
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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☆ 

男性にとっての 

男女共同参画 

今月のおすすめ 
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「PrismStation」 

活動展 開催 

『定年後』を読んで心に残った言葉 

定年後  
５０歳からの生き方、終わり方  

楠木 新 著  中公新書（367.7） 2017年 

60歳からの人生における自由時間は 8万時間もあり、これは 20歳から働いて

60 歳まで 40 年間勤めた総実務労働時間よりも多いという。定年後の持ち時間

は決して少なくない。本書は、定年退職した筆者が第 2 の人生をどう充実させた

らよいか、自身の経験や数多くの定年退職者等の取材に基づいて、定年後に

待ち受ける現実や心豊かに生きるためのヒントをまとめた 1 冊だ。 
 筆者がこのテーマに関心を持ったのは 47 歳の時。当時、会社生活に行き詰ま

って体調を崩し長期に休職したことから、自分がいかに会社にぶら下がってい

たかを痛感。休職が思いがけず定年後の予行練習になったという。 
 定年後、筆者は自分の名前が全く呼ばれないことに愕然とする。どこにも勤め

ず、無所属の時間を過ごしていると、名前を呼ばれるのは病院だけ。漫才のネ

タにもなりそうな話だが、笑い話ではない。 

 女性会館ではこの 6 月、男女共同参画週間の一環として『料理男子』と称した

パネル展を開催した。職員たちが当会館の食工房で活動するシニア層が中心

の男性料理サークルを取材。活動中の写真はもちろん、それぞれの団体の自

慢レシピも併せて紹介した。「料理をやってみたくて」「万が一妻に介護が必要

になった時に備えるために」「家事力をつけたい」等、サークルに参加したきっか

けはさまざまだが「ここでは、昔の肩書き、組織や所属を語ることは一切なし。皆

で好きな料理を作って楽しんでいる」と生き生きした姿が印象的だった。まさに

筆者が目指す、定年後の「いい顔」をされていた。 

 「日本のビジネスパーソンは、未来にも過去にもつながらず、

現在だけを生きているのが特徴だ」と筆者。定年後、新たな生き

方を見出すには、自分の死を意識しながら逆算して未来を考え

る「逆算型の生き方」を提言している。60 歳からの「黄金の 15
年」を輝かせるために、予行練習は早ければ早い方がいい。 
（久保田さきの） 
 

次の世代に何らかのものをつないでいくことは 
自分の存在を確認できることにつながる。 
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図書コーナーカウンター横の掲

示板では、7月1日（日）より、静岡

市成人発達障害セルフヘルプグ

ループ「PrismStation プリズムステ

ーション」の活動展を開催してい

ます。 
大人の発達障害について、理

解を深めるため展示や、日頃の団

体の活動を紹介する展示をしてい

ます。ぜひ、ご覧ください。 
 

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。 

7 月 25 日（水）放送！ 

 インターネットラジオ QR コード⇒ 

7 月 30 日（月）は 

図書整理日のため休室します 

 
図書コーナーは、7 月 30 日（月） 

図書整理日のためお休みします。 
貸出・閲覧はできませんが、返却

はしていただけます。ご迷惑をおか

けしますが、ご了承ください。 
 

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

29 30 31

7月



定年オヤジ改造計画 
垣谷美雨（913.6）  
祥伝社 2018 年 

 

 

 

家事育児を妻に任せっきりで定年退職した会社人

間の常雄は、妻・十志子の体調不良や態度の変

化の原因が「夫源病」であることが、全く理解でき

ません。それはもう読んでいてムカつくほど（失

礼!）です。いやいや引き受けた孫の保育園の送

迎と子守に四苦八苦。常雄を疎んじる十志子や、

仕事と家事の両立に疲れ果てる息子の妻の言動

を見るうちに、少しずつ自分の過ちに気づき、改

心します。ついには息子に自分の二の舞はさせま

いと、息子再生プロジェクトを計画するほどに。世

の男性方におススメの 1 冊です。（遠藤） 

 

 

「専業主夫」に 

なりたい男たち 
白河桃子（367.3） 

ポプラ新書 2016 年 

 

 

日本では 11 万人の夫が妻の扶養に入っているそ

うです。積極的に家事･育児を担っている主夫は、

男のプライドに縛られず心が自由なのだな、と感

じました。「イクメン」の概念がないというフィンラン

ドのように、男女ともに働き、家事･育児に同等の

責任も権利もある生き方が当たり前の社会になれ

ばいいと思います。主夫が増えることは、男女の

性別役割分業という固定観念にとらわれない人が

増えることでもあるといえるのではないでしょうか。

それは、理想に近づく道のひとつかもしれないと

思いました。（石割） 
 

 

男が痴漢になる理由  
斉藤章佳（368.64） 

イースト・プレス 2017 年 

 

 

 

99.8%対 0.2%という割合で男性が加害者になって

いる「痴漢」。本書には、痴漢撲滅のために研究さ

れたその実態が書かれています。痴漢はその人

のストレス対処法であり、犯罪化する性依存症で

す。それは弱い者を標的にすることで自分の優位

性を取り戻そうとする行為。「私達は男尊女卑の価

値観を知らないうちに受け継いでいますが、『男

性と女性は対等である』という新たな価値観を自

分の力で獲得し、特に男性が学び直していかな

いと現代社会の秩序は守られません」との言葉

に、目が開かれた思いがしました。（田嶋） 
 
 

 
 

 

 
 
 

おいしい育児  
家でも輝け、おとうさん！ 

佐川光晴（599.04） 

世界思想社 2018 年 
 
 
働く妻とともに、主夫として家事や息子の育児に奮

闘した日々。不妊症を克服し出産に立ち会い、激

しい夜泣き、料理や掃除、保育園の送り迎え、散

歩など家事育児に積極的に関わったことを何もの

にも代えがたい素敵な体験談として綴っていま

す。「産後の妻を料理で支えよう」「子どもと遊ぶと

きは声を出して」「保育園に行ってみよう」など具体

的な子育てや家事に関わるための提案もされてい

ます。「夫は仕事」の固定観念を見直し、「家でも

輝け、おとうさん！」とエールを送るこの本を、ぜひ

新米パパに読んでいただきたいです。（狩野） 

 
 

 

 
『定年後 50 歳からの生き方、終わり方』 
 楠木新 （367.7） 中公新書 2017 年  
 
『夫の定年「人生の長い午後」を夫婦でどう生き

る？』グループわいふ/佐藤ゆかり （367.3） ミネルヴァ

書房 2017 年 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
    
 
 
 

 

『主夫になろうよ！』 
佐川光晴 (916) 左右社 2015 年 
 
『主夫になってはじめてわかった主婦のこと』 
中村シュフ (590) 猿江商会 2015 年 
 
 

 

 
『性犯罪者の頭の中』 
鈴木伸元 （368.64） 幻冬舎新書 2014 年  
 
『「ストーカー」は何を考えているか』 
小早川明子 （368.6） 新潮新書 2014 年  
 

 
『パパ入門ガイド 家族を笑顔にする プレパパ～

３歳児パパ』  

ファザーリングジャパン （599） 池田書店 2018 年 
 

『栗原心平のとっておき「パパごはん」』  
栗原心平 （596）  講談社 2017 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 男性にとっての男女共同参画 



①

第 66 話
みずほさんは学校司書の井川先生に
「アシスタントをしてくれない？」
と言われて、ビックリしています。

あ、 うわさをすれば
学生さんたちが来た！

えっと…あの…でも…

⑤

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。 （https://aicel21.jp）この物語はフィクションです

学校で
読んでもらった
みたいに？

そう。
週に２回、 私の家の
一室を開放して
子ども達が自由に
来てもらえるように
しているんだけどね。

家は
アイセル21 の
すぐ近く。

あのね、
私は家でも読み聞かせを
しているの。

②

そこで大学生に
手伝ってもらって、
本を読んであげたり
しているんだけど、
良かったら
みずほちゃんも
アルバイトがない日に
手伝ってくれない？

③

そう！
本好きなあなたに
読んでもらえたら、
きっと子ども達も喜ぶわ。

え、 絵本とか？

④

井川先生ー こんばんは！

こんばんはー

⑥

高校生の
籠上みずほさん。

唐瀬さん、 瀬名くん、
私の助手を紹介するわね。

あ…
あの…っ
こんばんは。

えっ、えっ、
助手 ?!

⑦

はじめまして！
唐瀬真央です。

仲間になってくれて
嬉しいわ！

瀬名達也です。

　　　うん、
きっとあの子たちも
喜ぶね。

⑧

『難民高校生』 の
仁藤夢乃さんが、

最初は緊張するかも
しれないけど、
少しずつ慣れるから
大丈夫！

⑨

夜の渋谷の世界から
抜け出せるきっかけに
なったのは、

“人との出会い”
だった。

…はい、

⑩

やらせて下さい！

井川先生がつないでくれた
この出会い、 きっと良いものだ。

⑪

はいっ！

そして、 良いものに
するのは私なんだ！

行こう！あ、 もう時間だ！

⑫



   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料名 著者名 資料名 著者名

請求記号 請求記号

《歴史・伝記》 横山　光昭

クォン　ユンドク絵･文 朝倉　真弓 591
210.7 《芸術》

《法律・経済・社会》 よくわかるスポーツとジェンダー 飯田　貴子ほか 780
9条誕生 塩田　純 フィギュアスケートとジェンダー 後藤　太輔
　平和国家はこうして生まれた 323.142 　ぼくらに寄り添うスポーツの力 780.13
右派はなぜ家族に介入したがるのか 中里見　博ほか 《文学》
　憲法24条と9条 323.143 ウィステリアと三人の女たち 川上　未映子 913.6
憲法改正論の焦点 辻村　みよ子 雪子さんの足音 木村　紅美 913.6
　平和・人権・家族を考える 323.149 じっと手を見る 窪　美澄 913.6

Think　the　Earth そういう生き物 春見　朔子 913.6
333.8 首の鎖 宮西　真冬 913.6

LGBTを知る 森永　貴彦 336.4 幸運なんてわたしはいらない ジェシカ・ノール 933.7
これならわかる〈スッキリ図解〉 高野　龍昭 ぼくを燃やす炎 マイク・ライトウッド 963
介護保険　第3版 364.4 《子どもの本・絵本》
職場のハラスメント  相談の手引き ２１世紀職業財団
　相談対応の基礎から応用まで 366.3 402

２１世紀職業財団 ぼくとマリナちゃん くすのき　しげのり E
366.3 ふしぎなあおいふく サトシン E

21世紀の女性と仕事 大沢　真知子 366.38 アヤンダ ヴェロニク・タジョ
《女性・男性問題》 　おおきくなりたくなかったおんなのこ E
非正規・単身・アラフォー女性 雨宮　処凛 いっしょにおいでよ ホリー・M．マギー E
　「失われた世代」の絶望と希望 367.21 《行政資料》
イクメンじゃない「父親の子育て」 巽　真理子 静岡市女性会館

0-A
367.3

《福祉・教育》 多文化共生課 1-A
もうひとつの占領 茶園　敏美
　セックスというコンタクト・ゾーンから 368.4 しずおか 1-J
その介護離職、おまちなさい 樋口　恵子 369.26
まちの子どもソーシャルワーク 幸重　忠孝
　子どもの貧困対策第2ステージ 村井　琢哉 369.4
なぜ、わが子を棄てるのか NHK取材班 3-A
　「赤ちゃんポスト」10年の真実 369.41
ルポ保育格差 小林　美希 369.42
ルポ児童相談所 大久保　真紀 369.43 16-F
PTA不要論 黒川　祥子 374.6
お墓、どうしますか？ 米澤　結
　変容する家族のあり方 385.6 16-M

《科学・医学》
子どもを持つ親が病気になった時に読む本 ポーラ・ラウフほか 20-E
　伝え方・暮らし方・お金のこと 490.145 東海ジェンダー研究所
性暴力被害者の医療的支援

25-A
495

BOOK  blance  frameをはずして、
きっとあした  私らしく　　vol.8

公益財団法人新潟県女性財団

ジェンダー問題研究 20年のあゆみ
公益財団法人東海ジェンダー研究所
設立20周年記念誌

静岡市市民局男女参画・

パワハラを恐れて部下を叱れない
上司のための部下育成ハンドブック

性暴力救援センター・
大阪SACHICO

レイチェル・イグノトフスキー

花ばぁば

静岡市人材養成塾  地域デザイン
カレッジ2017  コミュニティコース

男女共同参画フォーラム

平成29年度
女性会館主催講座チラシ（ファイル）

しずおか女子きらっ☆ブランド
認定商品紹介冊子

内閣府男女共同参画局アジア・太平洋地域 耀く女性達の
多様な生き方・働き方
起業や海外就職を実現させた
先輩からのメッセージ

未来を変える目標SDGsアイデアブック

　現代日本における父親の男らしさと
　〈ケアとしての子育て〉

世界を変えた50人の女性科学者たち

　リプロダクティブ・ヘルス＆ライツの
　回復に向けて

手取り20万円
子育て家族の貯金の教科書

パートナーがアスペルガーかな？
と思ったあなたへ　　カサンドラ脱出

プログラム3年間のとりくみ

アスペルガー・アラウンド

代表  SORA／櫻田万里

災害から命を守るために！
平常時の準備・逃げ時・避難所
運営マニュアル

一般社団法人GEN・J

新着図書リスト 
7 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 7 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 
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静岡市女性会館ホームページ https://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 
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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。 
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