絵

少子化社会対策白書　平成２８年版 内閣府 R369.4 長　有紀枝/文 E

子ども食堂をつくろう！ 《行政資料》

　人がつながる地域の居場所づくり ネットワーク 369.4 厚生労働省

ルポ保健室 秋山　千佳

　子どもの貧困・虐待・性のリアル 374.9

女子力で読み解く基地神話 三上　智恵

　在京メディアが伝えない沖縄問題の深層 島　洋子 395.39 3-C

《科学・医学》

膠原病・リウマチがわかる本　最新版 宮坂　信之 493.14

メディアにむしばまれる子どもたち 田沢　雄作

　小児科医からのメッセージ 493.937 Kingdom of Norway Study Tour 2016 Report 7-L

せんだい男女共同参画財団

　ひと世代で世の中は変わる。
　子どもの問題は必ず解決できる。

夫に先立たれた９年間を
幸せに生きる妻の本

　もしもの時に“自身”と“家族”を
　守る！支える！！備える！！！

伸ばそうスキル  広げよう活躍の場
―先輩に学ぶパートタイマーの
キャリアアップ―

　平成２７年度厚生労働省委託事業

　「パートタイム労働者キャリアアップ支援事業」

東日本大震災復興のための女性
リーダーシップ基金交流・招聘事業
ノルウェー王国視察研修２０１６報告書

語り遺す戦場のリアル

ＷＩＬＬこども知育研究所

豊島子どもＷＡＫＵＷＡＫＵ

ＳＥＶＥＮ・セブン

アウシュヴィッツの図書係
アントニオ　Ｇ．イトゥルベ

サニーちゃん、シリアへ行く
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新着図書リスト 
11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。 

 


