
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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☆ 

カラダとココロ 

今月のおすすめ 
◆◆◆NEWS◆◆◆ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

「この本いいね！」 

ご覧ください 

『オレは絶対にワタシじゃない』を読んで心に残った言葉 

オレは絶対にワタシじゃない  
トランスジェンダー逆襲の記  

 

遠藤 まめた 著  はるか書房（367.9） 2018年 
 

著者の遠藤まめたさんは、トランスジェンダーの社会活動家。LGBT
などのセクシュアル・マイノリティの子どもや若者支援に関わっている。

セクシュアル・マイノリティとは、現在の社会のなかで「これが普通」「こう

あるべき」だと思われている「性のあり方」に当てはまらない人たちのこと

を、まとめて指す総称のことだ。一般的には同性にひかれる人たちは人

口の 3～5％ぐらい存在するらしい。これは「左利き」の人たちと同じくら

いの確立である。 
マイノリティをテーマにした本は、ともすれば「多数派が理解を深める

ために」みたいな体裁になりがちだけど、この本は読者が知らず知らず

のうちに「自分もマイノリティかも…」と思い始め、なんらかの巻き添えを

食らうことを目的とした本である。別に LGBT じゃなくても、私たちはひと

りの人間である限りは、どこかマイノリティの部分を抱えている存在だと

筆者は言う。 
一人ひとりが生きやすい社会が実現するためには、どうすればいい

のか。私たちにできることは何か。マイノリティであってもなくても、「差別

的」とおぼしきものには日ごろから NO を言える自分であることだと、本

書を読んで心から思った。 
静岡市女性会館では、12 月 1 日（土）に、 

「LGBT/多様な性と子どもたち」と題して、

著者の遠藤まめたさんの講演会を開催す

る。「多様な性」についての基礎的な知識

や LGBT の人たちが置かれた状況につい

て知りたいと思った方はぜひ講座で一緒に

考えてほしい。（井藤喜美江） 
 

 

変えたいなら、まずは今あるものの勉強から。未来は、これから。 

◆◆◆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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読書の秋です。 
図書の貸出時にお渡しする返

却期限票に、読書後の感想を書い

ていただく欄「この本いいね!」があ

ります。利用者のみなさんから今年

もたくさん感想をいただきました。

カウンター横の掲示板に、本の表

紙のコピーを添えて掲示します。 
「この本いいね！」を読んで、本

選びの参考にしてみませんか？ 

読書後にはぜひ感想をお寄せくだ

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。 

10 月 31 日（水）放送！ 
インターネットラジオ QR コード ⇒ 

10 月 29 日（月）は 

図書整理日のため休室します 

 
図書コーナーは、10 月 29 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。 
 

 
いいね！ 

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

10月
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乳がんと生きる  
ステージ 4 記者の「現場」 

毎日新聞生活報道部（495.46）  

毎日新聞出版 2016 年 

 
 
ステージ 4 の乳がんを患った記者の闘病、社会復帰

後の日々を綴った第1章と、乳がんと診断されたサバ

イバー中心に、乳がんに関する現場の取材内容を紹

介した一冊。さまざまな治療法、患者や家族が抱える

悩み、医師や医療従事者の葛藤、支え、支えられる

関係、仕事の場における支援や無理解など、乳がん

と向き合い自分らしく生きるための情報がまとめられ

ています。用語の解説も随所にあり、巻末には知って

おきたい「乳がん」の基礎知識も掲載。11 人にひとり

がかかるという乳がん、怖がらずに正しい情報を得た

いと思います。(狩野) 

 

 

保健室と社会をつなぐ  
本当の育ちと学びの場 

香山リカ 著 

『保健室』編集部/編 

（374.9）本の泉社 2017 年 
 

保健室で身体の不調を訴える子どもたち。その背

景には、社会的な問題が隠れていることがありま

す。例えば、子どものむし歯が減少する一方で、

多数ある子どもも一定数おり、そこには「経済的格

差」等の問題が。また、ヘイトスピーチを見た子ど

もがショックを受けることもあり、そこには「多文化

社会の差別やいじめ」があるのです。著者は精神

科医としての経験から、養護教諭に「自分のコン

ディションに気をつけながら、保健室の窓から世

の中を見渡してみて」と語りかけます。つらい立場

の人に寄り添いながら、社会の問題に気づかされ

る本です。（田嶋） 

 

わたしの主人公はわたし 
他人の声に振りまわされない 

生き方 

細川貂々（498.39） 

平凡社 2017 年 
 

子どもの頃から自分のことが大嫌いで「どうせ私な

んてダメ」というネガティブ思考の持ち主だった著

者が、他人の声に振り回されず自分を認めて好き

になり「生きづらさ」から抜け出すコツを綴ったエッ

セイです。自分の考えをきちんと持つように心掛け

ることが大事ですが、「自分はこうしたい」がいつの

間にか「こうするべき」に変わってしまい、がんじが

らめになりがち。「べき」と「絶対」が頭に浮かんで

来たら、思考を一旦停止する、というところが印象

に残りました。（石割） 

 

 

 
 

 

 
 
 

0 歳からはじまる 

オランダの性教育 

リヒテルズ直子（372.359）  

日本評論社 2018 年 
 

 

オランダでは性についてオープンに語られ、避妊具

も入手しやすいにも関わらず、10 代の性交渉体験率

が低いのだそうです。セクシュアリティやジェンダー、

性の多様性の教育が幼いころから行われているから

だと著者は言います。保健衛生面とともに、他者の心

身を傷つけないよう欲望をコントロールする方法、友

情や愛情の育て方、価値観の異なる他者の尊重など

を、人権教育の一部として学ぶのです。「小さいとき

から一貫して『ノー』と言うことの大切さを教えるのは、

子ども自身が嫌なことを強制されたときに拒否する

力、自分でボーダーラインを決める力を養うため」と

いう一節に深く共感しました。（遠藤） 
 

 

 
『ウルトラ図解 乳がん 最新の正しい知識で不安

を解消』斉藤光江/監修 （495.46） 法研 2017 年 
 
『女性ホルモンの教科書 わたしのカラダは、私が

守る』黒住紗織・佐田節子/著 日経ヘルス/編 （495）  
日経ＢＰ社 2016 年 
 

  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
    
 
 
 

 

『ルポ 保健室 子どもの貧困･虐待･性のリアル』
秋山千佳 （374.9） 朝日新書 2016 年 
 
『保健室の恋バナ+α』 
金子由美子 （K152） 岩波ジュニア新書 2016 年 
 
 

 

 
『「ダメな私」に○(マル)をする』 
香山リカ （143.5） 中央法規出版 2012 年 
 

『女性のからだとこころ 自分らしく生きるため

の絆をもとめて』内田伸子/編著 （367.2） 金子書房 

2012 年 
 

 
『こんなに違う！世界の性教育』 
橋本紀子/監修 （367.9） メディアファクトリー 2011 年 
 
『教科書にみる世界の性教育』橋本紀子・池谷寿

夫ほか/編著 （372） かもがわ出版 2018 年 
 

☆もっと読みたくなったら☆ 

今 月 の 特 集 カラダとココロ 

☆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☆ 



ジリリリリリ………

えへへへ

すごいねー

愛ちゃん

④

えっ ?!

ジリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリ……

違う！
目覚まし！

高校時代の

夢なんて

見てた。

あああ…眠い…

育休から復帰して
２か月。

ジリリリリリリリリリリリリリリリリ・ 運良く娘の葵を
近くの保育園に入れる
ことができたけど、
朝の忙しさには
まだ慣れない。

朝ごはんに
お弁当…

えっと、
朝ごはんは昨日多めに
作ったお味噌汁と

あとは
おむすびと
卵焼き…

あ、授業終わりの

ベルかな…？

今度もテストの結果が

良くてよかった～ 止まらない…

それにしても

長いベル…

パパー

シーッ

よく寝てるなあ。 昨日も残業で遅かったもんね。 もう少し寝かせてあげようかな…

ママ～

お弁当は
冷凍しておいたのを
チンして…

ママ

わっ、

早い！

あっ、葵！
起きたの？
今日は早いね。

はーい。
葵、おはよー。

お顔
洗って
こようね。

龍一、
やって
くれない
かなー

あー、
朝食と保育園の支度がー。

つづく

69

小瀬戸　愛の場合

夫の龍一 娘の葵

育休カレッジ卒業生の

①

期末試験

返すぞー！

②

今回も 1位は

折戸　愛！

③

⑤
⑥ ⑦

⑧ ⑨ ⑩ ⑪

⑫ ⑬ ⑭ ⑮

⑯

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



   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料名 著者名 資料名 著者名

請求記号 請求記号

《哲学》 ブラック校則 荻上　チキ
不道徳お母さん講座 堀越　英美 　理不尽な苦しみの現実 内田　良 375.2

親の葬儀・法要・相続の安心ガイドブック 中村　麻美
150.21 　最新版 385.6

女性の「定年後」 香山　リカ 《科学・医学》
　何をして、何をしないか 159.6 私たちは生きづらさを抱えている 姫野　桂

《歴史・伝記》
ヘン子の手紙 伊藤　のりよ 493.76
　発達障害の私が見つけた幸せ 289.1 選べなかった命 河合　香織

《法律・経済・社会》 　出生前診断の誤診で生まれた子 495.6
女は「政治」に向かないの？ 秋山  訓子 312.1 《芸術》
＃黙らない女たち 李　信恵 マリコ、うまくいくよ 益田　ミリ 726.1

上滝　浩子 大野　芳
316.81 769.1

女性の視点で見直す人材育成 中原　淳 女性アスリートの教科書 須永　美歌子
　部活女子からトップ選手まで 780.19

336.4 《文学》
総介護社会 小竹　雅子 「ふつうのおんなの子」のちから 中村　桂子
　介護保険から問い直す 364.4 　子どもの本から学んだこと 909.04
女性と求人情報 渡邉　嘉子 鏡の背面 篠田　節子 913.6

私が誰かわかりますか 谷川　直子 913.6
366.21 家出ファミリー 田村　真菜 913.6

働く女性ほんとの格差 石塚　由紀夫 366.38 三千円の使いかた 原田  ひ香 913.6
《女性・男性問題》 彼女は頭が悪いから 姫野　カオルコ 913.6

〈女子力〉革命 萱野　稔人 戦中・戦後の暮しの記録
　人生100年時代を生きぬくために 367.1 　君と、これから生まれてくる君へ 916

小川　たまか 《子どもの本・絵本》
367.1 君だけのシネマ 高田　由紀子 913

イザベル・アタネほか エイミ・ポロンスキー
367.2 933

百年の女 酒井　順子
　『婦人公論』が見た大正、昭和、平成 367.21 《法律・経済・社会》
男女共同参画白書　平成30年版 キャリア・デザインと子育て 石井  クンツ  昌子
　走り出せ、性別のハードルを越えて、今 R367.21 　首都圏女性の調査から 366.38
少子化社会対策白書　平成30年版 内閣府 R369.4 《女性・男性問題》
オレは絶対にワタシじゃない 遠藤　まめた 戦争と性暴力の比較史へ向けて 上野  千鶴子
　トランスジェンダー逆襲の記 367.9 蘭  信三ほか編著
性教育はどうして必要なんだろう？ 浅井　春夫ほか 367.2

「子なし」のリアル 奥平  紗実 367.21
367.99 《福祉・教育》

《福祉・教育》 ママたちを支援する。ママたちが支援する。

子どもの「今」を護れるか 前原　寛
　待機児童問題から見える社会の姿 369.42 369.4
学校に行きたくない君へ 全国不登校新聞社 《文学》
　大先輩たちが語る生き方のヒント。 371.42 降り積もる光の粒 角田　光代 914.6

　包括的性教育をすすめるための
　50のQ＆A

　発達障害じゃない人に伝えたい
　当事者の本音

ロダンを魅了した幻の大女優
マダム・ハナコ

ぼくがスカートをはく日

… 寄贈図書 …

　私たちはなぜ母性と自己犠牲に
　感動するのか

　インターネット上のヘイトスピーチ・
　複合差別と裁判で闘う

　だれもが働きやすい「最高の職場」
　をつくる

　女性活躍の時代に向かって
　1868-2018

「ほとんどない」ことにされている側
から見た社会の話を。
地図とデータで見る
女性の世界ハンドブック

　Toward a Comparative History of
　Sexual Violence and War

ふらっとスペース金剛
　「ふらっとスペース金剛」を立ち上げた

　女性たち

トーマツイノベーション

内閣府男女共同参画局

新着図書リスト 
10 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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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 
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