
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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☆ 

女性に対する暴力 

今月のおすすめ 

◆◆◆NEWS◆◆◆ 

 

 

 

 

 

 

「育休復帰ハンドブッ

ク」 

ができました！ 

 

 

11 月 12 日～25 日は 

「女性に対する暴力を 

なくす運動期間」です 

「北欧に学ぶ小さなフェミニストの本」を読んで心に残った言葉 

北欧に学ぶ小さなフェミニストの本 
サッサ・ブーレグレーン 作 枇谷玲子 訳 岩崎書店（K367）2018

年 

 

主人公は、スウェーデンの10歳の少女エッバ。エッバを中心に集まった女

の子、男の子がフェミクラブ（フェミニストクラブ）を作り、ジェンダーから生まれ

る日常の不平等や生きづらさについて考え、何ができるかについて考えてい

きます。 

フェミクラブのメンバーは、皆でルールを考えました。「周りの期待に応える

ことばかり考えちゃあいけない、他人からどう思われるかばかり気にしない。

ありのままでいよう。自分の気持ちに正直になろうよ。したい格好をしよう。そ

れに他の人も自由にしてあげるんだ」。 

「どうして世界の大事なことを決めるのは、スーツ姿のおじさんばかりな

の？」「ノーベル賞の授賞者は、どうして女性が少ないの？」「誰のためにお

化粧をするの？」。こうしたエッバの質問に、いつの間にか私も本の中の会

話に入り込み、一緒にジェンダーについて考えていました。 

エッバとおばあちゃんとの会話を通して、女性の権利の歴史、選挙権につ

いても知ることができます。今当たり前だと思われている権利は簡単に手に

入れたものではなく、女性運動家たちがフェミニズム運動の戦いの中で勝ち

取ってきたことが語られています。バレエダンサーになりたい男の子は、女の

子より勇気が必要なことや、父親も子育てに関わる権利があることなど、男性

の生きづらさについても触れています。 

権力を持った側が誰かを抑圧していることについて、 

ノルウェーの心理学者ベリット・オースの 6 つの支配の

手口を紹介しています。児童書ですが、挿絵は子ども

用という感じではなく、甘すぎません。内容も整理され

ていて読みやすく、大人が読んでもジェンダーや男女

平等について学べる本だと思いました。（杉本規子） 

 

 

シモーヌ・ド・ボーヴォワール著『第 2の性』より 

「人は女に生まれるのではない、女になるのだ」 

 

 ◆◆◆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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配偶者等からの暴力、性犯罪、売買

春、セクシャル･ハラスメント、ストーカー行

為や人身取引などの、女性に対する暴力

は、女性の人権を侵害するものであり、決

して許される行為ではありません。 

 

 

 

 

静岡市女性会館では、この運動期間に

合わせてキャンペーンを実施します。 

 

①Purple Ribbon Dance Festival 

パープルリボンダンスフェスティバル 

 

 

 

子どもから大人までのダンスチームが、世

界中で踊られている暴力防止キャンペー

ンのテーマダンス「Break the Chain」を中

心にダンスを披露します。 

 

②パープルリボンツリー、キルト、ポ

スター等の展示 

2 階ギャラリー、1 階図書コーナー掲示板

に展示。併せて、図書コーナーの特設コ

ーナーでは、DV 関連の図書や資料を紹

介します。 

皆様のご来館をお待ちしています。 

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。 

11 月 28 日（水）放送！ 

 
インターネットラジオ QR コード⇒ 

11月 23日（祝）13：30~16：00 

アイセル 21 1階ホール 

 



さらさら流る  
柚木麻子（913.6）  

双葉社 2017 年 

 

 

 

「リベンジポルノ」を描いた小説です。28 歳の菫

は、学生時代の恋人光晴に撮影を許した裸の写

真が、ネットにアップされていることを偶然発見しま

す。複雑な家庭に育った光晴は、大らかで温かい

家族や友人に囲まれて育った菫に、羨望と嫉妬の

入り混じった複雑な思いを抱いていたのでした。

菫は家族や親友に事実を打ち明け、彼らに支えら

れながら自分の本来の姿を取り戻していきます。

「菫は恐怖と向き合い、問題を可視化した。助けを

求めて、それを処理し、自分と切り離して整理して

いくことを学んだ」という文章に、作者のメッセージ

が読み取れました。（遠藤） 
 

「ほとんどない」ことに

されている側から見た

社会の話を。 
小川たまか（367.1） 

タバブックス 2018 年 

 
性暴力、痴漢犯罪、ジェンダー格差、女性蔑視な

どの問題を提起する本著は、性犯罪被害者が置

かれている厳しい状況についてページを割いて

います。昨年性犯罪刑法が改正され厳罰化され

ましたが、改善されない矛盾点、性犯罪の加害者

が逮捕されても不起訴となる多くの事例などを、鋭

い視点で解説。社会の無知、無関心が根底にあ

ることも訴えています。個人のみならず社会にとっ

ても重大な問題が議論も深まらず軽視され、被害

者は「ほとんどない」ことにされ声を挙げられない

現実に、性犯罪問題の深刻さと情報発信の重要

性を痛感しました。（狩野） 
 

彼女は頭が悪いから 
姫野カオルコ（913.6） 

文芸春秋 2018 年 
 
 
 
2016 年に起きた 5 人の東大生による女子大生へ

の強制わいせつ事件から着想を得た小説。ごく普

通の家庭に育ち、女子大に通う神立美咲と、恵ま

れた環境に育った東大生の竹内つばさは、淡い

恋に落ちます。それがなぜ、このような事件に至

り、被害者が「東大生の将来に傷を付けた勘違い

女」とバッシングされたのか。そこまでに至るそれ

ぞれの生活や思いを丁寧に描くことでえぐり出さ

れた、優越感から生じる傲慢さ、他人の思いへの

無関心…小説だからこそ伝えられるものがここに

あります。（田嶋） 
 

 

 
 

 

 
 
 

女性学 2017 Vol.25 

特集 暴力・家族をめぐる政策の

展開と社会変容―ジェンダーの

視点から 

日本女性学会学会誌 25 号編集委

員会/編（367.2）日本女性学会

2018 年 
 

冒頭の特集で 3 人の論文を紹介。遠藤智子「政

策形成と私たちの意見反映」では、DV 法制定、

改正を経ても女性に対する暴力被害者支援が先

進諸国に比べて 50 年遅れている要因として、「女

性議員が少なすぎて、ジェンダー課題が前進しな

い」ことを挙げています。北仲千里論文でも、この

20 年で性暴力問題対応の制度化が進んだが、対

策はまだまだだと指摘。DV、セクハラ、ストーカー

が別々の法で、対応する機関も別々なので「総合

的・包括的な支援が提供できていない」と論じて

います。「性暴力ワンストップセンター」の広がりが

望まれます。（石割） 

 

 

 
『リベンジポルノ 性を拡散される若者たち』 
渡辺真由子 （367.9） 弘文堂 2015 年 
 
『BUTTER』 
柚木麻子 （913.6） 新潮社 2017 年 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
    
 
 
 
 
 

 

『13 歳、「私」をなくした私 性暴力と生きるこ

とのリアル』 山本潤 （916） 朝日新聞出版 2017 年 
 
『愛を言い訳にする人たち ＤＶ加害男性 700

人の告白』 山口のり子 （367.1） 梨の木舎 2016 年 
 
 

 

 
『説教したがる男たち』 
レベッカ・ソルニッ ト （367.1） 左右社 2018 年 
 

『ブラックボックス』 
伊藤詩織 （916） 文芸春秋 2017 年 
 

 
『女性に対する暴力に関する立法ハンドブック』
国連経済社会局女性の地位向上部 (367.2) 信山社 

2011 年 
 

『性暴力被害者の法的支援』性暴力救援センター･

大阪 SACHICO/編 (326.3) 信山社 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 女性に対する暴力 



何だろう？
何か
やっちゃった
かなー？

第　話70

龍一！
パン焼けてるよー

うわ、
あまり
食べる時間が
なくなったな。

ごめん！
皿洗う時間ない。 私が

食洗機
入れとくから。

あ、 あと 5 分だよ！

葵、
行ってきます♡

それじゃ
オレ先に行くから！ ふ―――…

あっ、
連絡帳に
まだ書いてなかった！

さ、 私たちも
着替えて行こうね。

こうしてまた
一日が始まるのです。

小瀬戸さん
おはよう！

おはよう
ございます！

私の会社は
このビルの７階。

会社に着くと
自然に背筋が
シャキッとする。
この感じが好き！

さあ、
まずメール
チェックして、
急ぐものに
返信して…

小瀬戸さん、
課長が
会議室に
来るようにって。 あ、

ハイ！

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 つづく

① ② ③

④ ⑤ ⑥ ⑦

⑧ ⑨ ⑩

⑪ ⑫ ⑬ ⑭

共働きの

小瀬戸家の朝は

大忙し。



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料名 著者名 資料名 著者名
請求記号 請求記号

《総記》 《生活・育児》
家庭通信社と戦後五〇年史 関根　由子 共働き夫婦お金の教科書 山崎　俊輔 591
　『生き路びき』と女性の生き方 070.19 《産業》

《哲学》 農家女性の戦後史 姉歯　曉
川崎　貴子 　日本農業新聞「女の階段」の五十年 611.921

159.4 《文学》
《法律・経済・社会》 書店ガール　7　旅立ち 碧野　圭 B913.6
闘うフェミニスト政治家 進藤　久美子 向日葵のある台所 秋川　滝美 913.6
　市川房枝 312.1 対岸の家事 朱野　帰子 913.6
日本型組織の病を考える 村木　厚子 361.6 沖田　×華 原作
フェミニスト・ファイト・クラブ ジェシカ・ベネット 橘　もも 著 B913.6
　「職場の女性差別」サバイバルマニュアル 366.38 四十歳、未婚出産 垣谷　美雨 913.6

《女性・男性問題》 たそがれてゆく子さん 伊藤　比呂美 914.6
女性の権利宣言 シェーヌ出版社 小手鞠　るい
　ビジュアル版 367.1 望月　衿子 914.6
WORK　DESIGN イリス・ボネット 《子どもの本・絵本》
　行動経済学でジェンダー格差を克服する 367.1 わたしが少女型ロボットだったころ 石川　宏千花 913
女たちの精神史 伊藤　由希子 ビター・ステップ 高田　由紀子 913
　明治から昭和の時代 367.21 神様のプレゼント 菊武　由美子 E
女性白書 まゆとかっぱ 富安　陽子 E
　女性の人権と憲法-改憲の動きの中で R367.21 ハイロ・ブイトラゴ
毒親サバイバル 菊池　真理子 367.3 E
ルポひきこもり未満 池上　正樹 アンドレア・ベイティー
　レールから外れた人たち 367.7 E

ナディーヌ・カッタンほか 《行政資料》
367.9

《福祉・教育》
隠れ保育料を考える 田中　智子ほか 0-J
　子育ての社会化と保育の無償化のために 369.42
いじめを生む教室 荻上　チキ 子ども未来課 1-E
　子どもを守るために知っておきたいデータと知識 371.42 静岡市子ども・若者
前川喜平　教育のなかのマイノリティを語る 前川　喜平ほか 支援地域協議会

372.107 1-Z
女の子の「自己肯定感」を高める育て方 吉野　明
　思春期の接し方が子どもの人生を左右する！ 379.9
結婚が決まったら親が読む本 篠田  弥寿子 《科学・医学》

385.4 研究所 598.3
《科学・医学》 《芸術》
性とジェンダー まんが  アフリカ少年が日本で育った結果 星野  ルネ 726.1
　個と社会をめぐるサイエンス 491.35 《文学》
50歳からの婦人科 松峯　寿美 青冰　　小川国夫の周辺 竹内  凱子 910.268
　こころとからだのセルフケア 495.13 33年後のなんとなく、クリスタル 田中  康夫 B913.6

地図とデータで見る
性の世界ハンドブック

　高校中退・夜間中学・外国につながる

　子ども・LGBT・沖縄の歴史教育

いっしょにかえろう

ひきこもり女子会
　シリーズ　わたしたちの生存戦

プラットフォームフォーラム
  男女共同参画を目指すＮＰＯと
　指定管理者制度

フォーラムしずおか

しずおかし子育てハンドブック
静岡市子ども未来局

私たちが仕事をやめてはいけない
５７の理由

せかいはふしぎでできている！

日本婦人団体連合会

日経サイエンス編集部

… 寄贈図書 …

早く気づいて、ゆったり育てる
１・２・３歳のからだケア

クレヨンハウス総合文化　知らなかったじゃすまされない、
　親の大切な役割とマナー

小説透明なゆりかご　上

働く女性に贈る27通の手紙

NPO法人男女共同参画

　ひきこもり・ニート・不登校などの困難を
　抱える子ども・若者の支援のために

新着図書リスト 
11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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