
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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☆ 

2018  

この 1 年を振りかえって 

 

今月のおすすめ 

◆◆◆NEWS◆◆◆ 

 

 

 

 

 

 

「育休復帰ハンドブック」 

ができました！ 

 

 

クリスマス&新春 

福 袋 

『働く女性に贈る 27 通の手紙』 

を読んで心に残った言葉 

働く女性に贈る 27通の手紙   
小手鞠 るい・望月 衿子 著  

産業編集センター（914.6） 2018年 

 

親しい人であるほど電話やメールでの交流が一般的になり、私

の自宅に届くのは企業の DM（ダイレクトメール）ばかり。はがきや

手紙など書面でのやり取りは、年賀状くらいかもしれません。そん

な中で、「27 通の手紙」という言葉に惹かれ、本書を手に取りまし

た。この本は、2 人の著者による手紙での交流がつづられていま

す。私も 2 人の仲間に加わったような気持ちで往復書簡を読み進

めていきました。 

本書は、少女期、思春期、青春期の春の章、就職してから 40代

までの夏の章、40代から 60代までの秋の章と、60代から天寿を全

うするまでの冬の章の 4 章から構成されています。子供を持つ・持

たないの選択についてや、家族や自身の老いと仕事のゴールな

ど、20 歳ほど歳の離れた 2 人が、手紙を通じてお互いの経験を語

り、意見を求め、相手を受け入れるやり取りの中に、読み手が経験

した葛藤
かっ と う

や逡巡
しゅんじゅん

と重なる部分があるように思いました。そして、信

頼のおける相手に自分の話を聞いてもらえることは、とても心地の

いいものであることが伝わってきます。 

この本を通じて、自分の経験も温かく受け入れて 

もらえるような追体験ができました。親しい方からの

手紙を読むような気持ちで読める一冊です。 

（曾我容子） 

そが 

 

 

すぐに相手の反応がなければ不安になりがちな世の中に生

きる私たちにとっては、この「待って熟す」心の交換があること

をときどき思い出すだけでも、救いになるのではないか。 

 

 
◆◆◆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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毎回好評をいただいている

図書コーナーの「福袋」。今年

も 15 日から貸出を始めます。

スタッフがテーマ別に 3 冊選

びました。何が入っているか外

からは分かりません。冬休みの

お楽しみにしていただけたら, 

うれしいです。 
 

※12月 15日から始め、 

新年は 1月末まで 

ご提供します。 

 
HUKU BOOK RO 

福袋 

年末年始の休館と 

返却期限変更のお知らせ 

図書コーナーの年末年始

の休館日は 12 月 28 日（金）

～1 月 4 日（金）です。14 日以

降の貸出は返却期限が 1月に

なります。 

 

 
12月

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

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

2019年1月

女性ニュース 2018 

今年もいろいろな出来事が

ありました。新聞クリッピングの

中から、今年の女性の活躍、

女性をとりまく社会の動きに関

する記事を掲示します。新聞

報道から 1年を振り返ってみて

ください。 

 

 

 



 ☆来年も静岡市女性会館図書コーナーをよろしくお願いいたします☆  

A今年は「＃Me Too」運動で始まったね。 

B  2017 年 10 月ハリウッドの大物プロデューサ

ーによるセクハラや暴行が明らかになり、性暴力

の問題に注目が集まった。米女優のアリッサ・ミ

ラノさんが、同じようにセクハラや性的暴行を受

けたことのある女性たちに「＃Me Too（私も）」と

声をあげるように Twitterで呼びかけことに始まり、

2018年この動きは世界各国に広がったね。 

C 日本でもジャーナリストの伊藤詩織さんが記

者会見で性暴力被害を告発し、2017 年に著書

『ブラックボックス』にその真実を著した。 

D 「＃Me Too」運動の影響か、今年は知られざ

る女性の功績や、ジェンダーに関する子ども

目線の翻訳書が相次いで出版されたね。 

B 『世界を変えた 100 人の女の子の物語』

（エレナ･ファヴィッリ＋フランチェスカ・カヴァ

ッロ）や『世界を変えた 50 人の女性科学者た

ち』（レイチェル・イグノトフスキー）には、私も

知らなかった偉業を成し遂げた女性をたくさ

ん紹介していたよ。イラストも楽しい。 

C 『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』（チェルシー・クリントン）は絵本。作

者は元米大統領ビル・クリントンとヒラリー・クリ

ントン夫妻の一人娘だそうだ。 

D どちらも「『女の子だからだめ』とか『おとな

しく』という言葉には耳を貸さないで、自分の

意思を貫こう」というメッセージが書かれていて、

頼もしい。 

A 幼い時にこういう絵本で育つのと、王子様に幸せにしてもらう

お姫様物語で育つのではその後の人生に差が生まれそうだね。 

C 5 月には「政治分野における男女共同参画推進法」が施行さ

れた。国政選挙と地方議会の選挙で、男女の候補者数をできる

限り均等にすることを目指している。多様な人材が議会に参加し、

より現実に即したきめ細かな政策の実現につながることを期待し

たいね。 

D 『女は「政治」に向かないの？』（秋山訓子）

は朝日新聞政治担当編集委員の著者が野田

聖子、小池百合子、山尾志桜里、辻元清美、中

川智子、高井美穂、嘉田由紀子の 7 人の女性

政治家の生き方を描いている。 

A 女性から共感されるタイプの政治家を取り上げたそうだよ。 

B 図書コーナーでは、初めての試みとして女性会館で活動する

男女共同参画団体による展示を行った。 

D 6 月は「ＬＧＢＴ研究会」が自団体の活動の紹

介と LGBTへの理解を広める展示をした。図書コ

ーナーでも関連図書を展示したよ。 

A 『ぼくがスカートをはく日』（エイミ・ポロンスキ

ー）は学校の演劇で女神の役をやりたい 12 歳の

「ぼく」の物語。 

B 『ちんちんのないお父さん』（川崎和真）は、20

歳の時に女から男になり、妻と 2人の子の 4人家

族をもつ著者の実話。『総務部長はトランスジェ

ンダー』（岡部鈴）の著者はアラフィフでカミングア

ウト。皆、自分らしく生きる道を選んだんだね。 

C  『レインボーフラッグ誕生物語 セクシュアル

マイノリティの政治家ハーヴェイ・ミルク』（ロブ・

サンダース）は絵本。レインボーフラッグはセクシ

ュアルマイノリティの誇りのシンボルとして生まれ、

全世界に広まってその役割を果たしているんだ。 

A  図書コーナーも入口にレインボーフラッグ

を掲げ、支持を示しているよ。 

B  7 月の「プリズムステーション（静岡成人発

達障害セルフヘルプグループ)」による展示は、

今まで訪れたことのない人が見に来られたね。 

C  発達障害の女性は、成人して友人関係、恋

愛、就職などの場面でうまく対応できず悩むこと

が多いと聞いたことがある。 

D 『ＡＳＤ〈アスペルガー症候群〉、ＡＤＨＤ、ＬＤ

女性の発達障害 女性の悩みと問題行動をサポ

ートする本』 （宮尾益知/監修）や『わたし、ＡＤＨ

Ｄガール。恋と仕事で困ってます。』 （司馬理英

子）は、発達障害の女性特有の生きづらさ、自分

にあった対処法や、家庭や職場での適切なサポ

ートの方法を教えてくれる本。 

B  『へん子の手紙 発達障害の私が見つけた

幸せ』（伊東のりよ）や『私たちは生きづらさを抱

えている 発達障害じゃない人に伝えたい当事

者の本音』（姫野桂）も大人の発達障害の理解に

役立ちそうだよ。 

C 11月の「女性に対する暴力をなくす運動」期間

には「サポートしずおか・凛」が、啓発と活動の紹

介の展示を行った。 

D 「パープルリボンダンスフェスティバル」には、老若男女いろん

なチームがダンスを披露し、運動に賛同してくれたよ。 

A これからも、いろいろな悩みや問題を抱える人たちに寄り添い、

解決の手助けになる資料や情報を提供していきたいね。 

誌 上 座 談 会 2018 この 1年を振りかえって 



つづく

第 71 話

育休から復帰して２か月の
小瀬戸さん。
課長から呼び出しが
ありました。

なんだろ？なんだろう？

失礼します。
お、
どうぞ
座って。

忙しいところ
申し訳ないね。

いいえ。

２ヶ月です。

小瀬戸くんは
育休明けて
どれくらいだっけ？

このたびは
育休をとらせていただき、
ありがとうございました。

ご配慮
いただいた
おかげで、
安心して
出産と育児が
できました。

女性の力を
活かして
もらわないとね。

いやいや、
今は育児休暇は
あたりまえだよ。

そのためには
結婚しても
出産しても
働き続けることができる
制度は必要だ。

でも、
君のご主人の会社も
仕事が忙しいだろうから
毎日大変だろう？

はい、 そうですね。

毎日めまぐるしくて

アッと言う間に
過ぎてしまいます。

お子さんが
急に病気になった時などは、
今の部署では
対応が難しいんじゃないか？

君の実家は
伊豆の方だし、
ご主人も県外出身
だから、
簡単に実家を
頼ることも
できないだろう？

え、 いえ、 でも

やっといろいろと仕事を任せられるように
なってきましたし、
今の仕事にやりがいを感じているので…

何だろう？
何が言いたいんだろう？

すみません

確かに…
葵が保育園に
行くようになってから
病気をもらって
くることも増えたから、
これまで２回
急に休ませてもらうことが
あったけど…

① ② ③

④ ⑤ ⑥

⑦
⑧

⑨

⑩ ⑪

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》 女性のがんと外見ケア 分田　貴子

差別の超克 植木　雅俊 　治療中でも自分らしく 494.5

　原始仏教と法華経の人間観 B180 不妊、当事者の経験 竹田　恵子

《歴史・伝記》 　日本におけるその変化20年 495.48

チキンラーメンの女房 安藤百福発明記念館 産婆と産院の日本近代 大出　春江 495.9

　実録安藤仁子 289.1 《芸術》

《法律・経済・社会》 女ですもの泣きはしない 湯川　れい子 764.7

18歳から考える家族と法 二宮　周平 324.6 すきな映画を仕事にして 中野　理惠 778.067

柳原　桑子 不滅のランナー人見絹枝 田中　良子 782.3

324.62 《文学》

働き方改革法 大村　剛史 ことことこーこ 阿川　佐和子 913.6

高　亮 緑の花と赤い芝生 伊藤　朱里 913.6

366.14 たてがみを捨てたライオンたち 白岩　玄 913.6

女子のための「手に職」図鑑 華井　由利奈 ハケンアニメ！ 辻村　深月 B913.6

　一生困らない 366.29 大人は泣かないと思っていた 寺地　はるな 913.6

“介護後”うつ 安藤　和津

366.32 　「透明な箱」脱出までの13年間 916

ジェンダー労働論 川東　英子 《子どもの本・絵本》

　雇用の男女平等をめざす日本と世界 366.38 戦争なんか大きらい！

《女性・男性問題》 　絵描きたちのメッセージ 319

望月　衣塑子 対談 国境なき助産師が行く 小島　毬奈

伊藤 詩織ほか 367.1 　難民救助の活動から見えてきたこと 329

没イチ 小谷　みどり 知っていますか？SDGs 日本ユニセフ協会

　パートナーを亡くしてからの生き方 367.7 　ユニセフとめざす2030年のゴール /制作協力 333

セックスワーク・スタディーズ SWASH いいたいことがあります！ 魚住　直子 913

　当事者視点で考える性と労働 367.9 《行政資料》

カミングアウト ジョン・ブラウン

　LGBTの社員とその同僚に贈るメッセージ 367.9 調和推進室

《福祉・教育》 3-A

阿部　彩

鈴木　大介 368.2 《総記》

「身体（からだ）を売る彼女たち」の事情 坂爪　真吾 グランマの本棚から 山崎  慶子

　自立と依存の性風俗 368.4 　親と子の100冊 019.5

子どもの貧困と食格差 阿部　彩ほか 《歴史・伝記》

　お腹いっぱい食べさせたい 369.4 悠々たるフェミニスト 久保田  幸子

「混血児」の戦後史 上田　誠二 369.44 　久保田眞苗・人と仕事 289.1

《科学・医学》 《文学》

カサンドラ症候群 岡田　尊司 沖田　×華 原作

　身近な人がアスペルガーだったら 493.76 橘　もも 著 B913.6

図解でよくわかる
離婚の準備・手続き・ライフプラン

　労働基準法、労働安全衛生法、
　パート労働法、派遣法

しゃべり尽くそう！
私たちの新フェミニズム

パパとママの育児戦略
ファザーリング・ジャパン

子どもの本・九条の会

… 寄贈図書 …

男性の働き方改革・意識改革に向けた
職場のワーク・ライフ・バランス推進の
ための取組事例集

貧困を救えない国日本

内閣府  仕事と生活の

小説透明なゆりかご　下

新着図書リスト 
12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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