
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ふたりは同時に親になる 産後の「ずれ」の処方箋   
狩野さやか 著  猿江商会（599） 2017年 

 

子どもを授かった夫婦が産前に描く子育てイメージがほぼ一緒なのに対

し、産後直面するシーンの捉え方にはギャップがあると著書は指摘します。

授乳や睡眠不足などの身体の予想外のダメージ、無収入の不安や立場の低

下など社会からの孤立感、命を預かる重い責任など、産後の女性が放り込

まれる「劇的な環境変化」が新米ママを苦しめます。一方、新米パパも、

昨今はイクメンが注目されてはいるものの、データからは育児・家事に積

極的に関われない現実が見えてきます。育児休業取得を「イベント的な休

暇」で終了し本来の「子育て戦力としての育休」からは程遠いケースも多

く、「仕事で結果を残すことが最大の責任」として、育児や家事への優先順

位を下げ、「育児や家事はやっぱり女性の仕事」という根強い感覚もあるよ

うです。 

環境の大激変にさらされているママと、それに気づけず、自身の変化も

少ないパパの立場が「ずれ」を生む。そんな事情が、夫婦間の愛情が著し

く冷めてしまう「産後クライシス」状態を引き起こすことに。この「ずれ」

を最小限にするための方法が分かりやすく紹介されています。随所に夫婦

の心情を示すイラストが挟まれ、理解を促します。 

「大変そうだから手伝う」というスタンスを取るパパがいます。でも、

ママが欲しいのは応援ではなく、お互いに初心者として育児・家事ともに

立ち向かう「仲間」であり、一緒に考え悩む「チームメイト」です。この

子育てチームには家庭の状況への理解と共感が不可欠だと説いています。

夫婦がチームで育児・家事を協業して自分たちなりのスタイルをつくって

いくための秘訣もふんだんに示されています。パパの「ワンオペ育児・家

事体験」で共感力をアップさせる、などが一例です。 

また、お互いが歩み寄るため「ふたりの親イメージ」 

に関わる固定的性別役割分担意識を確認し合い、お互 

いの痛みを知ることが大切だそうです。 

本著は「子どもを授かり、ふたり同時に親になる」 

という当たり前の現実を、もう一度考え直すきっか 

けとなる本です。（狩野直子） 
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「育休復帰ハンドブック」 

ができました！ 

 

 

「知っていますか？ 
   しぞ～か LGBT 展」 

 

図書コーナーカウンター横の掲示

板では、4 月 28 日（土）から 5 月

19 日（土）まで、「LGBT しずおか

研究会」による LGBT パネル展が

開催されています。 

「LGBT しずおか研究会」は

LGBTの当事者、非当事者にかか

わらず、社会全体の課題としてみ

んなで考えることを目指し、静岡

市を中心に活動する団体です。4

月 28日～5月 6日のレインボーウ

ィークにあわせて、LBGT への理

解を深める展示や日頃の団体の

活動を紹介する展示をしていま

す。 

 図書コーナーの LGBT関連本の

特集展示も併せてご覧ください。 

「ふたりは同時に親になる」を読んで心に残った言葉 

パパが実際にたずさわる育児・家事の分量だけが問題なのではなく、

夫婦ふたりが、「親」になったことで生じる変化をどれだけ共有できる

かが問題だということです。 

 
◆◆◆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◆◆◆ 

 

２０１８ Vol.167 

「LGBT しずおか研究会」 

パネル展開催 

マリンパル（FM 清水）毎週最終水曜日

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、おすすめ本の紹介をしています。

5 月は 30 日（水）に 

放送します。 

視聴は 
インターネット
ラジオからも 



編集ども集まれ！  
藤野千夜（913.6） 

双葉社 2017年 

 

 

 

1985 年、小笹一夫は出版社に就職し、充実した

日々を過ごしていました。しかし、体は男性でも心

は女性である一夫が自分らしく生きようとすると、

仲間は「笹子」として受け入れますが、会社は彼女

を解雇します。主人公は著者自身。その後小説家

となり、芥川賞を受賞した笹子がかつての同僚と

出版社のある「Ｊ保町」を訪れる現在と、かつての

日々が交互に描かれます。理解されない苦しみを

行間ににじませつつ、通ったお店や実際の漫画

家とのエピソードなどと共に、当時の業界の様子

が語られているのも魅力的です。（田嶋） 

 

スカートはかなきゃ 

ダメですか？ 
ジャージで学校 
名取 寛人（769.91） 

理論社 2017年 
 

アメリカの有名な男性だけのバレエ団で、初の日

本人ダンサーとして活躍した著者が、女と生まれ

男になるまでの日々を告白しています。性別に違

和感を覚えスカート着用に抵抗し、ジャージで過

ごした中学時代、体操競技で実力を発揮するも、

女として見られるつらさやあきらめを経験した高校

時代、渡米しバレエに魅せられ努力と根性でトッ

プにはい上がり、やがて手術を受け男性に。その

時々での心境を丁寧に綴っています。本人の夢

へ向かう努力や勇気と、親や友人など周りの人々

のサポートの大切さがひしひしと伝わってくる一冊

です。（狩野） 

 

 

同性婚のリアル 
東 小雪、増原裕子 

（367.97）ポプラ新書  

2016年 
 

 

「カミングアウトのタイミング」「同性カップルの良い

ところ、大変なところ」「結婚式をどうするか」「法制

度について」「子どものこと」など、レズビアンカップ

ルが同性婚の現状を率直に語ります。同性の結

婚と異性の結婚、同じようなところも違うところもあ

ると思います。著者らは、同性パートナーシップを

解消しましたが、結婚することもあれば、離婚もす

る。それも男女のカップルと変わらないのだな、と

思いました。2人はともに現在もLGBTアクティビス

トとしてますます活躍していらっしゃいます。（石

割） 

 

 
 

 

 

 

 

カエルの歌姫  
如月かずさ（K913.6） 

講談社 2011年 

 

 

 

花咲圭吾は女子になりたい男子中学生。工夫して

得た女子声で歌っている時だけが、なりたい自分

になれる時間でした。素性を隠し「雨宮かえる」の

名で、校内放送で歌声を披露することになり、その

きれいな歌声は皆を魅了します。可愛い女の子が

歌っていると想像し憧れるファンの存在に戸惑う圭

吾。一方で、クラスの女子から距離をおき孤立す

る、「氷姫」こと水瀬都が「雨宮かえる」の密かなフ

ァンと知り、圭吾はひかれていきます。生きづらさ

を感じる二人が、心を通わせ一歩踏み出す、爽や

かなストーリーです。(遠藤) 

 

 

 

『夏の約束』 
藤野千夜 （913.6） 講談社 2000年  

 

『D菩薩峠漫研夏合宿』 
藤野千夜 （913.6） 新潮社 2015年  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

『ちんちんのないお父さん』 

川崎和真 （916） 文芸社 2017年 
 

『先生と親のための LGBT ガイド もしあなたが
カミングアウトされたなら』 

遠藤まめた （367.9） 合同出版 2017年 

 

 

 

 

『レズビアン的結婚生活』 
東 小雪･増原裕子 (916) イースト・プレス 2013年 

 

『ふたりで安心して最後まで暮らすための本』 

永易至文 (367.97) 太郎次郎社エディタス 2015年 

 

 

 

『空はいまぼくらふたりを中心に』 

村上しいこ （913.6） 講談社 2016年 
 

『「男の娘」たち』 

川本直 （367.9） 河出書房新社 2014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☆ 

LGBT 



今回は

いつものお話を

お休みして、

６月に行う

協働企画の

お知らせです。

第 54 話 スピンオフ♪

①静岡県内には男女共同参画施設が７館あり、

　それぞれ「誰もが生きやすい社会」をめざして

　さまざまな活動をしています。

②年に１度集まって

   話し合いをしているのですが、

   「どうしたらより多くの方に

　男女共同参画について

    知っていただけるんだろう？」と

   アイデアを出し合いました。

③そこで提案されたのが、

　県内の公共図書館にもご協力いただいて、

　同時に男女共同参画に関する企画展示を

　行うこと。

④そして私たちは、

まず所蔵本の中から

男女共同参画を理解するために

おすすめの本を 100 冊選び、

リストを作りました。

⑤同時に、一般の方から「あなたにとって

   男女共同参画って？」というテーマで言葉を募集し、

　それを元にポスターを作成。

　サインも作り、リストと共に HP 上にアップして、

　協力していただく公共図書館で

　展示コーナーを作る際に

　利用しやすくご用意しました。

⑥そして、2015 年。

　毎年の男女共同参画週間（６月 23 日～ 29 日）に

　県内各所の男女共同参画施設・公共図書館で

　展示を行いました。

⑦それから毎年、リストには新しい本を追加し、

　参加して下さる図書館も増えて、

　昨年は県下 31 ヶ所で展示が行われました。

⑧４回目となる今年のタイトルは、

　「2018 男女共同参画おすすめ BOOK」。

　アイセル 21 の図書コーナーや、

　お近くの図書館で展示をご覧になり、

　本を手に取ってお読みいただければ幸いです。

タイトルは

「男女共同参画おすすめ BOOK」！

県内各地で

一斉展示



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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》 おいしい育児 佐川　光晴

アメリカの社会変革 ホーン川嶋　瑶子 　家でも輝け、おとうさん！ 599.04

　人種・移民・ジェンダー・LGBT 309.0253 《芸術》

お先に失礼します！ 中村　一 ジェンダー写真論　1991-2017 笠原　美智子 740.4

　共働きパパが見つけた残業しない働き方 366.7 《文学》

《女性・男性問題》 駒子さんは出世なんてしたくなかった 碧野　圭 913.6

女性学入門　改訂版 杉本　貴代栄 モモコとうさぎ 大島　真寿美 913.6

　ジェンダーで社会と人生を考える 367.1 定年オヤジ改造計画 垣谷　美雨 913.6

路上のX 桐野　夏生 913.6

そして、バトンは渡された 瀬尾　まいこ 913.6

　子育てのイライラスッキリ！ 367.3 カーネーション 徳永　圭 913.6

高校生ワーキングプア おまじない 西　加奈子 913.6

　「見えない貧困」の真実 367.68 水田マリのわだかまり 宮崎　誉子 913.6

定年後 楠木　新 女ともだち 村山　由佳 B913.68

　50歳からの生き方、終わり方 367.7 ジョジョ・モイーズ

ルポ難民化する老人たち 林　美保子 367.7 B933.7

《福祉・教育》 《子どもの本・絵本》

アベ　ナオミ 虐待とDVのなかにいる子どもたちへ チルドレン・ソサエティ

　ひとりぼっちじゃないよ　　新版 367

にいちゃんのなみだスイッチ いとう　みく E

わたしはヴァネッサと歩く ケラスコエット

369.3

子どもの人権をまもるために 木村　草太 369.4 E

「なぜダメなの？」からすべてが始まる 中村　紀子 いろいろいろんなかぞくのほん メアリ・ホフマン E

　ポピンズ30年の軌跡 369.42 炎をきりさく風になって フランシス・ポレッティ

教科書にみる世界の性教育 橋本　紀子 372

木全　和巳 E

378 《行政資料》

「くらし」の時代 米澤　泉

　ファッションからライフスタイルへ 383

《科学・医学》 　第3期実践計画（2018年3月策定） 2-A

宮尾　益知

《哲学》
　女性の悩みと問題行動をサポートする本 493.76 世界でひとりの自分を愛そう！

女性のうつ病 野田　順子 　女の子が告白する、81の小さな奇跡 159.7

　思春期、産後、更年期、老年期のうつ 493.764 《法律・経済・社会》

吉村　泰典 神戸女学院大学  女性学評論

第32号 304

　あすから役立つ医学のはなし 495 ジェンダー研究　　第20号  2018.2

お母さんと赤ちゃんの食事 水野　克己 　ＧＥＮＤＥＲ  ＳＴＵＤＩＥＳ 304

　あんしんナットク楽しく食べる 498.59 《女性・男性問題》

《生活・育児》 女性学　　Ｖｏｌ．２５（２０１７）

子育てしながら建築を仕事にする 成瀬　友梨 520.28 　日本女性学会学会誌 編集委員会 367.1

ママのアンガーマネジメント
8つのマジック

日本アンガーマネジメント協会

NHKスペシャル取材班

被災ママに学ぶちいさな防災の
アイディア40

〈しょうがい〉と〈セクシュアリティ〉の
相談と支援

… 寄贈図書 …

日本女性学会学会誌２５号

ASD〈アスペルガー症候群〉、
ADHD、LD女性の発達障害

ハッピーライフのために女性が知っ
ておきたい30のこと

ワン・プラス・ワン

　クラスのいじめを止めさせた、
　たった一つの行動

　ボストンマラソンをはじめて走った
　女性ランナー

第2次静岡県男女共同参画基本計画
（2011年2月策定）

　東日本大震災を被災した
　ママ・イラストレーターが
　3・11から続けている「1日1防災」

静岡県くらし・環境部

県民生活局男女共同参画課

キンバリー・カーバーガー

女性学インスティチュート委員会

東海ジェンダー研究所

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。 
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