
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆今月の特集☆ 

貸出ランキング 

 

アイセル 21 静岡市女性会館 

図書コーナーだより 

100 万人のフィールドワーカーシリーズ 

女も男もフィールドへ 
 

椎野若菜・的場澄人 編  古今書院  （361.9）  2016 年 

 

 インド、マレーシア、ケニア、ウガンダ、カメルーン、グリーンランド、北極

海。このような地域に女性が赴く―それも長期にわたって、場合によっては１

人で―となると、男性とは異なるさまざまな困難が伴います。それは研究者と

て例外ではありません。 

本書は、多様な分野でフィールドワークを行う研究者の経験を広く伝える

ために発刊されたフィールドワーカーシリーズ全 15巻のうちの第 12巻です。

この巻では、フィールドワークを続ける上で、女性研究者が自身のジェンダー

や、妊娠・出産・育児などのライフイベントとどう向き合い、選択し行動してい

るかに焦点を当てており、冒頭で挙げた地域は全て彼女たちのフィールドワ

ークの調査地です。 

女性のライフイベントや体力面がフィールドワークに影響するのは想像に

難くありませんが、本書で特に興味を惹
ひ

かれたのは、調査先ではフィールド

ワーカー本人の属性＝ジェンダーと現地の人々が持つジェンダー観が大い

に関係してくるという点、調査対象者に対するアプローチの仕方まで変わる

可能性があるという点でした。 

現地の男性と 2人で出歩いたために女性たちとの間に壁ができてしまった

り、性の対象と見られて不快な思いをしたりという、女性であるがゆえに調査

のみに専念できないマイナス面がある一方、「ムスメ」や「ヨメ」といった疑似親

族として受け入れられたり、女性同士の安心感から男性調査者には打ち明

けにくい出産や性にまつわる実情を引き出せたりと、まさにジェンダーが調査

の手助けとなったケースまで、具体的な体験が種々記されています。 

人類学のフィールドワーカーには男性が多く、現地側の情報提供者も男

性が多いため、男性同士の話だけで「異文化理解」が完結してしまうことが少

なからずあるというくだりなど大変印象的で、女性フィールド 

ワーカーの必要性を痛感しました。 

ジェンダーに翻弄
ほ ん ろ う

されながら、時にはあえてその土地の 

ジェンダー観に則って現地に溶け込むなどの試行錯誤を

しつつ、今日も地球のどこかでいきいきと研究を続ける彼

女たちの姿は、学問の分野のみならず、全ての働く女性に

とってロールモデルとなるに違いありません。（古村 光） 

 

 

◆◆◆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◆◆◆ 

まずは自己の常識や信念というスイッチを切り、その土地の

規範に切り替えるということも一つの手だ。スイッチは決して

姑
こ

息
そ く

な方法ではない。 

 

今月のおすすめ 

「女も男もフィールドへ」を読んで心に残った言葉 

「国際女性デー」は、女性に対する差

別撤廃や社会開発等、環境整備に貢献

することを目的に、国連が 1975 年（国際
婦人年）に定めました。 
  
静岡市女性会館ではこの日にちなん

で、3 月 8 日（火）13:30～15：30 シンポジ
ウム 『国際結婚した外国人女性が直面

する困難』を開催します。17 組に 1 組が
国際結婚という現代、さまざまな課題が発

生しています。シンポジウムでは、国際結

婚をした外国人女性が直面する困難をジ

ェンダーの視点からとらえ、支援のあり方

を探ります。 
詳細は、チラシ、静岡市女性会館 HP

をご覧ください。 
 
図書コーナーでは、「国際女性デー」

の特設コーナーをつくり、女性の問題を

取上げた本や、世界で活躍する女性を描

いた本などを紹介します 

 

 

3 月 8 日は国際女性デー 

3 月は自殺対策強化月間 

3 月 1 日～8 日は 

「女性の健康週間」です 

こころの健康に関する本や、女性

特有の病気や健康問題に関する本、

リーフレットなどの資料を特設コーナ

ーで紹介します。 

 自分や家族の健康を考える時の参

考に、ご活用ください。 
 
 
 



　
順位貸出回数 タイトル 著者 出版社 NDC 出版年 コメント

娘になった妻、のぶ代へ 砂川　啓介 双葉社 772.1 2015.1 「ドラえもん」の声優として知られる大山のぶ代が2008年に脳梗塞で倒れ、2012年に認知症を発症。夫である
砂川啓介がその介護の日々を綴っている。

坂の途中の家 角田　光代 朝日新聞出版 913.6 2016.1 乳児虐待死事件の刑事裁判の補充裁判員になった里沙子。もうすぐ3歳になる女の子をもつ専業主婦の里
沙子は、子どもを殺した母親の証言に触れるうちに、彼女の境遇と自分を重ねていく。

3 23 「ひとり力」を鍛える暮らし方 清水　信子 講談社 590.4 2015.1 料理研究家の著者が、自らの衣食住における、一人暮らしの工夫と心がけを具体的に示す。

消滅世界 村田　沙耶香 河出書房新社 913.6 2015.1 人工授精で子供を産み、夫婦間のセックスは近親相姦とタブー視される世界を描く。芥川賞作家によるディ
ストピア小説。

「暮しの手帖」とわたし 大橋　鎮子 暮しの手帖社 023.067 2010.5 昨年朝ドラで話題になった雑誌「暮しの手帖」創設者、大橋鎮子の自伝。名編集者、花森安治との出会い、
家族、戦時中の暮らしと仕事、「暮しの手帖」の誕生などを綴る。雑誌編集のエピソードが面白い。

いちまき 中野　翠 新潮社 288.3 2015.9 「いちまき」とは血族の一団のこと。曾祖母の手記から始まる一族のルーツを探る旅。戊辰戦争の逃避行か
ら、桜田門、関宿、沼津、静岡、佐倉と一族の歴史の地をめぐり、今につながる人物や物を突き止めていく。

天平の女帝　孝謙称徳 玉岡　かおる 新潮社 913.6 2015.1 著者は、正史を読み直し、今までのイメージを覆す凛（りん）とした意志を通す実力者、孝謙・称徳女帝の姿
を、女官の目を通して描く。陰謀や駆け引きのなかでの謎解きも楽しめる天平歴史小説。

我が家のヒミツ 奥田　英朗 集英社 913.6 2015.9 家族や夫婦の日常の中のちょっとしたヒミツを描いた6つの短編集。

長いお別れ 中島　京子 文芸春秋 913.6 2015.5 校長や図書館長を務め、一家の大黒柱だった昇平は、同窓会の会場にたどりつけず、認知症が発覚。それ
ぞれの事情を抱える家族が昇平の認知症と向き合う姿が描かれる。「長いお別れ」の意味は最後に解る。

一〇三歳になってわかったこと 篠田　桃紅 幻冬舎 914.6 2015.4 生涯独身で、美術団体にも属せず、ニューヨークで水墨の抽象画を制作してきた著者が、100歳を超えて分
かった、人生の楽しみ方を語る。

朝が来る 辻村　深月 文芸春秋 913.6 2015.6 養子を育て穏やかに暮らす栗原家に、産みの母と名乗る女性が「子どもを返して」と突然訪ねて来た。子を
産めなかった者と子を手放さなければならなかった者の葛藤(かっとう)が描かれる。昨年テレビドラマ化。

抱く女 桐野　夏生 新潮社 913.6 2015.6 197０年代、学生運動最中の吉祥寺。女性が生きづらかった時代に、自分の居場所を探し求め続ける20歳の
直子と周りの男たちの姿を描く。

山女日記 湊　かなえ 幻冬舎 913.6 2014.7 結婚を目前にしての悩み、夫婦や親子、姉妹の関係、将来への不安、恋愛のゆくえ…人生の岐路に立つ7
人の女性たちは、悩みを抱えたまま山に何かを求め一歩一歩、頂を目指す。昨年テレビドラマ化。

妻が抱える「夫ストレス」 石原　加受子 KADOKAWA 367.3 2015.1 夫にストレスを感じる女性たちに、妻・嫁・主婦・母親の役割にしばられず「個」として生きる生き方を提唱す
る。

みんな「夫婦」で病んでいる 本田　りえ 主婦の友社 367.3 2015.1 「夫婦」として幸せになりたいと願うからこそ、近くにいるのに分かり合えない パートナーがストレスになる。相
手の見方を変えて、心を軽くする方法を、心の専門家が伝授。

水曜日の凱歌 乃南　アサ 新潮社 913.6 2015.7 戦中戦後、男たちに振り回されるも、力強く生きていく女性たちがいた。慰安婦として進駐軍へ差し出された
彼女たちの過酷な運命を、14歳の少女・鈴子は間近で見つめていく。

早春賦 山口　恵以子 幻冬舎 913.6 2015.1 激動の明治、大正時代、上流階級の政略結婚での末、妾、隠し子、流産、財産横領などを経験した主人公
菊乃。逆境に耐えるうち、次第に自立心が芽生える。菊乃の人生を切り開いていく姿を爽快に描く。

老後の資金がありません 垣谷　美雨 中央公論新社 913.6 2015.9 娘の派手婚、義父の葬式代、義母の生活費と、備えておいた老後の資金がみるみる減っていく。そこへ夫婦
そろってリストラに!

スクラップ・アンド・ビルド 羽田　圭介 文芸春秋 913.6 2015.8 28歳無職で就活中の主人公健斗は、「もう死んだほうがよか」が口癖の要介護の祖父の切なる願いをかなえ
ようと、ある計画を思いつく。第153回芥川賞受賞作。昨年ドラマ化された。

おとなの始末 落合　恵子 集英社 914.6 2015.1 70歳になった著者が、仕事、暮らし、人間関係な、ど人生の始末を見据えて、生き方を見直す。

主婦病 森　美樹 新潮社 913.6 2015.3 欲望、疑い、あきらめ、嫉妬…夫婦の揺れる関係に悩み、こじらせ、もがく女達を描く、連作短編集。

日本の夫婦 柏木　惠子/編著金子書房 367.3 2014.4 社会の変動によって家族の形が多様化し、夫婦の関係性が見直される昨今。家族の問題の専門家による夫
婦問題の解決のヒントとなる1冊。

中年だって生きている 酒井　順子 集英社 914.6 2015.5 『負け犬の遠吠え』から十余年、負け犬のまま年を重ねた著者による中年女の生態分析。

モンローが死んだ日 小池　真理子 毎日新聞出版 913.6 2015.6 軽井沢でひとり暮らす鏡子は、夫を亡くしてから心身のバランスを崩す。町内の精神科クリニック医師の診療
を受け、やがて二人は恋に落ちる。

バラカ 桐野　夏生 集英社 913.6 2016.2 ドバイの赤ん坊市場で「バラカ」と名付けられ売られていった女の子はやがてフクシマへ。周りの大人に翻ろう
されながら、たくましく生きるバラカを描く。

終の日までの 森　浩美 双葉社 913.6 2015.1 人生の閉じ方を描いた8編の短編集。

まどか２６歳、研修医やってます！水谷　緑 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 498.1 2015.8 外科系の女子研修医の想定外の過酷な研修生活をリアルに描いたコミック。先輩、同僚や患者などとのかか
わりの中で、悩みながらも喜びややりがいを覚え、仕事に向き合い成長していく姿にエールを贈りたい。

この国の冷たさの正体 和田　秀樹 朝日新聞出版 151.2 2016.1 現在の日本社会の冷たさの底にある、「自己責任」という考え方について掘り下げて考える。

働く女子の運命 浜口　桂一郎 文芸春秋 366.4 2015.1 女性が活躍できない要因は、「日本型雇用システム」にあると解説。長時間労働や非正規化の問題が、男女
平等政策から生まれたのは驚き。果たして働く女子の未来は明るくなるか？

１０年後破綻する人、幸福な人 荻原　博子 新潮社 591 2016.1 経済に関してさまざまな情報が錯そうする社会。「一体どうすればいいの？」という不安に応えて、家計を破綻
させず、幸せな生活を送るために私たちが知っておくべき情報を整理して分かりやすく教えてくれる。

平気で他人を傷つける人 片田　珠美 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 361.4 2015.1 人格を否定して精神的に人を弱らせる、モラルハラスメント。そのような「平気で他人を傷つける人」によって
心の病になってしまう前に読んでおきたい、モラハラする人の心理とその対策。

異類婚姻譚 本谷　有希子 講談社 913.6 2016.1 子もなく安楽な結婚生活を送る専業主婦の私は、ある日自分の顔が夫の顔とそっくりになっていることに気付
く。第154回芥川賞受賞作。

この世にたやすい仕事はない 津村　記久子
日本経済新聞
出版社

913.6 2015.1 仕事で燃え尽きてしまった36歳の女性が、異なる5つの仕事を経験して、仕事との健全な関係を取り戻すま
での連作短編集。外からは伺い知れない、それぞれの不思議な“仕事の世界”をのぞくことができる。

ロマンシエ 原田　マハ 小学館 913.6 2015.1 恋愛対象が同性の男子という美智之輔。日本の美大を卒業後、憧れのパリへ留学し、１人の女性と出会う。

少年の名はジルベール 竹宮　惠子 小学館 726.1 2016.2 「BL」も「腐女子」もなかった時代、男の子同士の愛という、少女マンガのタブーに挑んだ青春記。

小泉今日子書評集 小泉　今日子 中央公論新社 019.9 2015.1 新聞に掲載された10年間97冊の書評をまとめた本。読書して、何を考え、どう感じたかを自分の言葉で表現
している。お勧めしたい、という思いが伝わってくる1冊。インタビューも収録されている。

試練は女のダイヤモンド 吉永　みち子 ウェッジ 281 2016.1 30代から90代までの今を輝く女性たちへのインタビュー集。活躍するジャンルや場が異なる21人が、人生の
転機となった「あの時、あの頃」のことや、さまざまな試練を乗り越えた過程を語っている。

私の息子はサルだった 佐野　洋子 新潮社 914.6 2015.5 絵本作家、エッセイストの著者が、息子広瀬弦(絵本作家）の幼少期のエピソードを描く。

家族という病 下重　暁子 幻冬舎 367.3 2015.3 日本人の多くが「一家団らん」という呪ばくにとらわれているが、「家族」はそれほどすばらしいものなのか？
家族の実態を克明にえぐりつつ、「家族とは何か」を提起する。

千日のマリア 小池　真理子 講談社 913.6 2015.2 生と死、愛と性、男と女を描いた8編からなる短編集。

親を殺したくなったら読む本 石蔵　文信 マキノ出版 367.3 2015.1 30～50代を中心とした男女777人にアンケートを実施し、人々の本音や著者の臨床経験を交えながら「親に
疲れた症候群」について考察し、解決策を提示している。親子関係に悩む人へ。

おひとりさまの最期 上野　千鶴子 朝日新聞出版 367.8 2015.1 データで見るかぎり「女おひとりさま」は貧乏、「男おとりさま」は孤立。介護保険1号被保険者証が届き「独居
老人」となった著者が、直面せざるを得ない現実、在宅ひとり死について考える。

花冷えて あさの　あつこ 中央公論新社 913.6 2016.1 さまざまな事情で身籠り、悩みを抱えた女たちが頼る「闇医者」おゑん。傷ついた女性の身体とこころを救い
「生きていく道を決めるのは自分自身」と励ます姿が潔い。

絶唱 湊　かなえ 新潮社 913.6 2015.1 阪神淡路大震災を体験した女性たちを描く短編集。

サラバ！上 西  加奈子 小学館 913.6 2014.1 父親の海外赴任のためにイランで生まれ、エジプトに移り住む少年、歩は気性の激しい母、風変わりな姉の
元で成長する。両親の離婚、突然の帰国を経て、物語は下巻へ続く。第152回直木賞受賞作。

東京近江寮食堂 渡辺　淳子 光文社 913.6 2015.3 10年行方知らずの料理人の夫を探し、滋賀から上京した妙子。安宿「近江寮」で料理を手伝うことになり、多
くの人に料理を提供しながら、夫のことや自分の進む道を考えていく。ごはんの温かさが心にしみる小説。

ツリーハウス 角田 光代 文藝春秋 913.6 2013.4 じいさんが死んだ夏のある日、孫の良嗣は初めて家族のルーツに興味を持つ。これをきっかけにばあさんと
引きこもりの叔父さんを連れ、大連へ珍道中。昭和15年の満州移民に始まる家族の歴史がひもとかれる。

介護民俗学へようこそ！ 六車　由実 新潮社 380.1 2015.8 研究者から介護の現場に転職した著者が民俗学の手法「聞き書き」をしつつ、高齢者の介護に携わる日々。
「人生の先輩」の語る物語は感動を呼ぶ。老いることの価値や介護の在り方を考えさせらるる1冊。

定年男のための老前整理 坂岡　洋子 徳間書店 597.5 2014.2 モノの整理をすれば次の暮らしが見えてくる。定年や子どもの独立などの節目に、体力、気力のあるうちに、
あなたも老前整理をしてみませんか。
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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》 《子どもの本・絵本》

女性リーダー４．０ 坂東　真理子 ブラックバイトから

　新時代のキャリア術 336.3 子どもたちを守る会

つながりをリノベーションする時代 田所　承己ほか 　いまから知っておきたい働く人のルール

1 タイムカードを押してから残業!? 366

361 ぼくの家はかえで荘 小林　美津江

女性労働の分析　２０１５年 　ＬＬブック やさしくよめる本 369

　男女雇用機会均等法成立３０年特集 R366.38 アレックス　ジーノ

《女性・男性問題》 933

ブルマーの謎 山本　雄二

　〈女子の身体〉と戦後日本 367.21

実家＆家族の大問題

　日経おとなのＯＦＦ特別編集 367.3 《法律・経済・社会》

続・下流老人 藤田　孝典 367.7 Ｎ女の研究 中村  安希 335.89

《福祉・教育》 《産業》

島田　洋七 369.26 山本肇を語る 奥田  万里

　没後10年記念文集 699.39

就職四季報女子版　２０１８年版 東洋経済新報社 377.9 《文学》

《生活・育児》 男読み 源氏物語 高木  和子 913.36

ママたちが非常事態！？ 昭和の親が教えてくれたこと 森  まゆみ 914.6

　最新科学で読み解くニッポンの子育て 599 《子どもの本・絵本》

《産業》 シアワセなお金の使い方 南野  忠晴

営業女子 太田　彩子 　新しい家庭科勉強法 2 591

　働き方の基本がわかる教科書 673.3 うさこちゃんとじてんしゃ ディック　ブルーナ E

《芸術》 おひゃくしょうのやん ディック　ブルーナ E

再発！それでもわたしは山に登る 田部井　淳子 786.1 まる、しかく、さんかく ディック　ブルーナ E

《文学》 しろ、あか、きいろ ディック　ブルーナ E

ただしくないひと、桜井さん 滝田　愛美 913.6 レッド　Red マイケル　ホール

ハコブネ 村田　沙耶香 B913.6 　あかくてあおいクレヨンのはなし E

気をつけよう！
ブラックバイト・ブラック企業 1

ＮＨＫスペシャル取材班

香山　リカほか
私と介護

ジョージと秘密のメリッサ

　〈買わない〉〈恋愛しない〉〈働けない〉

　若者たちの社会学

… 寄贈図書 …
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新着図書リスト 
3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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