
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆今月の特集☆ 

からだとこころ 

アイセル 21 静岡市女性会館 

図書コーナーだより 

◆◆◆静岡市女性会館は今年開館 25周年を迎えます◆◆◆ 

◆  

親の介護をする前に読む本 

東田 勉 著 講談社現代新書（369.26）2016年 

 

いつかは直面するかもしれない、親の介護。本書は、ありそうでなかった

介護家族のための入門書である。優良施設を見分ける方法、実際に掛かる

介護費用、介護保険活用の裏技、平穏死を迎えるために家族ができること

等、介護で行き詰まらないための知恵や必要なことが分かりやすく書かれて

いる。 
「事前に必要な知識を持っていれば、こんなに苦しまなくてもよかったの

に」。著者が取材した多くの家族介護者の声に胸が詰まる。当事者にしか分

からない介護の大変さは計り知れないが、実際、何も準備しないで立ち向か

えるほど介護は甘くないと著者はいう。 
家族介護者（ケアラー）というと妻や娘、嫁がイメージされがちだが、今や 3

割は男性。また障害や認知症などいくつもの問題を抱えた世帯で一人が複

数人を介護する「多重問題世帯」や実家を離れないシングル層の出現で、

介護者像も変貌しているという。男性や若いケアラーは、困窮しても周囲や

公的機関に助けを求めたがらないことも深刻だ。「育児であれば先が見える

が、介護の先行きは誰も見通せない」だけに「ケアする人のケア」が必要にな

ってくる。 
 一方で、介護施設の現場では、小規模施設における職員の一人夜勤の問

題等も切実だ。著者は、日本の多くの介護現場では「介護」とは言えない、

手抜きによる「後始末」が行われていると危惧（きぐ）している。介護に必要な

のは、これまで継続してきた生活習慣をわざわざ壊すような「特別な方法」で

はなく、老いや障害で継続できなくなった生活習慣を何と 
か回復させようとする「特別な工夫」だと訴える。 
本書を読み、介護についてまったく無知だった私が、こ

れは自分自身の問題と気付いたことが収穫だった。そして

著者曰く「もう親の介護は終わったよ」という人にも役立つ

ところがミソ。実はこの本、「自分の介護が始まる前に読む

本」でもあるのだ。（久保田さきの） 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

今月のおすすめ 
◆◆◆NEWS◆◆◆ 

 

「育休復帰ハンドブック」 

ができました！ 

 

 

図書コーナーは、5月 29日（月）
図書整理日のためお休みします。 
貸出、閲覧はできませんが、返却

はできます。どうぞご了承くだい。 

5 月 29日（月）は図書整理日

のため休室します 

 

図書コーナーをラジオで PR！ 

図書コーナーでは、スタッフが

交代で FM しみずマリンパルに出

演しています。今年度は、毎月最

終水曜日、13：30 からの番組「こと

ば BOX：本だより」で、図書コーナ
ーの本や女性会館の催し等を紹

介しています。インターネットラジオ

でパソコンやスマホからも試聴でき

ますので、ぜひお聴き下さい。 
（「マリンパル」で検索） 
 

活躍した静岡女性たち 

 昨年度も大勢の静岡女性の活

躍が新聞に掲載されました。図

書コーナーの掲示板では、新聞

の人物紹介コラム欄に載った静

岡女性の方々の記事を抜粋して

貼り出しています。身近な女性

たちの活躍をどうぞご覧くださ

い。 

「親の介護をする前に読む本」 

を読んで心に残った言葉 

（家族が終末期になったらどうするかは、）あらかじめ本人の意向を聞
いておき、聞けなかった場合は「本人はどのような最期を望んでいた
だろうか」と想うことです。その想いは、「自分がどんな最期を望むの
か」という問いとなって返ってきます。 
 



不妊治療のやめどき  
松本亜樹子（495.48）  

WAVE出版 2016年 

 
 
不妊治療は「身体的負担」「精神的負担」「経済的

負担」「時間的負担」を伴いますが、治療のゴール

は妊娠とは限らないのが現実です。本書は「妊活

コーチ」の著者による治療の継続に悩む人へのア

ドバイス、「不妊治療その後の物語」と題した 16 人
の体験談、専門家からのメッセージで構成されて

います。体験談の中には、「子供を産みたいのか、

育てたいのか」を夫婦で話し合い、里親になる道

を選んだ例も。悩み、迷い、涙した不妊治療を、夫

婦二人で生きていくことを選ぶために欠かせない

時間だったと肯定的にとらえている例も多く、印象

的でした。（遠藤） 
 

 

 

（石割） 
 

働く女性と健康   
多様な視点からのヘルスケア 
武谷雄二（498.8） 

産業医学振興財団 2015年 

 

 

女性の活躍が叫ばれている今、女性が働き続け

るためにも心身の健康問題は大変重要ですが、

社会全体で共有されているとは言えません。本書

は、働く女性の健康問題を背景、原因、対処法や

周りの配慮など多角的に取り上げています。妊娠

出産はもとより更年期、夜勤の影響、がん、メンタ

ルヘルス、特有の職業関連疾患などを、性差や

海外の事情をふまえたデータと図解、現況を示す

コラムなどを用い詳細に解説しています。働く女

性本人と関係するすべての人に、健康を守るため

の理解と共感を訴える一冊です。（狩野） 

 
 
 

「自分の居場所がない」 

と感じたときに読む本 
水島広子（146.8） 

かんき出版 2016年 

 
ここでいう「居場所がない」とは、精神的な意味合

いです。「回りとなじめない」、「疎外されている」、

「自分だけ浮いている」と感じることはありますか。

そんな「居場所がない」気持ちを消して平穏に暮

らしていけるヒントがたくさん詰まっている本です。

「人には自律的な人と社交的な人がいて、自分が

どちらのタイプか知っておくと役に立つ」とありまし

た。自律的なタイプは集団の中に居場所を求めな

くても幸せに生きられるのだと思えたのは収穫で

した。（石割） 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

ルポ保健室  
子どもの貧困・虐待・性のリアル 

秋山千佳（374.9） 

朝日新書 2016年 

 
 
中学校の保健室に、さまざまな生徒が訪れます。

貧困・虐待で家庭に居場所が無い子。いじめや性

的マイノリティへの無理解などから傷つき、教室に

入れない子。このルポには、子どもたちの心の悲

鳴を聞き取り、彼らを支えるために奮闘する養護

教諭の姿が描かれています。しかし、養護教諭自

身も非常勤であるなど、教師間で軽視され、すべ

ての学校の保健室で子どもたちを支えることは難

しい現状にあります。子どもたちを救う最前線であ

る保健室を、ぜひ見直してほしいと願います。 

（田嶋） 

 

 
『不妊を語る 19人のライフストーリー』 
白井千晶 （495.48） 海鳴社 2012年 
 
『産まなくても、育てられます 不妊治療を超え
て、特別養子縁組へ』後藤絵里 （367.3） 講談社 2016
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今 月 の 特 集 

 

『大学生のためのメンタルヘルスガイド』 
松本俊彦/編 （377.9） 大月書店 2016年 
 

『女も男も 124号 ワークヘルスバランス』 
労働教育センター編集部 （雑誌） 労働教育センター
2014年 

 
 
 

 

 
『女子の人間関係』 
水島広子 (143.5) サンクチュアリ出版 2014年 
 
『居場所の社会学 生きづらさを超えて』 
阿部真大 (361.6) 日本経済新聞出版社 2011年 
 
 
 

 
『子どもと貧困』 
朝日新聞取材班 （369.4） 朝日新聞出版 2016年  
 
『保健室の恋バナ＋α』 
金子由美子 （K152） 岩波ジュニア新書 2016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☆ 

 からだとこころ 



つづく

54
女性会館スタッフが

仕事が終わり、女子会。

馬淵さんは本を読むことで

救われたことがあるそうです。

そう感じてもいいんだって
思えるようになって、
少しはラクになってね。

もちろん、
そんなにすんなりとは
いかないけど…

そして、 本を読んで
いろいろ考えているうちに

母が抱えているつらさも
少し分かるようになったの。

学校の成績が悪かったり、
反抗期だったりすると、
それを母のせいにしてね…

そういえば、
父は私にうるさく言わないっていうか、
あまり存在感がなかったんだけど、

ほとんどしゃべらないのに
母を責める言葉が多くて。

それまで
あれこれと私の世話をしてくれたり、
受験に熱心に関わってくれる母を
うとましく思うなんて、

何て自分は
ひどい娘なんだろうって
思っていたんだけれど、

父がもっと母の気持ちを
考えたり、 寄り添ってくれたりしていたら、
母も私にそれほど執着せずに
済んだのではないかと思うのよ。

ひとりで悩むな。

一緒に考えよう。

エヘ馬淵さん、
そんな葛藤が
あったのね。
知らなかった。

特に母娘に関する本は
とても参考になったわ。

こんなことに気づけたのも、
図書コーナーで
男女共同参画に関する本を
いろいろ紹介してもらえるおかげね。

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）



 

 

 

 

資料名 著者名 資料名 著者名
請求記号 請求記号

《哲学》 心の居場所になれたら 廣瀬　久子
サーチ・インサイド・ユアセルフ チャディー　メン　タン 　まんが・学童保育の子どもたち 369.42

奨学金が日本を滅ぼす 大内　裕和 373.4
141.6 ブラック化する学校 前屋　毅

親に壊された心の治し方 藤木　美奈子 　少子化なのに、なぜ先生は忙しくなったのか？ 374.37
　「育ちの傷」を癒やす方法がわかる本 146.8 ニッポンの主婦100年の食卓 主婦の友社

《歴史・伝記》 　主婦の友100周年記念 383.81
大奥の女たちの明治維新 安藤　優一郎 江戸の乳と子ども 沢山　美果子
　幕臣、豪商、大名-敗者のその後 210.61 　いのちをつなぐ 385.2
すごいお母さん、EUの大統領に会う 尾崎　美恵 289.1 《科学・医学》
小林カツ代伝 中原　一歩 i‐wish…ママになりたい
　私が死んでもレシピは残る 289.1 　男性不妊 494.97
天秀尼の生涯 三池　純正 ウルトラ図解乳がん 齊藤　光江
　豊臣家最後の姫 289.1 　最新の正しい知識で不安を解消 495.46

《法律・経済・社会》 《生活・育児》
時局発言！ 上野　千鶴子 「パパは大変」が「面白い！」に変わる本 安藤　哲也
　読書の現場から 304 　「仕事も家庭も」世代の新・人生戦略 599
死後離婚 吉川　美津子 324.61 《芸術》
はじめてのジェンダーと開発 田中　由美子 家族最後の日 植本　一子 740.21
　現場の実体験から 333.8 《文学》
共生保障　〈支え合い〉の戦略 宮本　太郎 364 すみなれたからだで 窪　美澄 913.6
女性に伝えたい未来が変わる働き方 野村　浩子 正義のセ 2 阿川　佐和子

　史上最低の三十歳！ B913.6
366.38 産まなくても、産めなくても 甘糟　りり子 913.6

大卒無業女性の憂鬱 前田　正子 皿洗いするの、どっち？ 山内　マリコ
　彼女たちの働かない・働けない理由 366.38 　目指せ、家庭内男女平等！ 914.6

《女性・男性問題》 カサンドラ症候群でした えどがわ　理恵
フェミニストたちの政治史 大嶽　秀夫 　アスペルガーな夫との生活と、これから 916
　参政権，リブ，平等法 367.2 13歳、「私」をなくした私 山本　潤
日本の子連れ再婚家庭 新川　てるえ 　性暴力と生きることのリアル 916
　再婚して幸せですか？ 367.3 バッド・フェミニスト ロクサーヌ　ゲイ 934.7
単身急増社会の希望 藤森　克彦 《子どもの本・絵本》
　支え合う社会を構築するために 367.4 あなたのキャリアのつくり方 浦坂　純子
介護する息子たち 平山　亮 　NPOを手がかりに 335
　男性性の死角とケアのジェンダー分析 367.5 気をつけよう！ブラックバイト・ブラック企業 3 ブラックバイトから
裸足で逃げる 上間　陽子 子どもたちを守る会
　沖縄の夜の街の少女たち 367.68 366
愛する、愛される　増補版 山口　のり子 考えよう！女性活躍社会 1 孫　奈美編
　デートDVをなくす・若者のためのレッスン7 367.68 　みんなが働きやすい社会って？ 366
新同性愛って何？　改訂新版 伊藤　悟 女も男も生きやすい国、スウェーデン 三瓶　恵子 367
　わかりあうことから共に生きるために 367.97 わたしらしく、LGBTQ ロバート　ロディ

《福祉・教育》 　多様な性のありかたを知ろう 367
先生、貧困ってなんですか？ 《行政資料》
　日本の貧困問題レクチャーブック 368.2 デザインカレッジ2016
孤立していく子どもたち しんぶん赤旗社会部   コミュニティコース
　貧困と格差の拡大のなかで 369.4 平成28年度静岡県男女共同参画白書 静岡県くらし・環境部

子育て支援と経済成長 柴田　悠 369.4
2-A

　いまから知っておきたい働く人のルール
　ノルマ達成できないと罰金！？

　新しい生き方のヒントが見つかる、
　二極化時代の新提言

自立生活サポートセンター・もやい

不妊治療情報センター

男女共同参画フォーラムしずおか

　平成27年度男女共同参画施策の
　実施状況報告書

県民生活局男女共同参画課

　仕事と人生を飛躍させるグーグル
　のマインドフルネス実践法

 

静岡市女性会館 図書コーナーだより vol.155 

発行日：2017 年 5 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 
5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。 

http://aicel21.jp/
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