
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アイセル 21 静岡市女性会館 

図書コーナーだより 
☆今月の特集☆ 

この一年を振り返って 

今月のおすすめ 

◆◆◆NEWS◆◆◆ 

 

 

 

 

 

 

「育休復帰ハンドブック」 

ができました！ 

 

 

◆◆◆静岡市女性会館は今年開館 25周年を迎えました◆◆◆ 

◆  

年末年始の休館日と 

返却期限日の変更 

について 

 
図書コーナーの年末年始の 

休館日は 
12月 28日（木）～1月 4日（木）

です。 
 年末年始の休館にともない、

12 月 14 日より、図書の返却期

間を約 3週間に変更します。 

 図書コーナーでは、年末年

始の行事や大掃除などに役立

つ本や雑誌を取り揃え、展示

貸出しします。 

図書コーナーの新聞クリッピ

ングの中から、今年の女性の活

躍、女性をとりまく社会の問題

などに関する記事を掲示しま

す。新聞報道から今年を振り返

ってみてください。 
 

「危機の現場に立つ」を読んで心に残った言葉 

危機の現場に立つ 
中満 泉 著 講談社（児童 329）2017年 

 

中満泉さんのことを知ったのは、5 月の静岡新聞掲載「時の人」だったと思
う。国連の軍縮担当上級代表に就任した中満さんを紹介する記事だった。

国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)に入り、人道支援活動に取り組んだ
こと、民族紛争が続く中、地域住人と会話を交わしたことなどが書かれてい

た。世界を舞台に活躍する優れた日本人女性がいるのだなあ、と感心した。 
 本書には、21 歳のときに初めて海外に出てから現職に就く前までのことが
書かれている。中満さんは 2女の母であるが、10代の娘さんと同世代の若い
人たちへ向けた力強いメッセージがたくさん詰まっている。（漢字にはすべて

振り仮名が振ってあるので、小学生も読めます。） 
 「国連で働きたい」と漠然と考えている若い人は少なからずいると思う。中

満さんもそうだった。高校生のときの「夢」がアメリカ留学を経て、「努力すれ

ばできる」という確信になり、猛勉強して UNHCR へ入った。初任地トルコで

はクルド難民危機の対応を経験し、旧ユーゴスラビア紛争真っただ中のボス

ニアの首都サラエボへも赴任した。砲弾が飛び交う現場で、防弾チョッキを

身に着け走り回り、避難民を救うための現地政府や軍の幹部との交渉はとき

に怒鳴り合いになることもあった。「危機対応は現場主義」の行動指針は、国

連難民高等弁務官だった緒方貞子さんに鍛えられたことだという。 
 国連を離れた時期もあったが、結婚し、2 児の出産、子育て後、国連に復
帰し、国連平和維持活動(PKO)局の部長としてシリアやアフガニスタンも主
管した。訪れた国は 115カ国にのぼるそうだ。 
 中満さんは、世界の「誰一人取り残さない」という理想の実

現を目指し闘い続けている。高い志を持った若い人たちが

彼女に続いてくれることを願ってやまない。（石割友子） 
 
※中満さんが薫陶を受けた緒方貞子さんの著書 
『共に生きるということ』（PHP研究所）、『私の仕事』（草思社） 他も所蔵しています。 

 
 

自分の特性や専門を生かし、職業をとおして社会に貢献し、それを自己

成長の手段にし、生活の糧だけでなく人生における幸福追求の一つの

糧にする、というのは男女の区別なくごく自然なことだと思います。 
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女性ニュース 2017 



 ☆来年も静岡市女性会館図書コーナーをよろしくお願いいたします☆  

A 今年は静岡市女性会館開館 25周年。これを記念して秋には
国谷裕子さん（元 NHK クローズアップ現代キャスター）講演会

「女性が活躍できる社会を目指して」を開催しました。 

B 静岡は若い女性の流出が多いと言われている
が、女性議員や女性管理職も少なく、女性が活躍

しやすい環境とは言い難い。地域活性化に向け

ても、ジェンダー平等は必要と話されたね。 

C 国谷さんの『キャスターという仕事』も読ん
でほしい一冊。私は「言葉の持つ力を信じたい」をおっしゃって

いたことが印象に残ったよ。 

D “言葉”と言えば、図書コーナーでは「本の中のコトバ展＋」で、
本の中から印象に残った文章を紹介したね。 

B 私が今年気になったのは「ワンオペ育児」という言葉。「夫婦の
どちらかが一人で育児負担を丸抱えしている」という意味の、古く

て新しい問題だと思う。 

C 家事育児と仕事の両立のためのノウハウ本も多い。皮肉なこと
にその女性たちの自助努力の結果が「ワンオペ育児」。女性が産

休や育休を取りやすくなったことで、家事育児がより女性に偏り

がちになったとしたら、つらいね。 

D 以前も紹介した『ワンオペ育児 わかってほしい休めない日常』
（藤田結子）や『育児は仕事の役に立つ 「ワンオペ育児」から「チー

ム育児」へ』（浜屋祐子・中原淳）は、その大変さの根本を解き明

かしながら、明るい展望も示している。 

A 一方育児に関わり始めた男性のエッセイ『ヨチ
ヨチ父 とまどう日々』（ヨシタケ シンスケ）や『新米

おとうちゃんと小さな怪獣』（あおむろひろゆき）

を読むと、父親たちの戸惑う様子も分かる。 

C 女性が働きやすく、男性も当たり前に家事育

児ができる社会のしくみと意識の改革が必要だ

ね。 

D 図書コーナーの「子育て世代応援コーナー」

は、親子が座って絵本を楽しめる「幼い子の絵

本コーナー」もできて充実したよ。 

A 子育てといえば、児童精神科医の佐々木正美さん、小児科

医の毛利子来さんが亡くなった。お二人の著書を子育てのバイ

ブルにしていた方も多いのでは？ 

B 『はじまりは愛着から 人を信じ、自分を信じる

子どもに』は佐々木正美さん最後の著書。 

D わたしは「ブラック企業」に始まる「ブラック」の

つく言葉が増えたなと思った。『ブラック化する学

校 少子化なのに、なぜ学校の先生は忙しくなったの
か？』（前屋毅）は教師の長時間労働と、非正規教

員の増加の問題を取りあげた。 

A 『ブラック部活動 子どもと先生の苦しみに向き合

う』（内田良）は、「部活動は学校制度上、生徒にと

っても先生にとっても『自主的』活動とされている

が、『自主的』だからこそ規制がなく、強制され、

過熱していく」と言っている。 

B 『ブラック奨学金』（今野晴貴）は、大学生や

短大生の４割が奨学金を利用しており、新社会

人になる時に 300万円ほどの借金を背負っている
こと。そして就職先がブラック企業だったり、非正

規雇用だったりして、返済ができなくなるケースが

増えていることを問題視している。 

C ７章の「返せなくなった時の対処法！」はぜひ

当事者に読んでほしいね。 

A 『経済的徴兵制をぶっ潰せ! 戦争と学生』（雨
宮処凛ほか）は、県民所得が低い県で自衛隊へ

の入隊率が高いこと、そしてこれまで高卒者がほ

とんどだった任期制自衛官や一般曹候補生に

大卒生が増えていることの理由に、奨学金の返

済という目的があると指摘していて驚いた。 

B 若者の貧困がこういう事態も招いているんだ
ね。 

C 『死後離婚』（（吉川美津子ほか）という言葉も初

めて知ったよ。配偶者の死後も、姻族（義父母や

義兄弟）との関係は続く。姻族関係終了届を役

所に出すと姻族関係を終わらせることができるそ

うだ。 

D 姻族との関係が良好なケースばかりではない

からね。「家」の制度がなくなっても「嫁」にはケア

役割が期待される。 

B 『嫁をやめる日』（垣谷美雨）は「死後離婚」が

テーマ。夫の死後、義父母や親戚等からの同情

は、やがて“監視”へと変わり…。義父母、婚家か
らの「卒業」を描く作品だよ。 

C 今年の収穫として「フェミニスト」と冠した本を

2冊紹介したい。『バッド・フェミニスト』（ロ
クサーヌ・ゲイ）と『男も女もみんなフェミニストで

なきゃ』 （チママンダ・ンゴズィ・アディーチェ）。 

D これまでの「フェミニスト」のイメージを著者二

人が覆した。フェミニズムはもっと開放的で生き生きしたものだっ

て。 

A ロクサーヌは言う。ジェンダー平等を願うけれど女らしいファッ

ションが好きだし、女性の自立を目指すけれど、男性に頼りたい

ときもある。だから「バッドフェミニスト」と名乗ると。 

C チママンダは「フェミニストの定義は、男性であれ女性であれ

『ジェンダーについては今日だって問題があるよね、だから改善

しなきゃね、もっと良くしなきゃ』という人」だと言ってる。 

D 「女も男も私たち『みんな』で（社会を）良くしなければいけな

いのですから」という言葉は、女性会館の目指すものと通じるね。 

誌 上 座 談 会 2017この 1年を振りかえって 
 

今年図書コーナーに入った本を前に 

スタッフがこの 1年を振り返りました。 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料名 著者名 資料名 著者名
請求記号 請求記号

《歴史・伝記》 子どもの貧困対策と教育支援 末冨　芳編

キュロテ ペネロープ・バジュー 　より良い政策・連携・協働のために 371.3

　世界の偉大な15人の女性たち 280.4 《文学》

《法律・経済・社会》 カシス川 荻野　アンナ 913.6

だから、居場所が欲しかった。 水谷　竹秀 冷蔵庫を抱きしめて 荻原　浩 B913.6

　バンコク、コールセンターで働く日本人 334.423 森へ行きましょう 川上　弘美 913.6

モラルハラスメント 編集ども集まれ！ 藤野　千夜 913.6

　あなたを縛る見えない鎖 361.4 アゲハの公約 三萩　せんや 913.6

がまんをやめる勇気 平木　典子 361.454 淳子のてっぺん 唯川　恵 913.6

世代の痛み 上野　千鶴子 三ギニー ヴァージニア・ウルフ

　団塊ジュニアから団塊への質問状 361.64 　戦争を阻止するために 934.7

《女性・男性問題》 私の中のわたしたち

ジェンダー研究を継承する 佐藤　文香 367.1 　解離性同一性障害を生きのびて 936

学んで活かそう女性の権利  [改訂３版] 国際女性の地位協会

　女性差別撤廃条約の新展開 367.2 949

シングル女性の貧困 小杉　礼子 《子どもの本・絵本》

自分のことがわかる本 安部　博枝

367.21 　ポジティブ・アプローチで描く未来 159

漂流女子 中島　かおり

　にんしんSOS東京の相談現場から 367.21 E

オトナ親子の同居・近居・援助 大和　礼子

　夫婦の個人化と性別分業の間 367.3 E

ジャンシー・ダン おむかえ ひがし　ちから E

367.3 《行政資料》

国家がなぜ家族に干渉するのか 本田　由紀 仙台市男女共同参画推進センター

　法案・政策の背後にあるもの 367.3   エル・パーク仙台30周年記念誌 7-A

LGBTのひろば 大塚　隆史

共同参画課 16-A

367.9

《福祉・教育》 推進センター 18-A

小崎　恭弘

センター  ムーブ 42-A

　少子化対策の切り札 369.4

オルガ・R．トゥルヒーヨ

エミリー・アーノルド・マッカリー

アントワネット・ポーティス

せんだい男女共同参画財団

リサ・アロンソン・フォンテス

わたしも水着をきてみたい
オーサ・ストルク

　非正規職女性の仕事・暮らし
　と社会的支援

子どもが生まれても
夫を憎まずにすむ方法

　セクシュアリティのバリアを超えて
　等身大の自分をみつける物語

家族・働き方・社会を変える
父親への子育て支援

発明家になった女の子マッティ

まって

北九州市立男女共同参画センター・
ムーブ  平成28年度  事業概要

北九州市立男女共同参画

平成28年度 業務概要
山梨県立男女共同参画

男女共同参画センターえーる
事業概要  平成28年度事業実績

練馬区総務部人権・男女

新着図書リスト 
12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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編集・発行：静岡市女性会館指定管理者 NPO 法人男女共同参画フォーラムしずおか 
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