
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アイセル 21 静岡市女性会館 

図書コーナーだより ☆今月の特集☆ 
 

利用者が選んだ 

この本いいね！2018 

 

新年あけましておめでとうございます 
今年もスタッフ一同、皆様のお越しをお待ちしています。 2018年 元旦 

 今月のおすすめ 
◆◆◆NEWS◆◆◆ 

 

 

 

 

 

 

「育休復帰ハンドブック」 

ができました！ 

 

 

◆◆◆静岡市女性会館は今年開館 25 周年を迎えました◆◆◆ 

◆  

注目の新しい雑誌 

雑誌コーナーに新しい雑誌が入りました。 

 

ジャパンマシニスト社発行の 2冊です。 
 

親にも先生にもおもしろくて使える 

『おそい・はやい・ひくい・ 

たかい』 

学校への不満や疑問、先生の本音、PTA、

親同士のトラブル解決法、思春期の子ども

たちへの接しかたのアドバイスなどが特集さ

れます。（2/5/8/11月発行） 

 

じぶんらしい子育て応援 BOOK 

『ちいさい・おおきい・よわい・ 

つよい』 

「健康やクスリ」「暮しや食」「こころ」などの子

育て中の疑問や悩みに対して、親と子ども

の側に立った専門家の「情報」と「アドバイ

ス」が掲載されています。 

（1/4/7/10月号発行） 

 

 

 

 

 

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28

2月

「子どもが生まれても夫を憎まずにすむ方法」 
を読んで心に残った言葉 

僕から見る男性の問題は「僕に構うな。僕は家族のためにドラゴン

と戦う必要があるから、睡眠も、休息も息抜きも全部必要なんだ」

という感じ。でもドラゴンと今現在戦っているのは妻なんだけどね。 

 

 

蔵書点検にともなう 

図書コーナー休室のお知らせ 

 

 図書コーナーは蔵書点検のため 

2月 5日(月)から 9日(金)まで、お休み

します。 

この期間中、閲覧、貸出はできませ

んが、返却は受付けます。どうぞご了

承ください。 

 

 

 

蔵書点検 
期間 

子どもが生まれても夫を憎まずにすむ方法 
ジャンシー・ダン 著 太田出版 （367.3）2017年 

まるで、「子どもが生まれたら妻は夫を必ず憎むもの」と決まっているかのよ

うなタイトルが目を引く。この本の著者、ジャンシー・ダンは、同じくライターの

仕事をする夫のトムとニューヨークに住んでいる。彼女は、妊娠中に友人が言

った「ああそれから、ダンナのことは大っきらいになるから覚悟しておいたほう

がいいよ」という言葉に「まさか」と返したのだが、娘を出産した後にそれが正し

かったと思うことになる。 

娘の世話で余裕の無い生活をしている妻の気持ちに気づかず、自分の趣

味を優先させる夫。２人の労働時間は同じなのに、なぜほとんどの家事や育

児を妻がやらねばならないのか。夫婦の仲は危機に陥り、彼女は様々な専門

家に教えを請い、夫婦生活を元の状態に戻そうと奮闘する。家族セラピスト、

FBI の犯罪交渉班のトップ、カップル・セラピスト、時間管理コンサルタント、整

理整頓のプロ…時に容赦ないセッションに震え上がり、涙を流しながらも、ジャ

ンシーとトムは、自分の思いを伝え、お互いを理解しようと歩み寄る。 

内閣府の最新の白書によると、6 歳未満の子どもを持つ夫婦の家事・育児

関連時間は日本が 1 日当たり妻：7.41 時間に対し夫：1.07 時間（先進国中最

低水準）であり、アメリカは妻：5.39時間に対し夫 2.53時間。日本の母親は、よ

り追い詰められた状態にあり、その背景には、長時間労働の問題も存在する。 

この本で語られる男女のすれ違いは、日本でも同じ。「つら

い時に自分の気持ちをわかってもらえず、助けてもらえなかっ

た」という妻の思いは、後々までもぬぐいきれず、夫婦の仲を

悪くするという。そうなる前の処方せんとして、この本は最適

だ。ユーモアをもって率直に語られた文章が、より良い関係を

模索するカップルを導いてくれるに違いない。（田嶋三恵） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『あん』ドリアン助川（B913.6） 

「グレーテルのかまど(NHK)」で「ド

リアン助川のどらやき」を見て読む

気になった。樹木希林の映画を見

ていたし粗筋は知っていた私にし

ては珍しく精読。あずきのあんとハ

ンセン病を知った。読後は塩味の

効いたあんを食べたくなった。

（寿） 

『きみはいい子』中脇初枝（913.6.） 

郊外の町を舞台にした 5 編からな

る小説。虐待されている子、かつ

て虐待された親。その切ない心情

が自然な語り口で綴られている。

涙なくして読めない 1冊。 

『ツレはパパ 1 年生』細川貂々

（599.04） 

子育てあるあるがいっぱいで、笑

いながら共感し、子育て真っただ

中の生活の中で、少し癒やされま

した。笑いは大切!!(ママ一年生) 

『本屋さんのダイアナ』 柚木麻子 B（913.6） 

「たとえ希望どおりに進めなくて

も、自分に与えられた環境の中で

精いっぱい努力すれば、道はお

のずから開かれてるものです。順

調なコースに載った人たちより、人

間としての厚みの幅も増すように

私は思えるのです。」 

『田部井淳子の 人生は８合目から

がおもしろい』（786.1）田部井淳子 

「人間悩みの渦中にいるときには

見えないことも間をおくことで本質

が見えてくる。」（T.T.） 

 

『ペコロスの母の贈り物』岡野雄一（916） 

ペコロスシリーズにほのぼのとした

ものを感じます。登場人物のかわ

いらしさを感じ、「いきとかんばぞ」

という言葉も、一番大事な言葉か

と思います。 

『わたしはマララ 教育のために立ち

上がり、タリバンに撃たれた少女』 マ
ララ・ユスフザイ クリスティーナ・ラム

（289.2） 

生きることの大切さ、学ぶことの大

切さ、世界を知っていくことの大切

さを学びました。 

『平気で他人を傷つける人』片田珠美（361.4） 

自分が母からモラハラを受けてい

たことが分かった。親から長年に

わたり、教育だ、しつけだ、あなた

のためだと言われると、悪いのは

自分だと思ってしまい、気づかな

いのだ。モラハラが横行する現代

なのですね。 

『レッツゴー・ばーさん！』平 安寿子（913.6） 

歳を重ねて分かる。やっぱり気

力･体力･財力の 3 点セット。み

んな「ピンコロ」を理想として人

生終りを迎えたいわけですね。

使わない機能は錆（さ）びるので

使いましょう。（T.T.） 

『その手をにぎりたい』柚木麻子（B913.6） 

タイトルを見てドッキリ!! 私も是非

握ってみたいと思いきや…。なん

とそれはお鮨(すし)です。描写がと

てもリアルです。きっとお鮨屋に行

きたくなるし、カウンター越しに手

の動きを見たくなります。興味

津々です。（K） 

『夜行観覧車』湊かなえ（913.6） 

彼女は劇薬だがと、湊かなえ作品を知人は勧

めてくれた。まさにその通り。「少女」「告白」…

次々と読みたくなった。中でもこの作品は一

気に読んだ。事件の解明もさることながら、人

物の性格、心理描写が巧み。そして結末の納

め方がいつものことながら見事。（MIDORI） 

『難民高校生 絶望社会を生き抜く

「私たち」のリアル』 仁藤 夢乃

（368.71） 

「環境のせいにしない強さ」

（A.N.） 

『この世界の片隅に（下）』こうの史代（726.1） 

「わたしの  

この世界で出会ったすべては 

わたしの笑うまなじりに  

涙する鼻の奥に 

寄せる眉間に 

振り仰ぐ頸に宿っている」 

（うみきりん） 
 

『夫に死んでほしい妻たち』小林美希（367.3） 

衝撃的タイトル。しかし夫たる私に

は子育て中に同様の「不義」の覚

えがあり、笑ってはいられない悪

寒に似た恐ろしさを感じました。今

できること（子育てを終えて）は、昔

の 「不義」の轍（てつ）を踏まない

こと。(uma９yuku) 

『最新科学でハッピー子育て』NHK出版/編

(599) 

オキシトシン（愛情ホルモン）が

プラスにもマイナスにも感情を

増幅すると知って驚いた。夫へ

のイライラや、うつうつとして

しまう時、自分がおかしいんじ

ゃないか？と思ってしまうけれ

ど、ホルモンの影響だと、客観的

に知ることができてよかった。 

『ほしいものはなんですか？』益田ミリ（726.1） 

主婦、結婚しないで仕事をしている女性、女

の子、それぞれの立場の人が何となく毎日抱

いている疑問やモヤモヤした感情、なかなか

言葉で表しにくい思いを、わかりやすい言葉

でしかも短いマンガで表現してくれているのが

いいのかな。男性が読んでも自分に置きかえ

て考えることがあるかも。身につまされることも

たくさんありました。（JJ） 

『親の家を片づける、整理する  

この一冊ですべてわかる!!』 

実家の片づけ研究会（597.5） 

とても参考になりました。すぐに実

行に移したいと思いました。片づけ

は生きているうちにしっかりやりまし

ょう。 

『キャスターという仕事』国谷裕子（699.3） 

「クローズアップ現代」を 23 年こなしたキャスタ

ー、国谷裕子さんは私の尊敬する女性の一

人。本を読んでまさにその通りでした。 

赤松良子さんは『日本の女性で

5 本の指にあげたい人』と、かつ

て「あざれあ」の講演会でほめて

いました。アイセルにみえるのを

楽しみにしています。（杉山佳代

子） 
※2017 年 10 月 21 日に当館で国谷

裕子さんの講演会を開催しました。 

 

 

『セルフ・アサーション・トレーニング

はじめの一歩』菅沼憲治（146.8） 

何かにつけ自信のない私。原因

は自分にあった。「最悪」のことな

んてめったにない。他人の評価を

気にしない。自分を変えられるの

は自分だけと思えば、いつも平静

でいられそう。（もっちゃん） 

『裸足で逃げる 沖縄の夜の街の少女たち』上間陽子

（367.68） 

沖縄の裏社会。娘を持つ親としては苦しい

内容でした。「海きれいだね～行きたいね

～」なんてきれいな言葉で言ってはならな

い、政治の問題ではないでしょうか。（Y.I.） 

 

『笹の舟で海をわたる』角田光代（913.6） 

昭和 6 年に生まれた私には戦争

の思い出もあり、何か主人公 2 人

の生き方に感ずるものがありまし

た。 題名通りの結末には、深くじ

んときました。 

 

『女たちの避難所』垣谷美雨（B913.6） 

ぜひ女性たちに読んでもらいた

い。現実の大変さ、その中に置か

れないと分からないこと。これから

来る災害に向け、もっと考えておく

ことが大切と実感します。 

 

『アウシュヴィッツの図書係』アントニオ Ｇ．イト

ゥルベ(963) 

秘密の学校、秘密の図書館、8 冊

だけの図書館。先生が授業で使う

ための本を運ぶディタ。80歳になっ

ても活動的に生きている。本の力は

すごい。生きる力になっている。 

『あなたの人生、片づけます』 

垣谷美雨（913.6） 

「優しいことを言ってくれる人が本

当にあなたを想ってくれていると思

ったら大間違いですよ。」（Y.I.） 

『介護施設で死ぬということ 生活

支援の場のターミナルケア』高口光

子（369.263） 

将来のために読んでみたが、参考

になった。誰もが通過する道。でも

もう少し先に考えたい…。 

『発達障がいと子育てを考える本２ はじめてみよ

うことばの療育』 佐竹恒夫/監修（378） 

「具体的にシンプルに教える」「成

功体験をもてるようにする」など、発

達障がいの子どもへの接し方や育

て方が分かりやすく書いてあり、大

変参考になりました。（のぞみ） 

「この本いいね！」とは 

図書コーナーでは貸出時にお渡しする「返却

期限票」の裏に、感想を書いていただくスペー

スを設けています。ここに寄せられた皆さんの

感想や、本の中の言葉から、このページは構

成されています。 

本の中のコトバ 

『ざぼんじいさんのかきのき』 
すとうあさえ/文 織茂恭子/絵(E) 

ざぼんじいさんがかきをかくしたと

ころがおもしろかった。（しまうま） 

『産まなくても、産めなくても』甘糟りり子（913.6） 

第 7 話「マタニティコントロール」が SF っぽく

て良かったです。AIや機械による管理は楽で

便利で安心ですが、ちょっとしたこと(たとえ

ば、出産日が遅れる)があると途端に人を不

安定にさせてしまうのだなと思いました。妊娠

出産のみならず人がどのように機械と関わっ

ていくのか今後が気になります。（うみきりん） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料名 著者名 資料名 著者名
請求記号 請求記号

《哲学》

LIFE　SHIFT リンダ・グラットン 599.04

　100年時代の人生戦略 159 《文学》

《歴史・伝記》

ふぇみん聞き書き集 ふぇみん聞き書き 904

  めげない女たちの物語 プロジェクト 正義のセ　4 阿川　佐和子

　戦後７０年、歩み続けて 281.04 　負けっぱなしで終わるもんか！ B913.6

《法律・経済・社会》 スケープゴート 幸田　真音

サフラジェット 中村　久司 　金融担当大臣・三崎皓子 B913.6

おめでたい女 鈴木　マキコ 913.6

314.893 花になるらん 玉岡　かおる

日本の無戸籍者 井戸　まさえ 324.87 　明治おんな繁盛記 913.6

山元　浩二 あいまい生活 深沢　潮 913.6

336.4 満天のゴール 藤岡　陽子 913.6

地方に生きる若者たち 石井　まこと 忘れる女、忘れられる女 酒井　順子 914.6

ブラックボックス 伊藤　詩織 916

361.7 中国が愛を知ったころ 張　愛玲

転げ落ちない社会 宮本　太郎 　張愛玲短篇選 923.7

　困窮と孤立をふせぐ制度戦略 364.04 《子どもの本・絵本》

ワーク・シフト リンダ・グラットン パンツ・プロジェクト キャット・クラーク 933

366 933

キャリア・マネジメントの未来図 二神　枝保

933

366.29

《女性・男性問題》 E

ベル・フックスの「フェミニズム理論」 ベル　フックス

　周辺から中心へ 367.1

母親に、死んで欲しい

　介護殺人・当事者たちの告白 367.3

「逃げ恥」にみる結婚の経済学 白河　桃子 367.4 《法律・経済・社会》

サイレントマザー 石川　瞭子

　貧困のなかで沈黙する母親と子ども虐待 367.6 キャリア研究所 304

《福祉・教育》 《女性・男性問題》

子どもたちの階級闘争 ブレイディみかこ よりよく生き延びる

　ブロークン・ブリテンの無料託児所から 369.42 　3・11と男女共同参画センター 367.2123

料理は女の義務ですか 阿古　真理 383.8 《福祉・教育》

《科学・医学》 西山  千恵子

認知症とともに生きる私 柘植  あづみ 375.494

　「絶望」を「希望」に変えた20年 493.758 《科学・医学》

《生活・育児》 いのちのイメージトレーニング 田中  美津 B498.39

感情的にならない子育て 高祖　常子 《文学》

　イラストでよくわかる 599 家康の母お大 植松  三十里 B913.6

さよなら、スパイダーマン

早稲田文学増刊女性号
川上　未映子 責任編集

アナベル・ピッチャー

とてもとてもサーカスなフロラ
ジャック・センダック

現代女性とキャリア　第９号
日本女子大学現代女性

せんだい男女共同参画財団

文科省/高校「妊活」教材の嘘
クリスティーン・ブライデン

西原理恵子＋卒母ーズ
卒母のススメ

… 寄贈図書 …

パトリシア・ライリー・ギフ
ジュビリー

　英国女性参政権運動の肖像と
　シルビア・パンクハースト

なぜか女性が辞めない
小さな会社の人事評価の仕組み

　インタビューからみえてくる
　仕事・結婚・暮らしの未来

　孤独と貧困から自由になる
　働き方の未来図〈2025〉

　ダイバーシティとインクルージョン
　の視点からの展望

NHKスペシャル取材班

新着図書リスト 
１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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発行日：2018 年 １月 1 日   

編集・発行：静岡市女性会館指定管理者 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（代表） 

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） 
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