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☆今月の特集☆
2017 男女共同参画
おすすめ BOOK100+α

今月のおすすめ
女性に伝えたい未来が変わる働き方
新しい生き方のヒントが見つかる、二極化時代の新提言
野村 浩子 著

ＫＡＤＯＫＡＷＡ（366.38） 2017 年

◆◆◆NEWS◆◆◆
６月２３日～２９日は
男女共同参画週間です
平成 29 年度のキャッチフレーズは
まる

まる

『男で〇、女で〇、
男女雇用機会均等法の施行から 30 年が経ち、働く女性が専業主婦を
上回った。かくいう私も働く女性のひとりだ。安倍内閣のもと「女性の活躍
推進」と言われて久しいが、女性が働きやすい環境になったとは正直思え
ない。多様化する時代の中で、自分らしく働くためにはどうすればよいの
か。未来が変わる働き方とはどんな働き方なのか。そう問い掛けながら読
み進めた。
筆者は、『日経 Woman』の元編集長。本書は、この 30 年の働く女性の
変遷と未来図という垂直軸と、日本全体や海外までの水平軸の視点をもっ
て今の私たちの立ち位置を探る試みの書でもある。丁寧に取材された女
性たちの話は働きにくさ、生きづらさに悩む姿が他人事とは思えなかっ
た。総合職と一般職、子育てしながら働く人、独身の人、子どもがいる人、
いない人、恵まれた正規、恵まれない非正規など、働く女性は二極化し、
対立することもある。しかし、筆者は根源に抱える課題は同じかもしれない
という発想に立つ。
人生 100 年時代を迎える中、これからは少なくとも 70 歳くらいまで働く
時代がくる。自分の仕事は、将来人口知能やロボットに置き換えられるか
もしれない。筆者は 70 歳までいきいきと働き続けるためには、これまでの
常識や実績に固執しない柔軟さと、能動性が求められるという。その上で
「対話する力」が生き抜く力、そして環境を変えていく力になると訴える。
対話することを大切に、そして少しずつでも社会を変
えていくために、あきらめずに声をあげられるようになり
たいと思った。働く女性を対象とした連続講座「第 14 期
アイセル女性カレッジ」では、11 月 11 日に著者を講師
に迎え、お話を聞く。公開講座なので多くの女性に参
加してほしい（もちろんカレッジ全体への参加も歓迎。
こちらは 6 月 20 日締め切り）。（井藤喜美江）

にじゅうまる

共同作業で ◎ 。』です。
女性活躍推進法が施行されて 1 年が
経過しました。女性も男性も、自らの
意思により個性と能力を発揮して活躍
できる職場をつくり、男女共同参画社
会の形成を進めていきましょう。

「男女共同参画おすすめ BOOK100+α」

カウンター前のワゴンをリニューアル
カウンター前にあるブックワゴンが
新しくなりました。こちらには、昨年に
引き続き、男女共同参画週間の企画
「男女共同参画おすすめ BOOK１００
+α」にさらに新しく入った本を選定し
追加展示しました。
この企画は公共図書館でも実施の
予定です。身近な図書館で、男女共
同参画のことを考えてみませんか？

「女性に伝えたい 未来が変わる働き方」
を読んで心に残った言葉

「イクメン」は 1 日にしてならず。「ややハズレ」でも育てるべし。

◆◆◆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

2017 男女共同参画おすすめ

BOOK100＋α

ノンママという生き方

結婚と家族のこれから

子のない女はダメですか？
香山リカ（367.21）
幻冬舎 2016 年

共働き社会の限界
筒井淳也（367.3）
光文社新書 2016 年

「女は子どもを産んで一人前」「あなたのような人
が少子化を進める」など、いまどき言ってはいけな
い言葉だと公式には認識されていると思います。
それでも周囲からのこんな発言に傷付いている「ノ
ンママ」は、少なからずいます。その中の１人でも
ある著者は、ビヨンセが歌う「フォーメーション」を
取り上げ、ママも、ノンママも、既婚でも、未婚で
も、「垣根を越えて女性どうし連帯しよう」と呼びか
けています。自身に直接降りかかる問題ではなく
とも当事者意識を持てる人でありたいと思いまし
た。（石割）

共働き夫婦の「ケア労働（家事・育児・介護）」の分
担が問題になっています。アメリカは個人が賃金
の安い移民女性をナニーとして雇うことで、北欧諸
国は国がケア労働者を公務員として雇い、福祉の
充実に解決策を見出しました。アメリカ型は、他人
の子をケアする人が自分の子をケアできず、格差
を拡げるという問題点が、北欧型には増税を受け
入れる必要があります。日本ではまず、男女ともに
「ケア労働は女性」という感覚を改め、男性がケア
労働に関わる意思を持つこと、「100%の家事」を目
指さないこと。専業主婦でもシングルでも個人の力
だけではケア労働を担えないのですから。（遠藤）

☆もっと読みたくなったら☆

☆もっと読みたくなったら☆

『子の無い人生』

『仕事と家族 日本はなぜ働きづらく、産みにくい

酒井順子(367.3) KADOKAWA 2016 年

のか』（366.7）筒井淳也 中公新書 2015 年

『「子供を産まない」という選択』

『母の友 2017 年 1 月号 特集:夫婦のこれから』

衿野未矢(367.21) 講談社 2011 年

（雑誌）福音館書店

女たちの情熱政治

モテる構造

女性参政権獲得から
70 年の荒野に立つ

男と女の社会学
山田昌弘（367.1）
ちくま新書 2016 年

東京新聞・北陸中日新聞取材班 編
（312.1）明石書店 2016 年

日本のジェンダー・ギャップ指数低迷の一因が女
性議員の少なさ。立候補すれば「女のくせに」、当
選すれば「生意気だ」と孤軍奮闘する女性議員の
状況や、当事者の切実な声、地方議会の現状な
どが、2014 年の都議会でのセクハラやじを契機に
連載された記事を中心にまとめられています。
2015 年の統一地方選挙で踏み出した女性たちの
熱い想いや、女性議員を支援する活動も紹介。原
発や待機児童、夫婦別姓問題など、政治にもっと
女性の声を届けることが必要です。クオータ制導
入の議論が進んでほしいと強く感じました。（狩野）

人間が、どのような相手を性愛の対象として好き
になるかということは、「感情」と結びついていま
す。そしてその感情に支えられて、「できる男性は
女性にモテる」が、「できる女性は男性にモテると
は限らない」というように、男女で非対称な構造が
存在しています。この本では、その「感情」に焦点
を当てて分析していますが、その先に見えてくる
のは、性別役割分業の構造との関わり。男女の感
情の違いを面白く読むうちに、社会の構造や、そ
れぞれの生き難さに気づかされる一冊です。（田
嶋）

☆もっと読みたくなったら☆

☆もっと読みたくなったら☆

『女性議員が増えれば社会が変わる』赤松良子
ほか/著（314.18）パﾄﾞ・ウィメンズ・オフィス 2016 年

『日本の女性議員』三浦まり/編著（314.18）朝日新聞
出版 2016 年

『結婚クライシス

中流転落不安』
山田昌弘（360.4） 東京書籍 2016 年

『女性活躍後進国ニッポン』
山田昌弘（367.1） 岩波ブックレット 2015 年

このお店で、
高校１年生の女の子が
アルバイトをしています。

第 55 話
女性会館スタッフが
ケーキの美味しいカフェで
仕事帰りに女子トーク。

籠上さん、
何してんの ?!
これ
持って行って。

あっ、 ハイ
すみません！

どちらのテーブル
ですか？

何してんの？

籠上さん、
何してんの ?!

窓際の隅の
席ね。

ねえ、
何してんの？

一緒に面白い所
行かない？

ほら
行こうよ

昨日…
こわかったなあ。

チェッ
やだ…！

ヘンな
優しい声で
近づいてきて…

思い通りに
ならないと
「チェッ」 って言う
男の人が
気持ち悪い。

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）

つづく

6 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。

新着図書リスト

資料名

著者名

資料名

著者名

請求記号

《総記》
an・anの嘘
《法律・経済・ 社会》
自己責任社会の歩き方

酒井 順子

051.7

雨宮 処凛

304
みずほ総合研究所
データブック格差で読む日本経済
332.107
女性活躍の教科書
麓 幸子
会社を強くする
336.4
なぜ、残業はなくならないのか
常見 陽平
336.44
長女と嫁が相続でやるべき５つのこと 西原 崇
345.53
竹信 三恵子
366.21
正社員消滅
65歳で月収4万円。
阿部 絢子
年金をもらいながらちょこっと稼ぐコツ
366.28
育児は仕事の役に立つ
浜屋 祐子
「ワンオペ育児」から「チーム育児」へ
中原 淳
366.7
《女性・男性問題》
ハイスペック女子の憂鬱
矢島 新子
367.1
男女共同参画社会と市民
藤原 千賀
367.21
LGBTを読みとく
森山 至貴
クィア・スタディーズ入門
367.9
ハタチまでに知っておきたい性のこと 橋本 紀子ほか
第2版
367.9
先生と親のためのLGBTガイド
遠藤 まめた
もしあなたがカミングアウトされたなら
367.9
生きるに値する世界のために

同性婚だれもが自由に結婚する権利

《福祉・教育》
一億総貧困時代
がんばらない介護
女性目線で備える防災BOOK
最新版
子どもを守る防災手帖

同性婚人権救済弁護団

367.97
雨宮 処凛
橋中 今日子

369.3
369.3

わたしのカラダは、私が守る

本当は怖い不妊治療
「おもてなし」という残酷社会

369.4
デビ ブラウン
493.76
黒住
佐田
草薙
榎本

紗織
節子
厚子
博明

もう孫育てで悩まない！祖父母＆
親世代の常識ってこんなにちがう？

《 産業》
性風俗のいびつな現場
《 文学》
嫁をやめる日
その手をにぎりたい
我らがパラダイス
黒い結婚 白い結婚
《 子どもの本・ 絵本》
考えよう！女性活躍社会 2

599
坂爪 真吾

673.94

垣谷 美雨
柚木 麻子
林 真理子

913.6
B913.6
913.6
913.68

窪 美澄ほか

孫 奈美
366

「女性初」にインタビュー！

考えよう！女性活躍社会 3
データでみる女性活躍社会

わたしらしく、LGBTQ 2
家族や周囲にどう伝える？

わたしらしく、LGBTQ 3
トランスジェンダーってなに？

オレンジだけが果物じゃない
フリーダ・カーロ

孫 奈美
366
ロバート ロディほか
367
ロバート ロディほか
367
ジャネット ウィンターソン

933.7
イザベル サンチェス ヴェガラ

E

リトル・ピープル、ビッグ・ドリーム

ぴょーん

まつおか たつひで
E

はじめてのぼうけん 1

《 行政資料》
第13期アイセル女性カレッジ
戦略的キャリア形成プロジェクト報告書
私の課題を解決する9日間

社会参画と女性のキャリア形成事例集
東日本大震災復興のための
女性リーダーシップ基金事業報告書

静岡市女性会館
0-A
国立女性教育会館
3-C
せんだい男女共同参画財団

2012-2016

7-M

田房 永子

… 寄贈図書 …
《 福祉・教育》
ジェンダー研究 第19号 2017.2
ＧＥＮＤＥＲ ＳＴＵＤＩＥＳ

495
495.48
498.8

過剰・感情労働とどう向き合うか

《生活・育児》
母乳がいいって絶対ですか？

森戸 やすみ

浅井 春夫

実践と政策からのアプローチ

《科学・医学》
アスピーガールの心と体を守る
性のルール
女性ホルモンの教科書

368.2
369

MAMA-PLUG

被災ママ1089人の声に学ぶ！

「子どもの貧困」解決への道

請求記号

祖父母手帳

598.2

ＮＷＥＣ実践研究 第7号
女性の初期キャリア

明治大正昭和こどものあそびうた
騎士団長殺し 第1部、第2部
かくれんぼ かくれんぼ
たぬきのじどうしゃ

東海ジェンダー研究所
304
国立女性教育会館
304
岩田 ゆき江
767.7
村上 春樹
913.6
ごみ たろう
E
ちょう しんた
E
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