
 

◆◆◆静岡市女性会館は今年開館 25 周年を迎えます◆◆◆ 

☆今月の特集☆ 

子どもの本 
4 月 23 日は子ども読書の日

図書コーナーのことは私たちにおまかせください！ 

図書コーナースタッフの自己紹介 

アイセル 21 静岡市女性会館 

図書コーナーだより 

今年度も よろしくお願いします     

静岡市女性会館は今年度開館 25 周年を迎えます。また、指定管理者制度導入により「ＮＰＯ法人男

女共同参画フォーラムしずおか」が運営を担うようになって 2 期 10 年がたち、4 月から第 3 期も担う

ことになりました。 
1 階図書コーナーは、女性問題の専門図書館として市民の皆さまと女性会館をつなぐ場所です。昨

年度は「本の福袋」「暮しの手帖展」「子育て応援コーナーの設置」など新規事業に取り組みました。

記念となる本年度も、皆さまのお役に立てるよう工夫を凝らし、本や資料の紹介、情報提供に努めて

まいります。どうぞご指導、ご協力くださいますようお願い申し上げます。 
静岡市女性会館 館長 川村美智 

図書コーナーだよりも号を重ねて№154。皆

さまのご愛読に感謝いたします。毎年度末には１

年間の「貸出ランキング」を発表しています。2005

年度（№2）は『対岸の彼女』（角田光代）貸出回

数 15 回。2 人の女性の友情を描いて、直木賞を

受賞しました。2010 年度(№81)は『ゲゲゲの女

房』（武良布枝）と『おひとりさまの老後』（上野千

鶴）22 回。“おひとりさま”が流行りました。 

2016 年度は…、№153 をご覧ください。 

次回ベスト 1 に輝くのは果たして？ 

（石割友子） 

図書コーナーには、既製の書架などの他に、手

作りの家具があります。カウンター前にある特設

展示コーナーの展示台。数年前の休館日に図

書館用品のカタログからヒントを得て、押し入れ

で使う「すのこ」を利用し DIY しました。当初この

棚板は、スタッフが持ち寄ったそうめんの箱のふ

たでした。その後、文庫コーナーの棚、カウンタ

ーの荷物置き台と DIY が増えました。 

ずっと役立ち続けてほしいです。 

（狩野直子） 

読む本を探している方のために、図書コーナーで

はさまざまな工夫を重ねてきました。書評コーナ

ー、感想を書いていただく「この本いいね！」な

ど。一冊の本に出合えたら、同じ著者の作品、同

じテーマの作品などへ広がっていくことがあり、利

用者さんからそのようなお話を伺うと、「頑張る

ぞ！」とスタッフ一同ますます張り切ります。HP で

も、「図書コーナーだより」で紹介した本を予約し

やすく掲載していますので、ぜひ「女性会館 

HP」をのぞいてしてみてくださいね。 

（田嶋三恵） 

前職は学校図書館司書、その前は幼児教室の

先生でした。12 年前女性会館図書コーナーで働くこと

になったとき「大人の利用者の皆さんのニーズにきちん

と応えられるだろうか」と不安だったのを覚えています。

でもそれまでは一人職場でしたから、スタッフ 4 人で相

談したり、アイディアを出し合って仕事ができるのが何よ

りうれしかった。昨年からは FM 清水で 

月に 1 度本の紹介も始めました。4 月から

は毎月最終水曜 13:30 から放送します。

こちらもどうぞごひいきに。（遠藤純子） 



訪問看護の現場で考える 

もうすぐ亡くなります 
なごやかな終末をめざして 

宮﨑照子（K492） 

彩流社 2016 年 

 

100人以上の死を見てきた訪問看護師が、在宅療

養者の終末と周囲の人々の様子を紹介していま

す。後半には、終末医療、在宅医療、グリーフケア

の詳しい解説が記載されています。現在は死亡者

の約 80％が病院で亡くなりますが、高齢化が進み

病院などの施設が不足することが予想され、在宅

医療の必要性が高まっているようです。在宅で大

切な人が「なごやかな終末」を迎えられたなら、い

つか自分のときもそうできるかもしれない、と思いま

した。10 代から大人の方までお読みいただけま

す。（石割） 

 

夢は牛のお医者さん 
よろこびもかなしみも夢になる。  

赤羽じゅんこ（K649）  

小学館ジュニア文庫  

2016 年 

 

 
1987年、生徒数わずか9人の小学校で、3頭の子

牛が入学しました。生徒たちは、自分たちだけで

世話を始めます。3 年生の女の子・知美は、担当

する「強子（つよし）」が可愛くてたまりません。失

敗をしたり、病気の心配をしたり、子牛たちから

様々なことを学びながら一生懸命世話を続けま

す。そしていつしか、知美は「牛のお医者さん」に

なりたいと強く思うようになりました。現在の新潟県

十日町市で実際にあった物語。夢に向かってひ

たむきに努力する姿に励まされます。（田嶋） 

 

 

ジョージと秘密のメリッサ 
アレックス･ジーノ 作  

島村浩子 訳（K 933） 

偕成社 2016 年 

 

 

自分の身体とこころの性に違和感に悩む 10 歳の

ジョージは、勇気を出して学校の劇のオーディショ

ンで女主人公役に挑戦しますが、周りの理解を得

られません。そんな中、「自分が女の子だと思うな

ら…あたしはジョージは女の子なんだと思うよ！」

と、親友のケリーはジョージを理解し励まします。

二人は劇の本番である行動を起こし、次第に理解

者も現れます。トランスジェンダーの子の繊細な気

持ちを中心に、親や周囲の人たちの驚きや戸惑

いが丁寧に描かれている一冊です。（狩野） 

 

 

 

 

（石割） 

 
 

 

 

 

 

ぼくの家はかえで荘 
小林美津江/監修･文 2016 年  

近沢優衣/絵 写真/酒井博文 

（K369）埼玉福祉会  

 

主人公の「ぼく」は親から虐待を受けています。担

任の先生の計らいで、かえで荘という子どもの施

設で暮らすことになるまでを描いた絵本です。もし

実際に虐待を受けている子がこの絵本を読んだ

ら、親以外の大人が「ぼく」に関わり、道が開ける

様子に、「自分も救われるかもしれない」と一歩を

踏み出すきっかけになるような気がしました。「ぼく

はお母さんに会いたいです。でもぼくはあの家に

はかえりたくありません。しばらくかえで荘でくらし

ます。」という「ぼく」の決意で締めくくられていま

す。誇張がなく、淡々と出来事だけが描かれてい

ることに好感が持てます。（遠藤） 

 

 

『ぶたばあちゃん』 
マーガレット・ワイルド/文 ロン・ブルックス/絵（E） あす

なろ書房 1995年 

 

『わすれられないおくりもの』スーザン・バーレイ/

作・絵 （E） 評論社 1986年 

 

 

『わたしたちはいのちの守人』 

岩貞るみこ （K498） 講談社 2014年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

今 月 の 特 集 

 

『理系女子的生き方のススメ』 

美馬のゆり （K407） 岩波ジュニア新書 2012年  

 

『わたしたちはいのちの守人』 

岩貞るみこ （K498） 講談社 2014年 

 

 

 

 

 

『くまのトーマスはおんなのこ』ジェシカ・ウォル

トン/作 ドゥーガル・マクファーソン/絵 （E） ポット出版

プラス 2016年 
 

『王さまと王さま』リンダ ハーン・スターン・ナイラン

ド/絵・文 （E） ポット出版 2015年 

 

ゲルマー・真野 豊訳（E）ポット出版 2015年 
 
 

 

『「いや！」というよ！性ぼうりょく・ぎゃくたい

にあわない』嶋崎政男/監修 すみもとななみ/絵（369） 

あかね書房 2006年 
 

『虐待防止と子どもの支援』才村純ほか/指導 母子

衛生研究会/編集協力（369.4）母子保健事業団 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☆ 

 子どもの本 



つづく

私、 思うんですよ。
本や映画とかの
その言葉に出合うためには、
やっぱり最後まで
ちゃんと読んだり
観たりしないと、

その言葉の
本当の魅力は
分からないし、
心に響いて
こないって。

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）

53
女性会館の
若菜ちゃん、平沢さん、
馬渕さんが女子会を
しています♡

私はドラマの中の
セリフに共感すること
あるなー

映画とかねー
必要な時に
思い出せて
前向きに
なれると
いいですよね。

「好き」の搾取
とか！ by「逃げ恥」

私ね、
ちょっと母との関係が
悪かったのよ。

え…
そうなの？

うん。
進学とか結婚とか、
とにかく自分の
思い通りにさせたい人
なのね。

でも、 母を悲しませちゃ
いけないっていう気持ちも
強いから、
そんな自分を責めてしまうし、
自分の考えに
自信が持てないし…

うんうん。

馬渕さん
優しいしねー。

そんな時、
図書コーナーにある
信田さよ子さんの
『母が重くてたまらない』
を読んで
とても救われた気持ちに
なったの。

ああ、
同じ悩みを
持つ人が
いっぱい
いるんだなーって。

そうそう！
このケーキも
全部味わわないとね～！

この組み合わせ
ヤバい～♡

最初は私も
母の思う通りにして
ほめられると
うれしかったんだけど…

成長して
自分の意見を
持つようになると、
母がとたんに
不機嫌になったりしてね。



 

 

 

 

 

 

資料名 著者名 資料名 著者名

請求記号 請求記号

《法律・経済・社会》

「親と実家」を考える本　２０１７年版 ｓｕｕｍｏ 933

くまのトーマスはおんなのこ ジェシカ　ウォルトン

365.3

働き女子＠台湾 蔡　蕙頻 E

　日本統治期の水脈 366.38 《行政資料》

非正規社員サバイバルマニュアル 富田　朗

　みんなを守る働くルールを知ろう！ 366.8

《女性・男性問題》 3-A

女子の生き様は顔に出る 河崎　環 367.21 岩手県・岩手県男女共同

産まなくても、育てられます 後藤　絵里 参画センター 6-A

　不妊治療を超えて、特別養子縁組へ 367.3

東　園子 ボランティア課 21-A

Because  I  am  a  Girl

　定年一年生の教科書 367.7

続・老後はひとり暮らしが幸せ 辻川　覚志 367.75

北原　みのり

佐藤　優 367.9

《福祉・教育》

親の介護をする前に読む本 東田　勉 369.26

松本　伊智朗ほか

369.4

ルポ児童相談所 慎　泰俊 《福祉・教育》

　一時保護所から考える子ども支援 369.43 アスペルガーの子の「本当の気持ち」 アズ  直子

《生活・育児》 　ずっと生きづらかった私だからこそわかる 378

ママは悪くない！ 《産業》

　子育ては“科学の知恵”でラクになる 599 キャスターという仕事 国谷  裕子 699.39

《芸術》 《子どもの本・絵本》

ＡＶ出演を強要された彼女たち 宮本　節子 778.09 ノンタン ボールまてまてまて おおとも  やすおみ E

《文学》 ノンタン ぱっぱらぱなし おおとも  さちこ E

おばちゃんたちのいるところ 松田　青子 913.6 あーんあん せな  けいこ E

《子どもの本・絵本》 ふうせんねこ せな  けいこ E

感染症医が教える性の話 岩田　健太郎 367 ルルちゃんのくつした せな  けいこ E

作業療法士の一日 きれいなはこ せな  けいこ E

　医療・福祉の仕事 見る知るシリーズ 498

わたしはイザベル
エイミー　ウィッティング

ＮＨＫスペシャル取材班

　将来の相続とお金どこに相談する？

　／どうする実家？２１０人の解決策

学びがひらく　vol.5
2014年度「日本女性学習財団賞」
受賞レポート集

いわて男女共同参画フェスティバル
２０１６報告書

男女平等意識を育む
啓発リーフレット　3.4.5.6年生用

富山市市民生活部男女参画

公益財団法人プラン・ジャパン

性と国家

子どもの貧困ハンドブック
… 寄贈図書 …

オンナひとりでもどうにか
生きていけるっぽい！

　ジェンダーとゆうじょうについての
　やさしいおはなし

　女の子にはチカラがある
　～未来を創るジェンダー教育～

2016年度プラン・インターナショナル
年次報告書　　2015/7～2016/6

公益財団法人プラン・イン
ターナショナル・ジャパン

ＷＩＬＬこども知育研究所
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発行日：2017 年 4 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 
4 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。 


