
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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☆ 

子どもの本 

4 月 23 日は子ども読書の日 

◆◆◆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◆◆◆ 

 

今年度もよろしくお願いします 
 

静岡市女性会館図書コーナーの運営は、「NPO 法人男女共同参画フォーラムしずおか」

が担っています。今年度も女性問題の専門図書館として、みなさまのお役に立てるよう、本

や資料の紹介、情報提供に努めてまいります。どうぞよろしくお願いします。 

 

図書コーナーのことは私たちにおまかせください！ 

図書コーナースタッフの紹介 

突然、花粉症の症状が出て病院に行き 

ました。薬をいただき 3日もすると、起き 

上がるのもつらかった症状が無くなって 

ひと安心。「花粉症の薬って効くのね～」と感心し

たのですが、再診に行くと、「検査の結果、花粉症

の反応は出ませんでした」とのこと。「え？風邪だっ

たの？」とキョトンとする私。こんなこともあるんです

ね。今回のことで花粉症の知識を得たり、初めての

路線のバスを使って発見があったりと、良いことも

ありました。積極的に動くことで、今年度も発見や

出会いを得たいと思っています。（田嶋三恵） 

 

4月 23日は「サン・ジョルディの日」 

といって、スペインのカタルーニャ 

地方の祝日で、親しい人に本を贈 

る習慣があるそうです。日本では「子ども読書の

日」に定められて、5 月 12 日までは「こどもの読書

週間」です。今年の標語は「はじまるよ！ 本のカ

ーニバル」。ということで、毎年 4 月号の特集は「子

どもの本」です。図書コーナーには、赤ちゃんから

中高生向けの絵本や児童書がたくさんあります。も

ちろんかつて子どもだった方が読んでも面白いと

思いますので、ぜひご利用ください。（石割友子） 

 

自分の読書量が減ってきたと感じられるこの頃。読

書する暇がないこと、細かい字が読みづらく読む速

度が遅くなったことが原因です。お客様からも同様

の声が聞かれます。そんな時は、児童書を読んで

みるのはいかがでしょうか。字が大きく、速く読むこと

ができますが、大人の本に負けないしっかりした内

容の本ばかりです。将来ある子どもたちのために、

作家や編集者は責任を持って心を込めて作ってい

るからかもしれません。ためになる情報も 

得られ読後感のよい子どもの本、ぜひ、 

読んでみてください。（狩野直子） 

 

昨年から乳児のお母さん向けの絵本講座を担当し

ています。かつては絵本の世界に夢中の私でした

が、今は孫に絵本を贈ったりはしているものの、大

人の本にどっぷりの生活。息子たちに読み聞かせ

をしていた頃を思い出し、勉強し直し臨みました。

働くお母さんたちは効率を優先しがちな大人の世

界と、無邪気な子どもと触れ合う世界を毎日行き来

しているのだなあと感慨を覚えます。 

今年も 4月と 6月に「お悩み解決！ 

赤ちゃんと絵本を楽しもう」を開催 

します。奮ってご参加を。（遠藤純子） 

 

マリンパル（FM 清水）毎月最終水曜日午後 1 時 30 分からの「本だより」というコーナーに図書

コーナースタッフが出演し、おすすめの本を紹介しています。4 月は 25 日(水)に放送します。 

視聴はインターネ

ットラジオからも！ 



図書館につづく道  
草谷桂子（K913） 

子どもの未来社 2017年 

 

 

 

深山図書館は静岡県のどこかを思わせる、お茶畑

の広がる山間の駅前にあります。エントランスに観

光案内やお茶のサービスのある、地域に開かれた

図書館です。カナダからきたメエさんと美月さん夫

妻、本好きの少女みのり、福島からひとり祖母宅に 

避難しているげん、本を借りて甘いトマトの栽培に

役立てた章夫さん、図書館の前で手作り品を売る

ハルさん…。読書に、調べ物に、居場所に、皆

様々に図書館を利用しています。図書館で本と人

がつながるだけでなく、人と人がつながっていく物

語。静岡市内でトモエ文庫を主宰する著者の、図

書館に対する思いが詰まった 1冊です。(遠藤) 

 

 

駅伝ガールズ  
菅聖子/作 榎のと/絵 

（K782）角川つばさ文庫 

 2017年 
株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ  

アスキー・メディアワークス/発行 

 

広島県立世羅高校は、男子陸上部は全国高校駅

伝大会で最多優勝回数を誇る強豪校。けれど女

子は、県内では強くても全国大会では良い時で

10 位でした。2015 年、彼女たちは、キャプテンの

「ウチらも、優勝をめざそうや！」という言葉で全国

優勝に向けてひとつにまとまり、それぞれのつら

さ、ライバル同士の競争を乗り越えて、懸命に走り

ます。これまで一度も入賞経験がない高校女子陸

上部が、全国駅伝で男女同時優勝を果たすまで

の実話が、いきいきとした青春物語として描かれ

ています。（田嶋） 

 

 

木の中の魚  
リンダ・マラリー・ハント 作  

中井はるの 訳（K933） 

講談社 2017年 
 

 

読み書きができず、先生や同級生から劣等生とみ

られ孤立していたアリー。新任の先生から自分が

難読症（ディスレクシア）だと教えられ、専門の教

育を受け始め少しずつ自信を取り戻していきま

す。アリーの言動から、難読症の子の文字や文章

への感覚、いじめなど周りの無理解の実態がよく

分かります。一緒にいじめに立ち向かうマイノリテ

ィの仲間との友情や、アリーの才能をいち早く発

見し、クラスの生徒に難読症を理解させる先生の

授業風景がさわやかに描かれています。（狩野） 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

奮闘するたすく 
まはら三桃（K913） 

講談社 2017年 
 

 

 
 

小学 5 年生の佑（たすく）のおじいちゃんの様子が

最近ちょっとおかしい。デイサービスを利用するこ

とになり、夏休みの宿題で施設の様子をレポート

するために佑も同行します。行くのをいやがる頑固

なおじいちゃん、看取りの部屋のおばあさん、イン

ドネシアからの研修生ら、佑と友人の一平はお年

寄りと彼らを支える人たちと接し、初めての体験に

驚いたり、とまどったり、楽しくなったりします。「人

間、ぜってー、死ぬんだよな」「でもそれまでは、生

きてるし」。当たり前のことに気付く 2人の会話が印

象に残りました。（石割） 

 

 

 

『はじまりは図書館から 絵本は語る』 

草谷桂子（019.53）子どもの未来社 2013年  

 

『ジェンダー・フリーってなあに？』①②③  

草谷桂子/文 鈴木まもる/絵 （E） 大月書店 2003年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

『なでしこジャパン つないだ絆』 

本郷陽二/編 （K783） 汐文社 2016年   

 

『夢は牛のお医者さん』 

赤羽じゅんこ （K649） 小学館ジュニア文庫 2016年 

 

 

 

 

『坂の上の図書館』  

池田ゆみる （K913） さ・え・ら書房 2016年 

 

『カエルの歌姫』  

如月かずさ （K913） 講談社 2011年 

 

 

『鷹のように帆をあげて』 

まはら三桃 （K913） 講談社 2012年 
 

『おばあちゃん、おじいちゃんを知る本④ 
おとしよりをささえる 施設と制度』 

矢部広明/監修 （K367） 大月書店 2016年 

 

☆もっと読みたくなったら☆ 

今 月 の 特 集 

☆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☆ 

子どもの本 



今もやっぱり
本が好きなのね～
ここで会えるなんて
うれしいわ。

⑥

実は

今日が初めて

なんだケド。

つづくこれまでのお話は、 静岡市女性会館HPでお読みいただけます。 （http://aicel21.jp）

第 63 話
高校生のみずほさんは

図書コーナーで

小学校の時にお世話になった

学校図書館司書、井川先生に

偶然出会いました。

みずほちゃん ?!

①

籠上みずほ
です！

そう！
そうです。

②

わあ―――
こんなに
お姉さんになっちゃって！

やっぱり !!

③

覚えていて
くれたんですか？ よく図書室に来ては

うれしそうにお話を聴いてくれたり、
本を読んだりしていたものね。

それはもちろん。

⑤

いえいえ、
こちらこそ
井川先生には
いろいろと教わって
いますよ。

女の子にも男の子にも
知っておいてほしいことが
たくさん書いてあるから、
時々ここへ教えてもらいに
来ているのよ。

大切なこと…？

⑧

「愛されている証拠」 と思っていた言葉が
本当はそうじゃないのかもってこととか

自分と同じように家に居場所がなくて
街をさまよう女の子がいるってこととか…

あ…
そういえば…

急に激しく怒り出す
お父さんのいる家で
ふるえている子どもの
気持ちとか

パパと怒り鬼

ー話してごらん、だれかにー

⑨

少しの間に
いくつも
気が付いてた。

⑩

④

先生もよく
この図書コーナーに？

ええ。
この図書コーナーに
集められている本にはね、
誰もが生きやすい社会を
つくるために
大切なことが書かれているの。

⑦



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料名 著者名 資料名 著者名

請求記号 請求記号

《哲学》 ふたりは同時に親になる 狩野　さやか

おひとりさまvs．ひとりの哲学 山折　哲雄 114.2 　産後の「ずれ」の処方箋 599

「女子の人間関係」から身を守る本 石原　加受子 B143.5 《芸術》

50オトコはなぜ劣化したのか 香山　リカ 143.7

その不安、ニセモノではありませんか？ 水島　広子 780

《子どもの本・絵本》

146.8 空はいまぼくらふたりを中心に 村上　しいこ 913.6

薄井　シンシア

159.4 933

《法律・経済・社会》 よるくま　2版　22刷 酒井　駒子 E

親権と子ども 榊原　富士子 324.64 《行政資料》

野原　蓉子

多文化共生課 1-A

　こじらせない！職場ハラスメントの対処法 366.3

《女性・男性問題》 1-E

妻と夫の定年塾　6 西田　小夜子 367.3

男性という孤独な存在 橘木　俊詔 29-A

　なぜ独身が増加し、父親は無力化したのか 367.5

孤独とセックス 坂爪　真吾 367.9

《福祉・教育》

母子世帯の居住貧困 葛西　リサ 369.41

子どもにやさしい学童保育 糸山　智栄

　学童保育の施設を考える 369.42 《法律・経済・社会》

《生活・育児》 ＮＷＥＣ実践研究　第8号 国立女性教育会館

老前破産 荻原　博子 　女性活躍と地方創生 304

　年金支給70歳時代のお金サバイバル 591 《文学》

週末妊活のすすめ 北村　健 哀しい予感 吉本  ばなな B913.6

　ムリなく授かる50のヒント 598.2 つめたいよるに 江国  香織 B913.6

パワハラ・セクハラ・マタハラ相談は
こうして話を聴く

ジャクリーン・ウィルソン

… 寄贈図書 …

しずおか版　おとう飯レシピ集
静岡市市民局男女参画

孫育てガイドブック
ＮＰＯ法人 孫育て・ニッポン

平成28年度  事業報告
岸和田市立女性センター

バイバイわたしのおうち

データでみるスポーツとジェンダー
日本スポーツとジェンダー学会

　「決められない」「自信がない」
　「人間関係がしんどい」あなたに

専業主婦が就職するまでに
やっておくべき8つのこと

新着図書リスト 
4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 4 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） 

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 

静岡市女性会館の HP(ホームページ)から図書の検索や予約ができます。 

新着図書や図書コーナーだよりに掲載したおすすめの本も紹介しています。 
静岡市女性会館ホームページ 

図書検索画面 QR コード 
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