
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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☆ 

貸出ランキング 

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◆◆◆ 

◆  

3 月 8 日は 

国際女性デー 

毎年 3月 8日は、女性の権利と

世界平和をめざす「国際女性デ

ー」として、世界各国で記念行事

や催しが開催されています。 

「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。今年のテーマは、「今こそ

行動を：女性の生活を向上させる

ために農山漁村及び都市部で活

躍する活動家たち」です。 

 

図書コーナーでは、「国際女性

デー」のコーナーを特設し、今年

のテーマに沿った本を中心に、女

性の問題を取上げた本、世界で活

躍する女性を描いた本などを紹介

します。また、カウンター横の掲示

板では、「活躍する静岡女性」を掲

示してあります。併せてご覧くださ

い。 

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。 
 

『「家事のしすぎ」が日本を滅ぼす』 
を読んで心に残った言葉 

「家事のしすぎ」が日本を滅ぼす 

佐光紀子 著 光文社新書 (367.21) 2017 年 

 
女性の社会進出を阻む要因の一つに「家事のしすぎ」があるのではな

いか、既婚女性の半数以上が働く現代に、きちんと片づいた家を維持

し、毎食違う献立を用意する「主婦の鑑」像に振り回される必要はあるの

かと著者は問う。 
日本の家事が多い理由はいろいろある。「早寝早起き朝ごはん」の掛

け声で栄養バランスのとれた温かい手作りの朝ごはんが奨励される日本

に対し、東南アジアでは朝食は屋台で済ませることも多く、フランスでは

カフェオレとクロワッサンといった簡素なものだという。アメリカで持参する

ランチはパンにピーナッツバターとジャムを塗る程度、片や日本ではキャ

ラ弁がブームだ。和洋中なんでも作るので、狭いキッチンに食器、調理

器具、調味料の種類も多く、管理も大変になる。 
食事に限らず、狭い家にベッドやソファなど欧米の生活様式や、雛祭

りや七五三の他にクリスマスやハロウィンなどの行事と、やたらと海外の文

化を取り入れることが、家事を増やしているというくだりには、はっとさせら

れた。 
また、子どもの宿題も忘れ物も本人の責任であるはずだが、母親に連

絡があり、先生の教室運営をサポートする「良い母」であるよう仕向けら

れる。「断捨離」や「ミニマリスト」が提唱される一方で「手をかけた丁寧な

暮らし」や「もったいない」も推奨されるが、これを両立させるのは不可能

に近いと思う。 
このように女性に期待される「家事」は無限だ。本著を 

きっかけに、必要な家事を見直してみてほしい。そして

女性自身が「家事は女性が」「育児は母親中心で」という

価値観から解放され、家事育児の CEO 体制を再編、夫

と共同経営責任者になってはどうだろうか。 （遠藤純子） 
 

いざとなれば、一人でできるが、二人いるから、お互いで分担してやる。やり方

はそれぞれでいい。妻も家事の管理職から降りて、夫のやり方で家事が進んでい

くことに慣れる必要がある。スタートは早い方がランディングはスムーズだ。 

 

 

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 

 



2017.01.01～2018.02.05
順位

貸出
回数 著　者 出　版　社 分　類 出版年 コ　メ　ン　ト

1 51 九十歳。何がめでたい 佐藤　愛子 小学館 914.6 2016.8
人間は｢のんびりしよう｣なんて考えてはダメ！　九十歳を過ぎた著者の歯に衣着
せぬ語り口が爽快。活字も大きく読みやすい1冊。

2 30 コンビニ人間 村田　沙耶香 文芸春秋 913.6 2016.7
36歳未婚女性､古倉恵子｡大学卒業後も就職せず､コンビニのバイトは18年目｡
第155回芥川賞受賞作。

3 28 この世界の片隅に（上・中・下） こうの　史代 双葉社 726.1 2008.2
戦中、広島市から呉に嫁いだ18歳のすず。新しい街で新しい家族とともに懸命
に生きていく。そして、昭和20年の夏…。映画も大ヒット。

6 27 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、美術団体にも属さず、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。

7 24 みかづき 森　絵都 集英社 913.6 2016.9 昭和から平成にかけて、学習塾を経営する一家の波乱万丈の物語。

8 23 コーヒーが冷めないうちに 川口  俊和 サンマーク出版 913.6 2015.12
淹（い）れたてのコーヒーが冷めるまでのほんの短い時間、過去や未来に行ける
喫茶店「フニクリフニクラ」を訪れた4人の女性たちが紡ぐ物語。

9 キャスターという仕事 国谷  裕子 岩波書店 699.39 2017.1
クローズアップ現代のキャスターを23年務めた著者が、真摯（しんし）に、そして果
敢に、自分の言葉で世に問いかけ続けてきた日々を語る。

9 老乱 久坂部　羊 朝日新聞出版 913.6 2016.11
認知症が進行していく本人と家族の葛藤を描いた小説。著者は高齢者の在宅
訪問診療の経験のある医師。

9 わたしの容れもの 角田　光代 幻冬舎 914.6 2016.5
加齢による微妙な体や心の変化を興味深くとらえ、著者ならではのわくわくした
気持ちで綴る共感必至のエッセイ集。

12 21 正義のセ（1） 阿川　佐和子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 913.6 2016.8
子供の頃から正義感が強かった凛々子は､念願の検事に。下町育ちの女検事
の成長物語。吉高由里子主演でテレビドラマ化、4月より放映予定。

13 バラカ 桐野　夏生 集英社 913.6 2016.2
震災のため原発が爆発!  その警戒区域で発見された一人の少女｢バラカ｣｡周り
の大人に翻弄されながらも、たくましく生きる少女を描く。

13 クローバーナイト 辻村　深月 光文社 913.6 2016.11
都会で共働き、保育園児を子育て中の鶴峯家と、その周辺の家族の、子育てを
巡る悩みやトラブルを描く。

15 「自分の居場所がない」と感じたときに読む本 水島　広子 かんき出版 146.8 2016.7
周りとなじめない、疎外されている、自分だけ浮いている。そんな「居場所のな
さ」の原因を明らかにして、平穏に暮らしていけるヒントの数々。

15 眩（くらら） 朝井　まかて 新潮社 913.6 2016.3
偉大な父親を陰で支えつつ、日々の生活に葛藤しながら自らも新しい画風を確
立した葛飾北斎の娘お栄、葛飾応為の生涯を描く。

15 夫婦・家族で考える老後の住まいとお金 文芸春秋 367.7 2016.10
老後を生活パターン別にシュミレーション｡｢高齢者住宅｣｢年金｣｢家計｣｢医療･介
護｣などの分野別に､老後の住まいとお金について考える。

15 橋を渡る 吉田　修一 文芸春秋 913.6 2016.3
明良・篤子・謙一郎という3人の男女の群像ドラマ。著者には珍しく、最終章では
70年後の近未来を描いたSFタッチの展開が。

15 性と国家
北原　みのり
佐藤　優 河出書房新社 367.9 2016.11

日本の性にまつわる問題から、普遍的ジェンダー論までを論じ合う、知的対談。
性の視点で語る国家論。

15 明日の食卓 椰月　美智子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 913.6 2016.8
同じ「石橋ユウ」という名前の男の子を育てる3人の女たち。育児の悩み、夫の無
関心…　愛するわが子に手を上げたのは誰？

15 姉・米原万里 井上　ユリ 文芸春秋 910.268 2016.5
没後12年になるロシア語通訳・エッセイストの姉、米原万里の食をめぐる著作を
振り返り、家族の思い出や新たなエピソードを紹介するユニークな回想録。

15 騎士団長殺し（第1部） 村上  春樹 新潮社 913.6 2017.2
妻と別れ友人の父親である日本画家のアトリエで暮らす肖像画家の「私」は、屋
根裏で『騎士団長殺し』というタイトルの日本画を発見する。

15 妻が抱える「夫ストレス」 石原　加受子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 367.3 2015.11
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。

15 夜の谷を行く 桐野  夏生 文芸春秋 913.6 2017.3
連合赤軍の「あさま山荘」事件から40年余。脱走した西田啓子は、服役を経て静
かに暮らしていたが…。女たちの連合赤軍の真実とは。

25 ゆけ、おりょう 門井　慶喜 文芸春秋 913.6 2016.8 坂本龍馬の妻おりょうをの生涯を爽快に描く。龍馬亡きあとの生き方にも注目。

25 隠れ貧困に陥らない！「女の年金」と貯蓄術 中央公論新社 591 2016.10
ちょっとした出費やアクシデントで困窮してしまう｢隠れ貧困｣に陥らないよう､マイ
ナス家計再生のテクニックや､貯蓄法､年金対策などを紹介する。

25 おばちゃんたちのいるところ 松田　青子 中央公論新社 913.6 2016.12
悩む現代女性の元に「励ますために」現れる、「八百屋お七」や「皿屋敷のお菊」
などのおばけたち。元気の出る連作短編集。

25 昭和の親が教えてくれたこと 森  まゆみ 大和書房 914.6 2016.7
「もったいない」「おたがいさま」「親しき仲にも礼儀あり」…。　人生の先輩たちか
ら聞いたささやかな庶民の哲学、大切な知恵の数々。

25 すみなれたからだで 窪　美澄 河出書房新社 913.6 2016.10
焼夷弾が降る戦時下、喧噪にのまれる80年代、そして黄昏ゆく今。手探りで生き
る人々の「生」に寄り添う八つの物語。

25 女の子が生きていくときに、覚えていてほしいこと 西原　理恵子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 914.6 2017.6
「お寿司も指輪も自分で買おう｡本当に覚えておかなきゃいけないのは、たぶ
ん、転んだ時の立ち上がり方…」。母から娘への西原流生き方指南｡

25 老い方上手 上野　千鶴子 ほか ＷＡＶＥ出版 367.7 2014.12
介護､終末期医療､在宅ひとり死…｡老いや死に､当事者の立場に立って取り組
んできた著者陣が､｢これから｣を自分で決めるための知恵を伝授する｡

25 オンナひとりでもどうにか生きていけるっぽい！ 東　園子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 367.7 2016.12
おひとりさま女性が安心して暮らせる知識が満載。老後のお金、介護、健康…。
マンガとデータで分かりやすく解説。

25 死後離婚 吉川　美津子 洋泉社 324.61 2017.2
配偶者の死後、義父母や義兄弟など姻族との縁を絶つ死後離婚。その手続き
や体験者の声、起こりうるトラブル等を解説する。

25 ヨチヨチ父 ヨシタケ　シンスケ
赤ちゃんとママ
社 599.04 2017.5

ママっていつもイライラしてるよね?  パパって何か蚊帳の外だよね? 人気 絵本作
家が､父になって分かったトホホな真実を描くイラストエッセイ。

35 女子の生き様は顔に出る 河崎　環 プレジデント社 367.21 2016.12
「アラフォーの私たちは吉田羊の夢を見るか？」「一億総活躍が各論賛成、総論
『気持ち悪い』のはなぜか」…。女性として生きる悲哀を軽妙に綴ったエッセイ。

35 狂うひと 梯　久美子 新潮社 910.268 2016.10
島尾敏雄の『死の棘』に描かれた、夫の浮気から正気を失った妻・島尾ミホ。本
書は彼女の評伝。講談社ノンフィクション賞受賞作。

35 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た昇平が認知症に。共に暮らす妻、離れて暮らす娘た
ちが、事情を抱えながら昇平に向き合う、家族の10年を描く連作短編集。

35 Ｎ女の研究 中村  安希
フィルムアート
社 335.89 2016.11

N女とは、NPO（民間非営利組織）で働く女性。優良企業に入れる実力を持ちな
がら、雇用条件が厳しいNPOで働く女性の姿から、見えてきたものは…？

35 正義のセ（2） 阿川　佐和子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 913.6 2017.1
検事5年目に突入した凛々子は連続強姦事件を担当｡現在4巻まで所蔵。吉高
由里子主演でテレビドラマ化、4月より放映予定。

35 本屋さんのダイアナ 柚木　麻子 新潮社 913.6 2016.7
「大穴（ダイアナ）」という名の孤独な少女。“腹心の友”となった彩子と本だけが
自分をわかってくれる。現代の『赤毛のアン』。

35 我らがパラダイス 林　真理子 毎日新聞出版 913.6 2017.3
高級介護付きマンションで働く中年女性3人は、家庭でも深刻な介護問題を抱
える。裕福な入居者達との格差を前に､3人は…。

35 「ひとり力」を鍛える暮らし方 清水　信子 講談社 590.4 2015.1
ひとり暮らしは､｢自分を楽しむ｣ように暮らすのがいちばん.。現役の料理研究家
が､食べることから防犯のコツまで､シニア世代の暮らし方を紹介。

35 「親と実家」を考える本 2017年版 ｓｕｕｍｏ/編
リクルートホール
ディングス 365.3 2016

親の老後の生活や実家の､建て替え･リフォーム､相続についてなど、実際に親
や実家の問題に直面した210人の解決策等を収録。

35 執着　生きづらさの正体 香山　リカ
集英社クリエイ
ティブ 146.8 2015.9

恋人に､娘に､モノに､若さに､SNSに､女らしさに､男らしさに…なぜ執着してしまう
のか!?  生きづらさにつながる｢執着｣について考える｡

35 出会いなおし 森　絵都 文芸春秋 913.6 2017.3
さまざまな形の人との出会い､別れ､再会。人生の大切な場面を描いた六つの物
語。

35 猫と漱石と悪妻 植松　三十里 中央公論新社 913.6 2016.8
「悪妻」と言われた、夏目漱石の妻・鏡子。実際の夫婦の姿はどんなものだった
のか？ 鏡子から見た漱石の姿、夫婦のありようが心に残る小説。

35 あのこは貴族 山内　マリコ 集英社 913.6 2016.11
東京生まれのお嬢様と､地方生まれのOL｡生まれ育ちが真逆の二人は､ある男を
きっかけに出会う。恋敵のような立場の二人だったが…。

35 曲がり木たち 小手鞠　るい 原書房 913.6 2016.9
見えない､歩けない､居場所がない､コミュニケーションができない｡心の傷や生き
づらさを抱えながら､健気にしなやかに生きる人々の日常を描く。

35 裸足で逃げる 上間　陽子 太田出版 367.68 2017.2
沖縄の風俗業界の女性たち｡家族や恋人や知らない男たちから暴力を受けて
育った少女たちが､そこから逃げ､自分の居場所をつくりあげる。

35 東海女子の山歩き 山女子編集部 メイツ出版 291.5 2016.4
沼津アルプスから茶臼山､御在所岳､笠ｹ岳､富士山まで! 東海エリアの初級･中
級向登山ルート､絶景ポイント、見所､立ち寄りスポットなどを紹介。

貸 出 ラ ン キ ン グ
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2017年度　静岡市女性会館図書コーナー
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資料名 著者名 資料名 著者名
請求記号 請求記号

《総記》 《文学》

兵士のアイドル 押田　信子 そのバケツでは水がくめない 飛鳥井　千砂 913.6

　幻の慰問雑誌に見るもうひとつの戦争 051.6 しあわせの黄色いバス あべ　美佳

《哲学》 　東京バスガール物語 B913.6

女に生まれてよかった。と心から思える本 水島　広子 143.5 うたうとは小さないのちひろいあげ 村上　しいこ 913.6

わたしを生きる知恵 河野　貴代美 おらおらでひとりいぐも 若竹　千佐子 913.6

　80歳のフェミニストカウンセラーからあなたへ 146.8 わが妹、ヴァージニア

漆　紫穂子 　芸術に生きた姉妹 933.7

159.4 《子どもの本・絵本》

《法律・経済・社会》 駅伝ガールズ 菅　聖子 782

森元　みのり レモンの図書室 ジョー・コットリル 933

すずちゃんののうみそ

　気持ちがラクになる4つの準備 324.62

《女性・男性問題》 E

日本のフェミニズム

　性の戦い編　since1886 367.21

男の孤独死 長尾　和宏 367.75

ゲイカップルのワークライフバランス 神谷　悠介 《言語》

　男性同性愛者のパートナー関係・親密性・生活 367.97 懐かしい日本の言葉ミニ辞典 藤岡  和賀夫 814.4

《福祉・教育》 《文学》

貧困の戦後史 岩田　正美 静岡市民文芸　第12号 静岡市文化振興財団

　貧困の「かたち」はどう変わったのか 368.2 　平成28年度 905

保育園は誰のもの 普光院　亜紀 千年樹 荻原  浩 B913.6

　子どもの権利から考える 369.42 四度目の氷河期 荻原  浩 B913.6

《科学・医学》 リトル・バイ・リトル 島本  理生 B913.6

出生前診断、受けますか？ 《子どもの本・絵本》

　納得のいく「決断」のためにできること 495.6 鬼の橋 伊藤  遊 913

《生活・育児》 空飛ぶのらネコ探検隊 4 大原  興三郎

ビオシティ　Ｎｏ．６７（２０１６） 糸長　浩司 　ピラミッドのキツネと神のネコ 913

　環境から地域創造を考える総合雑誌 519.05 13歳の黙示録 宗田  理 913

教育費＆子育て費 前野　彩 なぞなぞのすきな女の子 松岡　享子 913

　賢い家族のお金の新ルール 591 宇宙のみなしご 森  絵都 913

パパ入門ガイド みてるよみてる マンロー　リーフ 933

　家族を笑顔にする 599 そらとぶアヒル 内田  麟太郎 E

スーザン・セラーズ

竹山　美奈子

　自閉症スペクトラム（ASD）の
　すずちゃんの、ママからのおてがみ

働き女子が輝くために
28歳までに身につけたいこと

イラストと図解でよくわかる！
前向き離婚の教科書

… 寄贈図書 …

北原　みのり責任編集

NHKスペシャル取材班

ファザーリング・ジャパン

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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