
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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☆ 

2018 男女共同参画 

おすすめ BOOK 

今月のおすすめ 

◆◆◆NEWS◆◆◆ 

 

 

 

 

 

 

「育休復帰ハンドブック」 

ができました！ 

 

 

６月２３日～２９日は 

男女共同参画週間です 

「生涯未婚時代」を読んで心に残った言葉 

生涯未婚時代   
永田夏来 著  イースト新書（367.4） 2017年 

 

1980 年まで 5%未満だった生涯未婚率が 90 年以降、急激に上昇し

2015年の調査では男性が 23％、女性は 14%に達しました。筆者は社会

学者。本のタイトル「生涯未婚時代」とは、結婚経験を持たない中高年の

増加と、結婚を人生設計に組み込まない若者の登場の 2 つの社会現象

が同時に起きている現在の状況を指しています。 

 「正社員になって定年まで働く」「結婚、出産を経て配偶者と添い遂げ

る」といった人生設計が社会全体で共有できなくなっています。何とか軌

道修正して過去の 9 割以上の人が結婚していた「皆婚社会」を維持した

い心情があるように見えると筆者は言っています。 

 私もそこから外れることへの不安を持っていたことに気づかされました。

不安なのは、社会の制度が負担するべき福祉のコストを家族に肩代わり

させてきたからだと。現在、「結婚したくないわけではないが絶対とは思

わない」「結婚するかどうかは場合による」という若者が出てきているので

あれば、家族を持たない人も生きやすい社会制度の見直しが必要だと

筆者は言及しています。 

 「自分とは違う他者がたくさんいる前提で社会の中に 

身を置き、必要な人間関係をその都度選択する生き

方」をする人が出てくることが予想されるとありました。こ

の生き方がとても新鮮に思えました。「生涯未婚時代」

を迎えた今、家族を持たない人が生きやすい社会とは

どんな社会なのか考える時が来ています。（谷 直子） 

 

 

 

 

 

 
益田さんのすーちゃんシリーズが描くのは、自分と違う選択を

した人々に寄り添いながら、それぞれの人生を尊重する個人

の姿です。こうした思考する力を持つ人を一人ずつでも増や

していくことが、生涯未婚時代を明るく照らすことにつながるも

のと考えられます。 
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平成 30 年度のキャッチフレーズ

は『走り出せ、性別のハードルを越

えて、今』です。 

2020 年の東京オリンピック・パラ

リンピック開催をふまえ、スポーツ

に関わるあらゆる分野での女性の

参画を推進し、様々なスポーツに

男性も女性も親しみ、チャレンジ

し、活躍できるようにと、採用された

メッセージです。 

 

 

図書コーナーでは、この週間に

合わせ、県内の男女共同参画施

設職員が企画した「2018 男女共同

参画おすすめ BOOK」を昨年発行

された 120 冊の追加本を加え展示

します。 

この企画は公共 

図書館でも実施の 

予定です。身近な 

図書館で、男女共 

同参画について考 

えてみませんか？ 
 

また、カウンター横の掲示板で

は、過去から現在に至る、男女共

同参画週間のポスターを展示しま

す。こちらもぜひご覧ください。 

「2018 男女共同参画 

おすすめ BOOK」のポスター 

マリンパル（FM 清水）毎月最終水曜日 

午後 1 時 30 分から図書コーナースタ

ッフがおすすめ本を紹介。今月は 

6 月 27 日（水）放送！ 

 
インターネットラジオ QR コード⇒ 



母・娘・祖母が 

共存するために 
信田さよ子（367.3） 

朝日新聞出版 2017年 

 

 

母娘問題当事者の中核を成すのは、戦後民主主

義教育を受け男女平等の夫婦関係を望むも、仕

事中心で家事育児に無関心な夫に失望した団塊

世代の母と、その子世代だと著者は言います。背

後にある傍観的な父親の存在こそ問われるべきな

のは言うまでもありません。長寿社会の今、そこに

孫との関係が加わり、問題は 3 世代にわたる複雑

な様相を呈しています。本書は母娘問題が露呈し

てからの 10 年余を振り返りまとめつつ、母･娘･祖

母が共存するための解決策を提言しています。

（遠藤） 

男も女もみんな 

フェミニストでなきゃ  
チママンダ・ンゴズィ・ 

アディーチェ（367.1） 

河出書房新社 2017年 
 

この本はスピーチを書籍化したもので、世界 27 か

国で刊行され、大きな話題となりました。ナイジェリ

ア出身の作家である著者は、偏見にさらされがち

な「フェミニスト」の定義を「男性であれ女性であ

れ、『そう、ジェンダーについては今日だって問題

があるよね、だから改善しなきゃね、もっと良くしな

きゃ』という人たちです。女も男も、私たち「みん

な」で良くしなければいけないのですから。」と述

べています。しなやかで、明快で、誠実な言葉で

語り掛けてくれる一冊です。（田嶋） 

 

 

ジェンダーとわたし 

〈違和感〉から社会を読み解く 

笹川あゆみ 編（367.1） 

北樹出版 2017年 

 

 

本書は、ジェンダーの問題を、学校教育やスポー

ツ、結婚、労働などの場における差別や偏見、身

近だからこそ気づきにくい事象を挙げ、分かりや

すく解説しています。日常投げかけられる言葉「フ

ツー」から、セクシュアリティの多様性とジェンダー

や男女平等を、コラムからはジェンダーをめぐる社

会の動静や基本事項が学べる入門書です。「接

客は女性の仕事か？」「老舗旅館や料亭の女将

の女系による家業の継承や、仲居やホステスとい

う職種」など女性に偏る接客サービス業の課題に

注目している点が興味深かったです。（狩野） 

 

 
 

 

 

 

 

一億総貧困時代 
雨宮処凛（368.2） 

集英社インターナショナル  

2017年 

 

 

性的虐待の末、父親の子どもを産んだホームレス

女性。介護していた両親と心中を図ったがひとり

生き残った娘。原発事故で日常を奪われ避難生

活を強いられている夫婦。さまざまな「貧困」の実

態を浮き彫りにする衝撃のレポートです。読み進

めていくにつれ、決して他人事ではない「明日は

我が身」と痛感しました。巻末には 30 代男女によ

る、非正規労働者の今後を語る対談が収録されて

います。自らを「絶滅危惧種」（結婚せず、子どもも

残さない）と呼ぶ彼らですが、もはや少数派とはい

えない現実に愕然とします。（石割） 

 

 

 

『母が重くてたまらない 墓守娘の嘆き』 

信田さよ子 （367.3） 春秋社 2008年 

   

『母からの解放 娘たちの声は届くか』 

信田 さよ子 （367.3） ホーム社 2016年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

  

 

 

 

『アメリカーナ』チママンダ・ンゴズィ・アディーチェ
（933.7） 河出書房新社 2016年  

 

『バッド・フェミニスト』 

ロクサーヌ・ゲイ （934.7） 亜紀書房 2017年  

 

 

 

 

『はじめてのジェンダー論』 

加藤秀一 （367.1） 有斐閣ストゥディア 2017年 
 

『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/編 （780） 八千代出版 

2016年 

 

 

『女子と貧困』 

雨宮処凛 （367.21） かもがわ出版 2017年 

 

『ここまで進んだ！格差と貧困』 

稲葉 剛ほか （361.8） 新日本出版社 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☆ 

今 月 の 特 集 2018男女共同参画おすすめ BOOK 

 



つづく

第 65 話

図書コーナーで学校司書として

お世話になった井川先生に

再会したみずほさんは、

大切なことに気がつきました。

①

私、 ここに来て
展示してある
言葉を読んだり、

少し
自分のこととか、
この社会で起こっていることが
見えてきた気がする。

何て言えば
いいんだろう…

先生…

本を読んだり
しているうちに、

②

それはきっと、
みずほちゃんが
小さな頃から本を読んでいて、
言葉によって伝えられた
メッセージをちゃんと理解する
力をつけているからだと思うよ。

そ…そうかな？

③

そして、 言葉や表情で
自分をちゃんと
表現できることは、
きっとみずほちゃんを
守ってくれる。

言葉を正しく理解して、
より良い判断ができること、

④

そしてそれは、
幸せな人生を歩んでいける
パワーになるわ。

⑤

言葉が 私のパワーに…

⑥

そういえば、
みずほちゃんは
朗読も作文も上手だったね。

へぇ

実は、

ちょっとだけ得意…

えへへ

⑦

高校では、
何か部活に
入っているの？

あの…
一応入ったんですけど、
アルバイトしなくちゃ
いけないから
やめちゃって… ⑧

そうなの…

⑨

そうだ！
みずほちゃん、 私の
アシスタントをしてくれる？

えっ、 アシスタント !?

⑩

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）この物語はフィクションです



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料名 著者名 資料名 著者名
請求記号 請求記号

《哲学》 《芸術》

家庭と仕事の心理学 尾形　和男 ジャッキー・フレミング
　子どもの育ちとワーク・ライフ・バランス 143 726.6
老年期女性の心的世界 西尾　ゆう子 朝ドラには働く女子の本音が詰まってる 矢部　万紀子 778.8
　「枯れない心」に寄り添う 143.7 南谷真鈴　冒険の書 南谷　真鈴 786.1

《法律・経済・社会》 《文学》
女性政治家のリアル 塩村　あやか 318.236 わたし、定時で帰ります。 朱野　帰子 913.6
女性のための損をしない離婚の本 石原　豊昭 徴産制 田中　兆子 913.6

風は西から 村山　由佳 913.6
324.62 デートクレンジング 柚木　麻子 913.6

働き方改革 小室　淑恵 独り舞 李　琴峰 913.6
　生産性とモチベーションが上がる事例20社 336.4 されど愛しきお妻様 鈴木　大介

東　優子
916

　誰もが働きやすい職場づくり 336.4 発達障害だって大丈夫　増補新版 堀田　あけみ
底辺への競争 山田　昌弘 　自閉症の子を育てる幸せ 916
　格差放置社会ニッポンの末路 361.8 《子どもの本・絵本》
裁量労働制はなぜ危険か 今野　晴貴 世界を変えた100人の女の子の物語 エレナ・ファヴィッリほか

　「働き方改革」の闇 嶋崎　量 366.32 　グッドナイトストーリーフォーレベルガールズ 280
小島　明子 司法の現場で働きたい！ 打越　さく良

366.38 　弁護士・裁判官・検察官 佐藤　倫子 322
雇用は契約 玄田　有史 石井桃子 竹内　美紀/文
　雰囲気に負けない働き方 366.51 　子どもたちに本を読む喜びを 立花　まこと/画 910
キャバ嬢なめんな。 布施　えり子 あがりめさがりめ いまき  みち E
　夜の世界・暴力とハラスメントの現場 366.628 くだものだもの 石津 ちひろ E

《女性・男性問題》 こねてのばして ヨシタケシンスケ E
上野　千鶴子 でんしゃにのったよ 岡本 雄司 E
蘭　信三ほか 367.2 なにからできているでしょーか? 大森 裕子 E

「女子」という呪い 雨宮　処凛 367.21 はいくないきもの 谷川 俊太郎 E
男性は何をどう悩むのか 濱田　智崇 ジョナ・ウィンター
　男性専用相談窓口から見る心理と支援 367.5
子どもの性同一性障害に向き合う 西野　明樹 　男女差別とたたかう最高裁判事 E
　成長を見守り支えるための本 367.9 レインボーフラッグ誕生物語 ロブ・サンダース
ストーカー 長谷川　京子
　被害に悩むあなたにできること 368.6 E

《福祉・教育》 《行政資料》
飛翔法律事務所

377.1
藤原　美保 2-A

378 国立女性教育会館
《科学・医学》 3-A
産声のない天使たち 深澤　友紀 495.7

汐街　コナ 《文学》
498.8 泣きかたをわすれていた 落合  恵子 913.6

発達障害の女の子のお母さんが、
早めに知っておきたい「47のルール」

… 寄贈図書 …

虹色ダイバーシティほか

「死ぬくらいなら会社辞めれば」が
できない理由（ワケ）

　「大人の発達障害」の妻と
　「脳が壊れた」僕の１８年間

平成29年度（2017年度）
静岡県男女共同参画白書

静岡県くらし・環境部県民

生活局男女共同参画課

独立行政法人  国立女性教育会館
開館40周年記念誌  ダイジェスト版

大統領を動かした女性
ルース・ギンズバーグ

　セクシュアルマイノリティの政治家
　ハーヴェイ・ミルク

　離婚のしくみと手続きを
　ストーリー形式でやさしく解説

トランスジェンダーと職場環境
ハンドブック

女性発の働き方改革で
男性も変わる、企業も変わる

キャンパスハラスメント対策
ハンドブック　改訂2版

問題だらけの女性たち

戦争と性暴力の比較史へ向けて

新着図書リスト 
6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 6 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（休館日 第 2・4 月曜日、年末年始、図書整理日、蔵書点検日 ） 

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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