
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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☆ 

防災･支援･まちづくり 

今月のおすすめ 
◆◆◆NEWS◆◆◆ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

夏休みインターンシップ 

&職場体験報告 

『非正規・単身・アラフォー女性』を読んで心に残った言葉 

非正規・単身・アラフォー女性  
「失われた世代」の絶望と希望   

 

雨宮 処凛 著  光文社新書（367.21）2018 年 
 

著者は自らが非正規、単身、アラフォー女性であり、現在は作家そし

て社会活動家として活躍しています。 
同じような状況に置かれた同世代の女性たちの、不安、葛藤…「魂の

叫び声」を聴いた一冊です。どうしても「個人の責任」と語られがちなこの

テーマを、アラフォー世代がずっと歩んできた「受難の時代」「失われた

時代」という社会背景を交えながら、この問題が実は彼女たち個人の問

題ではなく、私たち社会の問題であることを、分かりやすく伝えてくれて

います。 
 読み終えた後、どんなに重い気持ちになるのかと思いましたが、そこに

は企業へ、社会へ疑問を感じながら戦っている彼女たちが、時には今の

自分たちの状況をユーモアたっぷりに笑い飛ばすたくましさを持って描

かれています。 
「これからの女性に必要なものって『一人で暮らせる』 

ということが孤独を意味しない、安心できる社会状況を

作っていくこと」とありました。文中のこの言葉に、私自身

がこれからの時代を生き抜くために、どう動かねばなら

ないのか、大きな宿題をもらったような気がしました。そ

して最終ページを閉じた時、前を向いて歩いていきたい

気持ちになりました。（原 友紀子） 
 

 

 

自分や友だちががんになったりしたら、保険に入っていれば

お金は下りるかもしれないけど、ちょっとした頼み事どうすると

か、困るじゃないですか。そういう時に助け合える。 

自分たちで生きるための手段を作るというのは今、一番必要

なことですからね。 
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今年の夏、図書コーナーでは、

インターンシップの大学生や職場

体験の中高生が図書館業務を体

験しました。書架整理業務の他、

大学生は、女性会館で開講中の

女性カレッジ生のための資料リスト

作り、中高生は同年代へのおすす

め本の帯作りに挑戦しました。真剣

に取組んだ皆さんの成果は、図書

コーナーでご覧いただけます。 

インターネットラジオ 

⇐ QR コード   

9 月 10 日から 9 月 16 日は 

自殺予防週間です 

 
9 月 10 日の「世界自殺予防デー」 
に合わせ、9月 10日から 16 日まで

を自殺予防週間として、自殺予防

の啓発をしています。 
図書コーナーでは、静岡市の自

殺予防のためのスローガン「生き

る！を支える」をもとに、こころの健

康に関する本や自殺を生む社会

問題等の本を特設コーナーで紹

介します。併せて啓発のパンフレッ

トやグッズも配布します。 
 

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 9 月 26 日（水）放送！ 

 



被災ママに学ぶちいさな 

防災のアイディア 40  

アベナオミ（369.3）  

学研プラス 2017 年 
 

 

宮城県で東日本大震災を経験した著者が、震災

から 1 か月までの被災生活を失敗談も交えてマン

ガで紹介。「1 日 1 防災」のページの「あのときあっ

てよかったモノ」や「あの日からはじめたこと」は、経

験者ならではのリアリティがあります。ホウキとチリト

リ、おんぶひも、小銭と千円札などアナログなもの

が意外と役に立ったそう。特別な防災グッズをそろ

えることより、高い家具や物をあまり置かず「シェル

ターとして使える部屋を確保する」「車にペットボト

ルの水や非常食、ひざ掛けなどを入れておく」など

を、普段から心がけたいと思いました。(遠藤) 

 

 

災害支援に女性の視点を！ 
竹信三恵子･赤石千衣子/編 

（369.3）岩波ブックレット  

2012 年 

 
 

東日本大震災の被災地では、女性への性暴力や

ＤＶ、セクハラなどの被害が発生しました。避難所

では「女性が炊事を担当することを期待する」、義

捐金や支援金制度が「世帯主中心主義」のため

世帯主になりにくい女性には不利、などの事例が

報告されています。非常時の災害支援に女性の

視点を入れるためには、平時に策定する防災計

画に女性の声が反映される必要がありますが、委

員会等の女性はまだまだ少ないのが現状です。

女性の参加を増やすために「女性有識者のリスト

アップ運動」から始めようとの提言に賛同します。

（石割） 
 

 

まちの子ども 

ソーシャルワーク 
幸重忠孝･村井琢哉（369.4） 

かもがわ出版 2018 年 

 
 
「子どもの貧困対策推進法」が施行され、この問題

が注目されています。施行前から子どもの貧困対

策活動を行う NPO 法人「山科醍醐こどものひろ

ば」が、どの地域でも実践できるよう、「社会福祉

協議会を中心としたネットワークづくり」や「スクー

ルソーシャルワーカーの子どもの貧困特別派遣」

など、様々な取組をこの本で紹介しています。「子

どもの支援から始まり、地域の社会環境・文化環

境をよりよく」との言葉から、貧困対策は誰もが住

みやすいまちづくりに繋がるという思いを新たにし

ました。（田嶋） 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

「わがまま」のつながり方  
鎌田 實（369.26） 

中央法規出版 2017 年 

 
 
 

住民が自発的に健康や命を大切にし、お互いに

助け合う仕組み、「地域包括ケアシステム」。43 年

地域医療にかかわってきた著書が、病気や障害、

老い、被災などの状態にあっても、自分らしい人

生が送れるという「わがまま」に応えられるネットワ

ークや、自由な生き方を認め合う地域づくりを、多

様な取組例を通して紹介しています。「弱いつな

がりを、たくさんつくる」「多世代が暮らせる共同生

活の場をつくり、孤立を防ぐ」など少子高齢化社会

に対応し、災害にも役立つ地域力を高めるための

ヒントが満載の一冊です。（狩野） 
 

 

 
『女性のための防災 BOOK “もしも”のときに、あ

なたを守ってくれる知恵とモノ』 
（369.3） マガジンハウス 2017 年 
 
『女性目線で備える防災ＢＯＯＫ最新版』 

(369.3) マガジンハウス 2017 年 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
    
 
 
 

 

『復興に女性たちの声を「3・11」とジェンダー』

村田晶子/編著（369.31)早稲田大学ブックレット 2012 年 
 

『女たちが動く東日本大震災と男女共同参画視点

の支援』みやぎの女性支援を記録する会 /編著

（369.31）生活思想社 2012 年 

 
 
 

 

 
『子どもたちとつくる貧困とひとりぼっちの

ないまち』特定非営利活動法人山科醍醐こどものひろば/
編 幸重忠孝･村井琢哉/著（369.4）かもがわ出版 2013 年 

 

『子どもの貧困 未来へつなぐためにできること』 
渡辺由美子 （369.4） 水曜社 2018 年 
 

 
『町を住みこなす 超高齢社会の居場所づくり』 

 大月敏雄 （365.3） 岩波新書 2017 年 
 

『地域人第 18 号 特集子育てしやすい地域をつく

る』地域構想研究所/編 （601.05） 大正大学出版会

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 防災･支援･まちづくり 



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

第６８話

海あり
山あり♪

ここは静岡市。

北は南アルプス

南は駿河湾

受講者は、 女性が働くということ、 保育園選び、 職場でのコミュニケーションの秘訣、
育休復帰のコツ、 自分のキャリアプラン作成など、 様々なことを学びました。

女性活躍推進の課題

多彩な
講師陣

そして、
今日は修了式。

静岡市女性会館
育休ママカレッジ修了式

私、 女性カレッジを受講するまでは、
仕事を続けられるか悩んでいたんだけど、
やっぱり仕事も頑張ってみようと思う。

がんばれ！

いい
じゃん！

女性が　出産後も働き続けられるよう、
11 期の女性カレッジは、 育休中の女性を対象に行われました。

※育休中の女性を

対象にしたものは

11 期のみで、 以降は

短縮バージョンになり、

今年度は実施していません。

私は育休中に
仕事に役立つ勉強もしてきたから、
復帰したらバリバリ働くよ！

おお～

さすが！

はーい！

お子さんを預けている方は、
子ども室にお迎えに
行ってくださーい。

いいねー
会おう
会おう♪

それぞれ違う職場でも、
これからも機会をつくって
会いたいね。

① ②

③

④

ふう、 今日で
終わりか…

いろいろ
学んだね！

⑤ ⑥

⑦ ⑧ ⑨

講師○○○○

静岡市女性会館育休ママカレッジ



   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料名 著者名 資料名 著者名

請求記号 請求記号

《哲学》 さしすせその女たち 椰月　美智子 913.6
フェミニストカウンセリング研究 総務部長はトランスジェンダー 岡部　鈴
　ｖｏｌ．１５（２０１７） 146.8 　父として、女として 916

《法律・経済・社会》 ふつうの非婚出産 櫨畑　敦子
亡くなる前にやっておきたい手続きと対策 　シングルマザー、新しい「かぞく」を生きる 916
　家族が困らないために！ 324.7 冬将軍が来た夏 甘　耀明 923.7
紛争地の看護師 白川　優子 329.36 女になる方法

《女性・男性問題》 　ロックンロールな13歳のフェミニスト成長記 934.7
須賀　朋子 《子どもの本・絵本》

367.1
男女平等はどこまで進んだか 山下　泰子 280
　女性差別撤廃条約から考える 367.2
まぼろしの「日本的家族」 早川　タダノリ 367.3 285

《福祉・教育》 男女平等はどこまで進んだか 山下　泰子
息子が人を殺しました 阿部　恭子 　女性差別撤廃条約から考える 367
　加害者家族の真実 368.6 性の多様性ってなんだろう？ 渡辺　大輔
福祉が壊れる 杉山　博昭 369.021 　中学生の質問箱 367

高室　成幸 女の子だって、野球はできる！ 長谷川　晶一
369.263 　「好き」を続ける女性たち 783

子育て＠みんなの政治 阿部　知子 地図を広げて 岩瀬　成子 913
　弱いもの、小さいものを守れる社会に 369.4 エマおばあちゃん、山をいく

　アパラチアン・トレイルひとりたび E
372.359

《科学・医学》 E
理系女性のライフプラン 丸山　美帆子 月とアポロとマーガレット
　あんな生き方・こんな生き方 　月着陸をささえたプログラマー E
　研究・結婚・子育てみんなどうしてる？ 407 《行政資料》
摂食障害 深井　善光 アイセルの風  2018 静岡市女性会館
　身体にすり替えられたこころの痛み 493.937 　施設のあらましと2017年度業務報告 0-A

《生活・育児》 発足30周年ＮＰＯ法人認証15周年記念誌 活き生きネットワーク
定年ごはん 山田　玲子 596   活き生きネットワーク 1-J

森戸　やすみ 苦情処理ガイドブック 平成30年3月

　いつものケアから不調なときの対処法まで！ 598.3 3-A
《芸術》
女の子だって、野球はできる！ 長谷川　晶一 17-E
　「好き」を続ける女性たち 783.7

《文学》
ファーストラヴ 島本　理生 913.6 女性労働研究　第62号 女性労働問題研究会
ののはな通信 三浦　しをん 913.6 　「職業としての介護」を問う グローバル化の陥穽 366.38
あの家に暮らす四人の女 三浦　しをん B913.6 女性労働研究　第61号 女性労働問題研究会
死にたい、ですか 村上　しいこ 913.6 　働く場のリアル 「女性活躍」と言わせない 366.38
工場のおばちゃん 山口　恵以子 女性学　Ｖｏｌ．２４（２０１６） 日本女性学会
　あしたの朝子 B913.6 　日本女性学会学会誌 367.1

日本フェミニストカウンセリング学会

保育士、教師がＤＶ被害を受けた
親子を理解するための本

内閣府男女共同参画局

　男女共同参画社会の形成に向けて
  問題の発掘･検討･解決

ちちしるべ  Way To Be a Dad
川崎市男女共同参画センター

身近な人を介護施設にあずける
お金がわかる本　第2版

小児科医ママの子どもの病気と
ホームケアBOOK

私はどこで生きていけばいいの？

相続手続支援センター

キャトリン・モラン

チェルシー・クリントン

チェルシー・クリントン

ローズマリー・マカーニー

ジェニファー・サームズ

ディーン・ロビンズ

… 寄贈図書 …

リヒテルズ直子
0歳からはじまるオランダの性教育

世界にひかりをともした
13人の女の子の物語
夢をあきらめなかった
13人の女の子の物語

新着図書リスト 
9 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。 
 

静岡市女性会館 図書コーナーだより vol.171 
 

発行日：2018 年 9 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 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 

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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