
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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☆ 

女性と仕事 

今月のおすすめ 
◆◆◆NEWS◆◆◆ 

 

 

 

 

 

 

「育休復帰ハンドブック」 

ができました！ 

 

 

性教育の本 

特設展示しています 

「よりよく生き延びる」を読んで心に残った言

葉 

よりよく生き延びる 
         －3.11と男女共同参画センター 

せんだい男女共同参画財団編 
新潮社図書編集室  新潮社（367.2123） 2017年 

本書は、東日本大震災を経験した仙台市男女共同参画推進センタ

ーの取り組みの記録である。震災後に開設した「女性の悩み災害時緊

急ダイヤル」、市民団体と始めた洗濯ボランティア「せんたくネット」、支

援から忘れられがちな 10代女子のための「ガールズプロジェクト」など果

敢な取り組みの経緯と成果が紹介されている。 

災害時には「男女共同参画」は後回しにされ、女性の困難はますます

見えにくくなってしまうことに職員は危機感を持ったという。センターが日

頃から声なき声の中からニーズを掘り起こし、事業を行っていることは一

般には知られていない。外部からは「なぜ男女共同参画センターが被災

女性の支援をするのか」と説明を求められたり、支援活動に対して「ニー

ズが本当にあるのか」と聞かれたりしたという。 

一般には直接支援に目が向きがちだが、センターでは支援の輪を広

げることこそ自分たちの役割と考え、支援者の支援や間接支援に力を注

ぐと決めた。実際に支援された人が支援する側に立って力を取り戻した

例もあり、女性たちに自分の持つ力を自覚する機会をつくることを意識し

たという。 

震災前から仙台市で開催が決まっていた「日本女性会議 2012」で

は、大災害を通して、女性自身が『きめる』ことの重要性、女性自らが『う

ごく』ことの必要性を痛切に感じ、テーマとした。災害は 

いつ、どこで起こるか分からない。当館もいざという時に

男女共同参画施設としての役割をどう果たしていけば

良いのか、そのためには平時から何をすべきかを考え

ながら読んだ。本書をきっかけに、女性会館の事業に

も関心を持っていただけたら幸いである。（谷口年江） 

 

 

 

あの地震の揺れを経験しただけで、それは被災以外の何ものでもな

いはずなのに。建物やものが壊れることだけが被災なのでしょうか。 

◆◆◆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◆◆◆ 
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図書コーナーでは、「どうす

る？子どもへの性教育」と冠して、

性教育の本を展示しています。と

くに絵本や児童書を中心に、性

や性教育について学んだり考え

たりできる本を集めました。TV 番

組の特集で取り上げられていた

本も展示貸出しています。 

夏休み、親子で性について話

してみませんか？ 

しずおか女子きらっ☆ 

ブランドパネル展 

図書コーナー入口付近のお

知らせコーナー台上に、平成

28、29年度の「しずおか女子きら

っ☆ブランド」認定商品を紹介す

るパネルを展示しています。女

性のアイデアから生まれたステキ

な商品の数々をご覧ください。 

現在、静岡市では、第 3 回「し

ずおか女子きらっ☆ブランド」商

品を募集中です。 

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 8 月 29 日（水）放送！ 

 

インターネットラジオ QR コード⇒ 



21世紀の女性と仕事 
大沢真知子（366.38） 

左右社 2018 年 

 

 

 

アメリカでは 1970 年代～80 年代に、家庭も仕

事も両立させる女性が増える「静かな革命」が

起こり、のちに他の先進国に広がりました。現

在、日本でも働く女性は増えましたが、育児と

の両立は難しく、離職後のキャリアは築きにく

いまま。また、諸外国に比べて女性の管理職は

非常に少なく、シングルマザーの貧困など、格

差は拡大しています。それはなぜなのでしょ

う？この本は、様々なデータを基にそれを解明

しています。「女性と仕事」について知り、考

えるためにおすすめの一冊です。（田嶋） 

 

 

女性社員のやる気を引き出す 

セルフ・エスティーム 
堀井紀壬子（336.4） 
幻冬舎メディアコンサルティング  

2017 年 

 

セルフ・エスティーム（自尊感情）とは「他人と比較

せず、自分の可能性を信じよう」ということです。企

業が生産性や競争力を高めるために推進する、

ダイバーシティ（多様性）とインクルージョン（受容）

の前提として必要なものである、と著者は説いて

います。セルフ・エスティームが高い女性は、「仕

事に前向き」「定年まで働くつもり」「管理職志向が

ある」「結婚後の就労意識が高い」などの特徴があ

ると分析しています。自身のセルフ・エスティーム

度を測る質問と高めるためのエクササイズが紹介

されているので、トライしてみてください。（石割） 

 

働き女子が輝くために 

２８歳までに身につけ 

たいこと 
漆 紫穂子（159.4） 
かんき出版 2017 年 
 

社会が女性に求める期待や役割が変化してきた

現代、若い女性が能動的に人生を切り開き、自分

らしい働き方や生き方をするための方法が紹介さ

れています。なりたい自分になるために「まずは

5％変えてみる」、自分を高めるために「過去の自

分のなかにもロールモデルはある」などの具体的

なアドバイスや、人間関係の悩みや仕事上の不

満に対する対処方法など、事例を挙げて紹介して

います。ライフデザイン教育で注目の学校経営者

の著者が、年齢、性別を問わず、働く人へ本音で

語る応援メッセージです。（狩野） 

 

 
 

 

 

 

 

女性リーダーのための！ 

感情マネジメントスキル 
折戸裕子（336.3） 

すばる舎 2018 年 

 

 

リーダーの役割はチームに関する「責任」と「決

断」。女性の強みは、相手の表情や感情を「読む

力」、マルチタスクスキル、コミュニケーションスキ

ルなのだそうです。リーダーには自分や相手の感

情を察知して整理してコントロールする「感情マネ

ジメント」が必要です。いかに読んで導くか、「自分

なりのリーダーシップを見つければよい」と著者は

言います。自分自身のクヨクヨ、部下に任せるハラ

ハラ、上司に対するドキドキなどの感情をいかにコ

ントロールするか。職場だけでなく家庭やその他

の場面でも応用できそうです。（遠藤） 

 

 

『女性はなぜ活躍できないのか』 

大沢真知子（366.38）東洋経済新報社 2015年 

 

『「女性にやさしい」その先へ』 

AERA 編集部・大沢真知子/編著（366.38）朝日新聞

出版 2016年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

『キャリア・マネジメントの未来図 ダイバーシ

ティとインクルージョンの視点からの展望』二神枝

保・村木厚子/編著 (366.29) 八千代出版 2017年 
 

『なぜか女性が辞めない小さな会社の人事評価

の仕組み』山元浩二 (336.4) 日経 BP 社 2017年 

 

山元浩二(336.4) 日経 BP社 2017年 
 

 

 

 

『女子学生のキャリアデザイン』野村康則/編著 

竹内雄司ほか （377.9） 水曜社 2017年 
 

『仕事も私生活もなぜかうまくいく女性の習

慣』麓 幸子 日経ＢＰ総研マーケティング戦略研究所/

編 （159.4） 日経ＢＰ社 2017年 

 

 

『女性リーダー4.0 新時代のキャリア術』 

坂東眞理子 （336.3） 毎日新聞出版 2016年 
 

『「あの人についていきたい」といわれる 一生使える

「女性リーダー」の本』山本幸美 （336.3） 大和出

版 2015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 女性と仕事 



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 67 話

みずほさんの話は
ひとまず終わり、
新しい物語が
始まります。

またね♪

①

③

その中のひとつ、 「アイセル女性カレッジ」。
これは、 静岡市が “地域においてリーダーとして
活躍できる女性の人材育成” を目的として
立ち上げたものです。

「女性カレッジ」
だって

「女性
　カレッジ」？

第 1期は
平成７年９月～平成９年３月の１年半。
３５人の女性が、 前半は座学で学び、
後半はグループワークを行い、
自ら決めたテーマに取り組みました。

④

静岡市女性会館は、
「誰もがイキイキと暮らせる男女共同参画社会」
を目指して、 講座などを企画しています。

②

第 7期からは 「男女共同参画
フォーラムしずおか」 が指定管理者
として女性会館の運営を委託され、
「アイセル女性カレッジ」 も
引き継ぎました。

⑤

がんばろー！

そこで、 第１１期からは
「働くこと」 をテーマに据えて、
約半年間の講座に短縮、
今に至っています。

⑦

平成 29 年には第 14 期の女性カレッジ
が終了し、 全期合わせて
のべ 278 人の修了生を輩出しています。

子どもがいても

　転勤族でも

　何歳だって

　私らしく働く！

キャリアデザイン

ハンドブック

戦略的キャリア形成

　プロジェクト

～私の課題を解決する 9日間～

報告書

育 休復帰
ハンドブック

⑧

それぞれ
報告書が
あります。

働く女性が確実に増えている今、
結婚し、 子どもが生まれても
働き続けられる環境が
求められています。

⑨

けれど、 働き続けるための
制度や、 保育や職場の環境、
男女共同参画の意識は
まだ十分とは言えず…

⑩

しかし、
働く女性が増えてくると、
長期に参加することが難しい人も
多くなりました。

⑥



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料名 著者名 資料名 著者名
請求記号 請求記号

《哲学》 《科学・医学》

フェミニストカウンセリング研究 司馬　理英子

　vol．15　2017 146.8 493.73

ハッピーシニアの参考書 河村　都 159.79 《生活・育児》

《歴史・伝記》 マンガでやさしくわかるパパの子育て 小崎　恭弘 599

Beyond　the　Label 《文学》

日本のヤバい女の子 はらだ　有彩 910.2

289.3 石牟礼道子

《法律・経済・社会》 　さよなら、不知火海の言魂 910.268

女は「政治」に向かないの？ 秋山　訓子 312.1 みなさんの爆弾 朝比奈　あすか 913.6

性暴力被害者の法的支援 性暴力救援センター キリの理容室 上野　歩 913.6

大阪ＳＡＣＨＩＣＯ 持たざる者 金原　ひとみ B913.6

326.3 ロンリネス 桐野　夏生 913.6

心が軽くなる！気持ちのいい伝え方 森田  汐生 万引き家族 是枝　裕和 913.6

　「アサーティブ」な表現で人生が変わる! 361.454 選んだ孤独はよい孤独 山内　マリコ 913.6

＃社会保障、はじめました。 猪熊　律子 364.021 工場のおばちゃん　あしたの朝子 山口　恵以子 B913.6

働き方と年収の壁の経済学 石塚　浩美 366.38 跳びはねる思考 東田　直樹

《女性・男性問題》 　会話のできない自閉症の僕が考えていること B914.6

女性の暮らしと生活意識データ集 新しい名字

　2018-2019 R367.1 　ナポリの物語　2 973

須賀　朋子 《子どもの本・絵本》

367.3 篤姫 加来　耕三

虐待・親にもケアを 森田　ゆり 　コミック版日本の歴史　64 289

　生きる力をとりもどすMY　TREEプログラム 367.6

定年準備 楠木　新 367

　人生後半戦の助走と実践 367.7 えがしら　みちこ

《福祉・教育》 E

ヤングケアラー 澁谷　智子 《行政資料》

　介護を担う子ども・若者の現実 369 シングルペアレント101

複合介護 成田　光江 1-D

　家族を襲う多重ケア 369 男女共同参画と災害・

福祉が壊れる 杉山　博昭 369.021 復興ネットワーク

鈩　裕和

369.26 16-M

子どもの貧困 渡辺　由美子

　未来へつなぐためにできること 369.4 はあもにい 45-A

身近な人に介護が必要になったとき
の手続きのすべて（備えて安心）

離婚を考えるお母さんに贈る
  プレ・シングルマザー手帖

あのねあのね

平成29年度  事業概要

エレナ・フェッランテ

熊本市男女共同参画センター

　「こうあるべき」の先にある、
　自分流リーダーシップと成功の形

サッサ・ブーレグレーン

　性的自己決定権・性的人格権の
　確立に向けて

保育士、教師がDV被害を受けた
親子を理解するための本

北欧に学ぶ小さなフェミニストの本

わたし、ADHDガール。
恋と仕事で困ってます。

世界と日本における災害レジリエンス
を高める合意形成プロセス
～多様性とジェンダー視点から～

報告書

日本フェミニストカウンセリング学会

モーリーン・シケ

新着図書リスト 
8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 8 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。 
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