
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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☆ 

利用者が選んだ 

この本いいね！2019 

今月のおすすめ 
◆◆◆NEWS◆◆◆ 

 

 

 

 

 

 

「育休復帰ハンドブック」 

ができました！ 

 

 

知っていますか？

SDGs 

 

「すきな映画を仕事にして」を読んで心に残った言葉 

すきな映画を仕事にして   
 

中野理惠 著 現代書館 （778.067） 2018年 
 

生きる途上での、さまざまな経験と出会いが歩む方向を示し、人

生を彩ってゆく。著者の人生においては、学生時代の映画館通い、

そして最初に就職した大手建設会社での女性差別の経験と、その

後の女性解放運動との出会いが大きく影響している。 

1950 年、伊豆長岡町生まれ。大学卒業後に就職した会社を体調

を崩して退職した彼女は、映画を配給するフランス映画社に就職。

映画と関わる仕事で生きる人生が始まった。13 年勤務した後、映画

の配給や出版などを行う（株）パンドラを設立する。 

女性用のオリジナル健康手帳『月日ノオト』や東京で働く女性や

子育て中の女性のために役立つ情報を提供した『東京おんなおた

すけ本』と『東京ママおたすけ本』の編集・発行。横浜市女性協会か

ら依頼された女性の転職と再就職についてのビデオ製作。最初に

配給した映画は、LGBTQ の権利運動の象徴として知られ、凶弾に

倒れたアメリカの政治家、ハーヴェイ・ミルクのドキュメンタリー。河瀬

直美などの女性監督が世に出るきっかけも作った。常にマイノリティ

の目線に立つ仕事をしてきたことがわかる。良いと思った作品は、難

しいと言われるものでも「日本で上映しよう！」と果敢に挑む姿がす

がすがしい。その過程で右翼団体の脅迫や、５年も続いた嫌がらせ

の電話も屈することなく乗り越える。 

本書には、文中にも巻末にも魅力的な監督名 

と作品名が並ぶ。この本を読んで、自分がいかに 

著者のおかげで沢山の心に残る映画に出会い、 

女性として助けられているのかを知った。今後もま 

すますの活躍をと願っている。（田嶋三恵） 

 

 

 

 

 
哲学を持たない科学者や芸術家は権力の走狗になる 
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SDGｓとは、2015 年国連が採択し

た国際目標「持続可能な開発目標」

(Sustainable Development Goals)の

頭文字をとった略称です。貧困や

飢餓の撲滅、ジェンダー平等の推

進、健康や福祉、環境などの問題

解決など、2030 年までに達成すべ

き 17分野の目標を掲げています。 

静岡市は、第 3 次総合計画の取

組の中に、全国に先駆けて SDGｓを

組み込んでおり、政府より「SDGｓ未

来都市※」に選定されています。 
※持続可能な都市・地域づくりを目指す自治体 
 

図書コーナーの掲示板では、
SDGsの理解を深めるための解説や
取組例を展示します。関連する本も
紹介していますのでぜひ、お立ち寄
りください。 

 

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。 

1 月 30 日（水）放送！ 

 
インターネットラジオ QR コード⇒ 

新年あけましておめでとうございます 
今年もスタッフ一同、皆さまのお越しをお待ちしています。  2019 年元旦 

☆蔵書点検のお知らせ☆ 

2 月 4 日（月）～2 月 8 日（金） 

蔵書点検のため休室します 

福袋 
fuku book ro 

図書コーナー 

 

年末に引き続き

「本の福袋」を 

貸出しています。 
―1 月 31 日までー 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『ちんちんのないお父さん』 

川崎和真 （916） 

LGBT を理解しているつもりでし

たが、本当は理解していません

でした。当事者の言葉は私に理

解を与えてくれました。 

 

『櫛挽道守』 木内 昇 （913.6） 

構成、人物の掘り下げ、文章力

など並々ならぬ力量を感じる。家

とか女の幸せとか、封建時代の

制約はあるが、家族の葛藤、居

場所、人間にとっての幸せなど

現代に共通のテーマに引き込ま

れる。人間の生きる心棒、というこ

とを想う。結末部にジーンとす

る。すべてはそこに至るための長

い道のりだったのか、と。（H.Y.） 

『戦前戦中 豊橋思ひ出画帖』 戸田聰子・

鍋倉伸子 (郷土 289.1) 

戦前の商家のくらしを、丁寧

に絵と文章で描いてあり感銘

を受けました。記憶に残り、そ

れを描ける明晰さに驚き、ご

高齢でも立派な女性がいるこ

とに改めて感激しました。お

母様の供養、これこそ本物と

思いました。（杉山佳代子） 

 

『降り積もる光の粒』 角田光代 （914.6） 

角田光代さん、大好きです！旅

は国内もよく行っております。最

初から最後まで本当に興味深く

読みました。特に第 4 章は、幸

せな日本人女性に読んでほし

い。考えさせられます。 

 

『さしすせその女たち』 

椰月美智子 （913.6） 

さすが、知らなかった、すごい、セ

ンスある、そうなのね。このことば、

あなたならどのように使います？ 

『現役世代のための介護手帖 親も自分も大

切にする７つの心得』 おち とよこ （369.26） 

共働き世帯が増える一方、超高

齢化も進む現代。時代に合った

いざという時に役立つ対処法が

コンパクトにまとまっています。

「快護」の知恵にうなずきながら

読んでみました。要点をまとめた

チェックリストがところどころに挟ま

れていて有効です。（M.K.） 

 

『親に壊された心の治し方 「育ち

の傷」を癒やす方法がわかる本』 

藤木美奈子 （146.8） 

手に取ることがない方が良い本

ですが、実際に親に虐待され、

傷つき悩んでいる人には、読ん

でほしい本です。 

 

『ママだって、人間』 田房永子 （598.2） 

妊娠、出産が私の時と随分違っ

たのでびっくり。赤裸々さにも

びっくり。でも子どもが生まれ

てから、周囲から受けていた圧

力、感じていたプレッシャー、

周囲に言わされている言葉な

どを、はっきりとした文章で表

してくれて、自分だけじゃない

と安心したり、「そうそう、そん

な感じなのよ！」とスッキリで

きました。（J） 

『がまんをやめる勇気』 平木典子 （361.454） 

人に合わせなければ生きてこられ

なかったから、人に合わせるのが

クセになっていて、簡単にはやめ

られない。無意識でやってしまうこ

とがあるから根が深いと思っていた

けれど、希望が持てました。感謝

です。この本買います。（ジャクリー

ンさん） 

 

『おかあさんのいのり』 武鹿悦子/作 江頭路子/絵 （E） 

小学校 6 年の読み聞かせボランティア

でこの絵本を読ませていただきました。

子どもたちは真剣な表情で聞いてくれま

した。世界中に「おかあさんのいのり」が

どうか届きますように。（ペンペン） 

 

『おばちゃんたちのいるところ』 

松田青子 （913.6） 

とても不思議なストーリーばかりで

すが、また次を読みたくなるんで

す。（Peｎg） 

 

『闇から届く命』 藤岡陽子 （913.6） 

赤ちゃんの誕生って本当にスバラ

シイ！藤岡さんは看護師でありな

がら小説を書いているから、患者

の気持ちもよくわかっている。とて

もやさしくほのぼのとする。藤岡さ

んの本をもっと読みたい。（T.M.） 

 

『世代の痛み 団塊ジュニアから団塊への質問状』 

上野千鶴子・雨宮処凛 （361.64） 

団塊世代は年老いましたが、良

いことも悪いこともしました。団塊

ジュニアも人生の後半に入り、悪

いことを拒否して良きものを受け

取ってほしいと思うこの頃です。

幸せに生きてほしい!! （エキタス

竜南 OG） 

 

『日本の無戸籍者』 井戸まさえ （324.87） 

歴史にもさかのぼり、とても濃い内

容の 1 冊。知らなかったことだらけ

で反省。とても広く無戸籍者問題

を取り上げており、読むべき 1冊だ

と思う。（K） 

 

『続  老後はひとり暮らしが幸せ』 

辻川覚志（367.75） 

80 歳になったら必ず読んだ方がいい本だと

思う。80 歳を過ぎた人たちが抱えている問題

がここに書かれている。ありがとう。 

『そういうふうにできている』 

さくらももこ （914.6） 

タイトルも面白いと思ったが、内

容もとても愉快。マンガ家といっ

ても、エッセイの描写が素晴らし

い。マンガ以上に楽しい大人の

読み物。 

『対話する社会へ』 暉峻淑子 （361.45） 

「人類が多年の経験の蓄積の中で

獲得した対話という共有の遺産を

育て、根付かせることが、平和を現

実のものとし、苦悩に満ちた社会

に希望を呼び寄せるひとつの道で

はないか」ということがよく分かりま

した。（J.O.） 

『専業主婦が就職するまでにやっておくべき

８つのこと』 薄井シンシア （159.4） 

「人生のレモン」。アメリカのことわざ

で、どんなレモンでも絞りようによっ

てはおいしいジュースに変えられ

る。人生の転機や節目を、いかよう

にもチャンスに変えられると、改めて

この本から学ぶことができました。 

『老後の資金がありません』 

垣谷美雨 （913.6） 

いろいろな災難に遭いながら、へこたれつ

つも乗り切る主人公に自分が重なったり…。

そうだよネ、と思えることがいっぱいあり、お

もしろかったです。 

『おばさん四十八歳小説家になりました』 

植松三十里 （914.6） 

先日著者の植松三十里氏の講

演を聴き「こんなエッセイも書きま

した」と紹介されました。歴史作

家として名を挙げている現在に

至るまでの苦難と喜び、私生活

の苦楽を赤裸々に語っている。

それにユーモアを織り込み作家

人生を語っている。（uma９yuku） 

 

『キリの理容室』 上野 歩（913.6） 

ひとつの職業の裏表を知るのは

おもしろい。床屋を利用している

ので、今度は鏡越しに見てみよ

う。(Y.I.) 

 

『母・娘・祖母が共存するために』 

信田さよ子 （367.3） 

母が怖くて仕方ない。誰にも理解

されないが知りたいことだった。こ

の本は答えてくれる。(もっちゃん) 

 

『かがみの孤城』 辻村深月（913.6） 

とておもしろかった。次はどうなる

だろうと引き込まれるようにページ

をめくり、あっという間に読み終え

てしまった。 

『光の河』 道浦母都子 （913.6） 

作者道浦母都子さんは歌人として

しか知りませんでした。この本、面

白くて、2回読みました。25年前に

ガンジス川へ行ったことがあり、終

りの方はほとんど自分に重ね合わ

せて読んでいました。（F.E.） 

『ちつのトリセツ 劣化はとまる』 

原田 純/著 たつのゆりこ/指導

監修（495.44） 

女性にとっては大切なこと。熟読し

ました。 

 

「この本いいね！」とは 

図書コーナーでは貸出時にお渡しする「返却

期限票」の裏に、感想を書いていただくスペー

スを設けています。ここに寄せられた皆さんの

感想や、本の中の言葉をもとに、このページを

構成しました。 

『「そこそこほどほど」の生き方』

深澤真紀 （B159） 
 

「自分との付き合い方をそこそこほ

どほどに機嫌よく」は、スバラシイ

キーワードだと思いました。「オト

ナの友人は、誰にでもできるもの

ではない…」は、リアリティ―のあ

る言葉です。(７０歳のヒッキー) 

 
『私流に現在（いま）を生きる』 堀 文子 （721.9） 

「近藤美津江文庫」の 1 冊だ。「慣れない、

群れない、頼らない」。 著者のことばを久し

ぶりに思い出しました。まさにこの生き方と

近藤さんの生き方がだぶる。なかなかできる

ことではないが、素晴らしい生き方。とても

力づけられる。（C.I.） 

※故近藤美津江さんは女性会館開館に尽力されました。 

 

『シニア夫婦のかんたん健康ごはん 

ラクラクおいしい２品で栄養も満点！』 

岩崎啓子 （596） 

あれもこれも作りたくなります。がんばろうと

いう気になります。 

『日曜日のパパとママ』 グートルン・メブス 

（児童 943）  

とにかくとてもほっこりするお話で

す。主人公が「日曜日のママ」が

できたと友達にじまんするシーン

に、私はピーンときました。私も、

そりゃあじまんしたくなると思った。

（石田） 

 



   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料名 著者名 資料名 著者名

請求記号 請求記号

《歴史・伝記》 《文学》

中村桂子　ナズナもアリも人間も 中村　桂子 289.1 滑走路　歌集 萩原　慎一郎 911.168

《法律・経済・社会》 ファザーファッカー　新装版 内田　春菊 B913.6

地方を変える女性たち 麓　幸子 リトルガールズ 錦見　映理子 913.6

　カギは「ビジョン」と「仕組みづくり」！ 318.6 神さまを待っている 畑野　智美 913.6

イマドキ家族のリアルと未来 あすわか 校閲ガール　トルネード 宮木　あや子 B913.6

　憲法9条の陰でねらわれる24条 前川　喜平 323.143 地球星人 村田　沙耶香 913.6

女性のための「起業の教科書」 豊増　さくら 帰蝶 諸田　玲子 B913.6

　法律・お金・経営のプロが教える 335 先生、ちょっと人生相談いいですか？ 瀬戸内　寂聴ほか 914.6

メディアと私たち 堤　未果ほか 361.453 《子どもの本・絵本》

ルポ中年フリーター 小林　美希 国際化の時代に生きるためのQ＆A　3

　「働けない働き盛り」の貧困 366.21 　フェミニズムってなんのこと？ 316

ここからセクハラ！ 牟田　和恵 この川のむこうに君がいる 濱野　京子 913

　アウトがわからない男、もう我慢しない女 366.3 ローレン・ウォーク

わたし8歳、職業、家事使用人。 日下部　尚徳 933

　世界の児童労働者1億5200万人の1人 366.38 M．G．ヘネシー

労働運動を切り拓く 浅倉　むつ子ほか 933

　女性たちによる闘いの軌跡 366.38 パトリシア・ポラッコ

《女性・男性問題》 E

ステップファミリーのきほんをまなぶ SAJ ほか ダイアナ・コールス

　離婚・再婚と子どもたち 367.3 933

シニアシングルズ女たちの知恵と縁 大矢　さよ子ほか 367.7 《行政資料》

オトナの保健室 若草プロジェクト

　セックスと格闘する女たち 367.9

《福祉・教育》 3-F

100歳時代の新しい介護哲学 久田　恵ほか

　介護を仕事にした100人の理由 369.17 センターはあもにい

ゆりかごにそっと 蓮田　太二

45-M

369.41

調査報告学校の部活動と働き方改革 内田　良ほか

　教師の意識と実態から考える 374.37

《科学・医学》 《福祉・教育》

レイチェル・スワビー 子どもが出会う犯罪と暴力 森田  ゆり

402.8 　防犯対策の幻想 368.6

宮尾　益知 《文学》

完璧じゃない、あたしたち 王谷  晶

493.76 　We are not perfect:We are perfect,aren't we? 913.6

ルイーズ・スピルズベリーほか

アリーテ姫の冒険　復刊記念版

その年、わたしは嘘をおぼえた

ふたりママの家で

少女  若年女性を支援する人の
ためのハンドブック
  若草プロジェクト支援マニュアル

熊本地震を経験した「育児中の女性」
へのアンケート報告書

この先どうすればいいの？18歳か
らの発達障害　「自閉症スペクトラム
症」への正しい理解と接し方

… 寄贈図書 …

熊本市男女共同参画

変化球男子

　今だから言える  私は、こんな支援
　が欲しかった！

朝日新聞「女子組」取材班

　熊本慈恵病院「こうのとりのゆりかご」
　に託された母と子の命

世界と科学を変えた52人の女性たち

新着図書リスト 
1 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） 
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