
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆今月の特集☆ 

この 1 年を振りかえって 

 

アイセル 21 静岡市女性会館 

図書コーナーだより 

ＳＥＶＥＮ・セブン 
 

ポーラ・シズマー、キャサリン・フィロウ、ゲイル・クリーゲル、 
キャロル・Ｋ・マック、ルース・マーグラフ、 

アナ・ディヴィエール・スミス、スーザン・ヤンコヴィッツ 
 

三田地里穂 訳 而立書房（932.7）2016年 

 

 帯に「21世紀・世界を変える7人の女性の物語」と書かれた本作は、世界7
カ国の女性社会活動家の物語を演劇で表現したドキュメンタリー・シアター

作品である。俳優が台本を手に持ったまま観客に語りかける形式という舞台

を想像しながら物語を読み進めてみようと思う。 
 ファリーダはアフガニスタン人。タリバン体制下で医療を受けられない女性

を支援した。男性の医者が女性を治療することが禁じられていて、女性の医

者が一人もいないからだ。 
 ムクタランはパキスタン人。村の男たちに襲われた。女は泣き寝入りするか

自殺するくらいしかできない土地で、裁判を起こし勝利した。教育の必要性

を痛感し女の子のための学校を作った。 
 マリーナはロシア人。女性のための「相談電話」を開設している。「男はあ

なたを殴る、それ故、男はあなたを愛している」というロシアの古いことわざに

とらわれ悲惨な状況にある女性たちを救っている。 
 他 4 人も含め、彼女らが辿ってきた半生は、貧困、紛争、因習、無知など
が原因で奪われた権利を取り戻す闘いの日々だと知らされた。 
 訳者あとがきによると、本作の発端は、1995 年北京女性会議でのヒラリー・
クリントンの呼びかけという。「女性の権利は人権である、人権は女性の権利

である」とのヒラリーの言葉が多くの女性の心を揺さぶった。その後、ヒラリー

らが設立したＮＧＯが開催したファリーダの講演を劇作家 
キャロル・Ｋ・マックが聴き、「ファリーダのような力強い女性 
の物語を、演劇という表現芸術の力を得て多くの人々に届 
けられるに違いない」という思いから本作が生まれた。ニュ 
ーヨークでの初演から時を経て日本版上演も実現し、翻訳 
書も出版された。女性リーダー7人と女性劇作家 7人の熱 
い意思は確実に世界へ広がっている。（石割友子） 

◆◆◆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◆◆◆ 

7人の女性劇作家と 7人の女性社会活動リーダーの「SEVEN」への長
い道のりが始まった。この 14人も、「国境を越える」道を選んだ―― 
勇気と怖れを内に秘めて。 
 

今月のおすすめ 

「SEVEN・セブン」 
を読んで心に残った言葉 

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（水）～1月 4日（水） 
です。 
26日（月）はアイセル 21の休館日、 
27日（火）は図書整理日のため、休み
ます。（27日は返却のみできます。） 
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今年もやります！ 

クリスマス～新春福袋 

 
HUKU BOOK RO 

福袋 

昨年好評をいただいた「福袋」を、

今年もご用意します。図書コーナーの

スタッフがテーマ別に 3冊選びました。
何が入っているかお楽しみに。ぜひ、

ご利用ください。 
※12月 13 日から始め、新年は 1月末まで 

ご提供します。 

女性ニュース 2016 

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。 
 
 

 



 ☆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☆  

※「ジェンダー・ギャップ指数」 世界経済フォーラム（ＷＥＦ）が

世界各国の女性の地位を経済、教育、政治、健康の４分野で

分析し、男女平等の度合いを指数化したもの。 

 

今年は女性が東京都知事や民進党党首になったね。 

A でも、残念なことに、10 月末に発表されたジェンダーギャップ

指数※2016で、日本は 144か国中 111位。主要 6か国中最下位

(過去最低)だったよ。 

B  国会議員の女性比率は 122 位。特に経済・政治の両分野で
厳しい評価を受けた。2015年は女性の参政権が実現して 70年。
これを機会に、女性が政治に参画する機運が高まってほしい。 

C 『日本の女性議員 どうすれば増えるのか 』

（三浦まり/編著）は、「女性議員が少ないために、
女性に対する差別、蔑視、人権侵害、攻撃・暴

力が起こりやすい土壌が作り出されている」と指

摘。女性議員を増やすためには「女性議員が少

ない理由への理解、議員へのハードルが高い

女性を支援する仕組み、女性議員が少ないために起きている弊

害の認識、クオータ制の採用」などが必要と言っているよ。 

D 政府も「すべての女性が輝く社会づくり」や、「202030（社会の

あらゆる分野において、2020 年までに指導的地位に占める女性
の割合を、少なくとも 30％程度にするという政府
目標）」を掲げているね。 

B 女性会館でも、管理職やキャリアアップを目指
す女性のための、第 13 期女性カレッジ「戦略的

キャリア形成プロジェクト」を開催中だよ。 

C 『女性が管理職になったら読む本 「キャリア」

と「自分らしさ」を両立させる方法』（ギンカ・トーゲ

ル）や、『部下をもつ人の職場の人間関係 なぜ

かうまくいくリーダーの社内コミュニケーション術』（水

島広子）が、役に立ちそう。 

D 女性が働き続けたり、管理職を目指すには、
ワークライフバランスが大事だけれど、大手広告代理店の新人女

子社員が過労自殺したことが問題になった。日本企業の長時間

労働の体質をなんとかしたいね。 

A 『労働時間革命 残業削減で業務向上!その仕組

みが分かる』（小室淑恵）は、「女性活躍推進と少子

化対策の両者に有効な施策は、長時間労働の是

正」と訴え、その根拠や海外事情を挙げているよ。

皆が定時に帰れれば、育児、介護、健康維持に主

体的に動くことができ、財政の健全化にもつながるんだって。 

C 男女共同参画社会に関する世論調査で、出産

後も仕事を継続した方がよいという人が、54％を

超えたって。そのためには、女性だけでなく男性

の長時間労働是正や子育て支援が必要だね。 

D 『子育て支援が日本を救う 政策効果の統計分

析』（柴田悠）は、経済成長率･労働生産性･出生率等の重要な社

会指標に対して､子育て支援などのさまざまな社会保障政策がど

う影響するのかを、統計的に分析｡子育て支援の重要性を、実証

しているよ。「子どもと子育てへの投資は、経済成長をもたら

す！」と。 

A  こうした本は、私たちが日ごろ肌で感じていることを、きちんと
理論づけて説明してくれて、社会の問題について理解が深まる

ね。 

展示では夏の「『暮しの手帖』展」が好評だったね。 

B NHK の朝ドラ 「とと姉ちゃん」で、脚光を浴び

た『暮しの手帖』の初期のバックナンバーを、延べ

1200人もの皆さんに見ていただくことができたよ。 

D 欠号も寄贈していただき、創刊号から揃った。 

A 『「暮しの手帖」とわたし』（大橋鎭子）はドラマのモデル、大橋

鎭子の、波瀾万丈の 90 年間をつづった自伝。これらの関連本は、
ドラマの基になるエピソードが載っていて貸出も多かったよ。 

女性会館では「女性に対する暴力をなくす運動」

(11/12～ 25)の一環としてダンス「 Break  the 

Chain」を皆で踊ったね。 

B 「Break the Chain」には、世界的なイベント

One billion rising 運動の、「女性の権利向上を求

め立ちあがろう」というメッセージが、込められているんだよ。ユー

チューブでぜひ観てほしいね。 

C 『夫が怖くてたまらない』（梶山寿子）は、女性に対する暴力の

ひとつ DV についてよく分かる 1冊。 

最後にスタッフおすすめの 1 冊を。 

A 『アカガミ』（窪美澄）は近未来小説。国によるお

見合いシステムにより、手厚く保護されて恋愛やセ

ックスについて学び、家族になっていく一組の男

女を描く。アカガミというタイトルの意味は最後に分かるよ。 

B 『広告は、社会を揺さぶった』（脇田直枝）は戦
後 70 年の女性広告史。一枚の広告、一行のキャ
ッチコピーが世相や女性の生き方を鋭く表現して

いる。時代を先駆けた昔のコピーが、今でも通用

するもどかしさを感じた。 

C 『少年の名はジルベール』（竹宮惠子）。名作

『風と木の詩』連載中、学校帰りに自転車を飛ばし

て本屋へ走った身としては感涙もの。「ＢＬ」も「腐

女子」もなかったあのころ…、新しい世界を教えて

くれた竹宮先生、ありがとう!! 

D 『下り坂をそろそろと下る』（平田オリザ）は、

成長社会ではなくなった日本の新しい「国のか

たち」を模索する、示唆に富む本。「競争と排除

の論理から抜け出し、寛容と包摂の社会へ。」と

いう言葉が胸に残ったな。 

 

 

誌 上 座 談 会 2016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。 



つづく

51
早智の夫・大輔は
両替町で
飲み終わり、
帰り道。 共働き…かあ

わかってんだけどさー

ぶー

めんどくせー

サチが働き始めたら、
オレも家のこと
やんなきゃなんねーし…

う
う
う
～
～
～

稲川にできて
オレにできないことはない！

そうだ！

くそっ

お帰りなさい。

ただいま。

2 人とも
よく寝てるな。 うん。 あのね…

大ちゃん。

私、 仕事のことや
保育のことも
調べてみたから、
また明日
話を聞いてくれる？

…… そうか…
うん、 わかった。

ありがとう。

……

…何？

サチは昔から
心が決まると
いつもいい顔するよな。

いつものサチも
好きだけど、
イキイキしたサチは
もっと好きだな。

本当⁈

…いや、
2 人で働いて
力を合わせる方法を
考えてみるか。

ほら

すぐに涙目になる。
だって…

今日、 オレ、
年をとってもずっとずっと
仲良くできるために大切なことを
教えてもらったからね。

大ちゃん、 大好き。

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）

ぐす

うれしい…



 

 

 

 

 

資料名 著者名 資料名 著者名
請求記号 請求記号

《歴史・伝記》 田内　しょうこ

城主になった女　井伊直虎 梓沢　要 289.1 596

台湾少女、洋裁に出会う 鄭　鴻生 だいじょうぶ！子どもは育つ 山県　威日

　母とミシンの６０年 289.2 　こころの根っこを育てる 599

《法律・経済・社会》 《文学》

小島　彰 井伊直虎 梓沢　要

　女にこそあれ次郎法師 B913.6

336.4 こちらあみ子 今村　夏子 B913.6

キャリア開発論 武石　恵美子 猫と漱石と悪妻 植松　三十里 B913.6

　自律性と多様性に向き合う 366.29 みかづき 森　絵都 913.6

女性が活躍する社会の実現 加藤　久和ほか 週末介護 岸本　葉子 914.6

　多様性を活かした日本へ 366.38 さすらう者たち イーユン　リー B933.7

ルポ父親たちの葛藤 おおた　としまさ トレイシー　スレイター

　仕事と家庭の両立は夢なのか 366.7 936

《女性・男性問題》 《子どもの本・絵本》

アクティブラーニングで学ぶジェンダー 青野　篤子 お母ちゃんとの約束 望月　泉

　現代を生きるための１２の実践 367.1

ＷＯＭＥＮ　ＥＭＰＯＷＥＲＭＥＮＴ　１００ベッツィ　トイチュ 916

　世界の女性をエンパワーする１００の方法 367.2 ダーウィンと旅して ジャクリーン　ケリー 933

夢みる教養 小平　麻衣子

　文系女性のための知的生き方史 367.21 E

りこんのこども 紫原　明子 367.4 《行政資料》

Ｘジェンダーって何？ Ｌａｂｅｌ　Ｘ 静岡市女性会館

　日本における多様な性のあり方 367.9 0-A

《福祉・教育》 国連と日本の女性たち  （2016年）

中村　淳彦 ＮＧＯネットワーク

鈴木　大介 368.2 3-A

貧困　子供のＳＯＳ 読売新聞社会部

　記者が聞いた、小さな叫び 369.4

はい。赤ちゃん相談室、田尻です。 田尻　由貴子

《福祉・教育》

369.41 クローバーの会

全国保育団体連絡会 378.6

R376.1 《科学・医学》

《科学・医学》 ダウン症児の療育相談 飯沼  和三

乳がんと生きる 毎日新聞生活報道部 　Ｑ＆Ａ  専門医からのアドバイス 493.94

　ステージ４記者の「現場」 495.46 《芸術》

ルポ看護の質 小林　美希 静岡近代美術館 静岡近代美術館

　患者の命は守られるのか 498.14 　所蔵作品選集 708.7

《生活・育児》 《文学》

くらしの豆知識　２０１７年版 国民生活センター 走り来れよ、吾娘よ 岩元  甦子ほか

　特集 長寿時代のリスク管理 590.4 　夢紡ぐダウン症児は女子大生 916

　女性差別撤廃条約第7・8次日本政府

　報告審議とJNNCの活動記録

日本女性差別撤廃条約

幸せを見つけてダウン症の子どもたち

保育白書　２０１６年版

貧困とセックス

マット　デ　ラ　ペーニャ

すぐに役立つ図解とＱ＆Ａでわかる
パート・契約社員・派遣社員の法律
問題とトラブル解決法

　こうのとりのゆりかご・２４時間ＳＯＳ
　赤ちゃん電話相談室の現場

忙しいママでもできる！
毎日の時短ごはん

　いっちゃんとキヨシちゃんが歩いた、

　満州五五〇キロ

… 寄贈図書 …

米国人博士、大阪で主婦になる。

おばあちゃんとバスにのって

平成26年度女性会館主催講座
等チラシ（ファイル）
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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。 
 


