
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※4月から新メンバーを迎えます。 

☆今月の特集☆ 

4 月 23 日は「子ども読書の日」

子どもの本 

２０１9 Vol.178 
4 アイセル 21 静岡市女性会館 

図書コーナーだより 

今年度もよろしくお願いします 

静岡市女性会館図書コーナーは「ＮＰＯ法人男女共同参画フォーラムしずおか」

が静岡市の指定管理者として運営しています。今年度も女性問題の専門図書館

として、みなさまのお役に立てるよう、本や資料の紹介、情報提供に努めます。 

 

◆◆◆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◆◆◆ 

 

 

図書のことは私たちにおまかせください！ 

 

 わたしにとって平成は、「新しい出会い」の時代でし

た。子育てが一段落して、もう一度働くことを選択。第 1

期の学校図書館司書として小学校の図書館で子どもた

ちと本に囲まれる日々を過ごした後、縁あって女性会館

の図書コーナーに勤務することになり、早や 14 年目で

す。平成の半分以上ずっと本に関係する仕事に携わっ

ているんだ、と改めて思いました。そこで多くの方と出会

い学んだり、刺激を受けたりしています。カウンターにい

ると、恩師や懐かしい友に再会することもあります。ママ

友と思い出話をすることも…。新しい時代は、ど 

んな人、本と出合うのか楽しみです。（狩野直子） 

 

 

 

 

 

 

 

 

幼い頃、家族と東京を訪れた時に父が言いました。

「ここがナルちゃんの家だよ」。私は父の指差す先に

広大な敷地があるとは知らず、「ナルちゃんって、親

戚の子かなあ…」なんて考えていました。あれから時

が過ぎ、「親戚」だなんて絶対にあり得ないその方は、

次の天皇になられます。 

「平成」は、私にとって子育ての季節。そして、県外

から来た自分にも、仕事や編集活動で静岡に多くの

仲間ができた、うれしい時代でした。昭和から平成に

なった時の私の年齢と、娘は同じ年頃に。新しい 

年号も、どうか差別や格差の無い平和な時代 

でありますようにと願っています。（田嶋三恵） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長男 31歳、二男 29歳、三男 22歳。私の長い子育て

の年月と平成の時代はぴったり重なり、ようやく末っ子が

この春就職です。何歳になっても子どものことは気がかり

で、新しいステージを迎える実感はまだ沸かないのです

が、少し肩の荷を下ろすことができそうです。 

平成の初めにビデオカメラやオートフォーカスの一眼

レフフィルムカメラを大枚はたいて買いました。パソコンを

使い始めたのは 2000 年のこと。今はそれらの仕事を全

部スマホがやってくれます。これからどんな新しい機器が

生まれるのか、楽しみでもあり、ついていけるか 

少々不安でもあります。（遠藤） 

日販が発表している年間ベストセラーと著者から、平

成を振り返ってみたいと思います。1989（平成元）年の

『キッチン』『TUGUMI』、吉本ばななさん。大層なブーム

で「ばなな現象」と呼ばれました。1991（平成 3）年の『もも

のかんづめ』、さくらももこさん。エッセイに笑って泣い

て。2000（平成 12）年の『だから、あなたも生きぬいて』、

大平光代さん。壮絶な半生に衝撃を受けました。2011

（平成 23）年の『心を整える。』、静岡県民の誇り＝長谷

部誠さん。私も尊敬しています。ミスチル好きだそうで

す。新元号の時代にはどんなベストセラーが 

誕生するのか楽しみです。（石割友子） 

 

 

 

 

 

 

図書コーナー司書が振り返る「(私の)平成」 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その魔球に、まだ名はない 
エレン・クレイジス 著  

橋本 恵 訳（K933） 

あすなろ書房 2018年 

 
 

 

独自の魔球が認められリトルリーグの選抜試験に合

格してメジャーリーガーへの道を歩むはずだったゴ

ードンは、「女子は対象外」という規定に夢を阻まれ

ます。女子でも野球はできることを証明するため、

図書館で調査を開始。すると、女子野球の驚くべき

歴史が次々と明らかになり…。舞台は 1957 年のア

メリカ。決してあきらめない主人公の強さや、魅力的

な母親像、調査や追求の楽しさとともに、人種差

別、性差別や科学技術の発展など、時代の背景が

いきいきと描かれている読み応えのある物語です。

（狩野） 

 

エマおばあちゃん、 

山をいく 
アパラチアン・トレイルひとりたび 

ジェニファー・サームズ作  

まつむらゆりこ訳（Ｅ） 

廣済堂あかつき 2018年 
 

1887年生まれのエマ・ゲイトウッドは、農家の主婦と

して 11 人の子どもを育て、休む間もない生活のの

ち、1955 年、67 歳の時にアパラチアン・トレイルを

歩き始めました。木イチゴの実を食べ、川の水を飲

み、火を焚いて、岩の上で眠るエマ。危険な目に遭

ったり、素晴らしい景色に感動しながら、1 人でいる

ことに静かな喜びを感じます。全長 3500㎞。4か月

以上もかけて、エマは一人で歩き通した初めての

女性となったのです。くじけず、人に助けられ、ひた

すら歩くエマの姿に胸を打たれます。（田嶋） 

 

司法の現場で働きたい！ 
弁護士・裁判官・検察官 

打越さく良・佐藤倫子（Ｋ322） 

岩波ジュニア新書 2018年 

 

 

弁護士や検事になりたいと思っている中高生に、

ぜひ読んでもらいたい一冊です。女性の権利向上

のために活動している弁護士の打越さく良さん、市

井の弱い立場の人々に寄り添う町弁（マチベン）の

佐藤倫子さんら 13 人の法律家が、仕事の内容や

やりがい、どうしてこの職業をめざしたかなどを語っ

ています。検察官（検事）は「自分の正義感に素直

に従える仕事」、弁護士は「人々の権利と自由を守

る仕事」であり、裁判官は弁護士や検察官と違い

「独立している」ことが魅力、との言葉が印象に残り

ました。（石割） 

 

 

 

ふたりママの家で  
パトリシア・ポラッコ絵･文  

中川亜紀子訳（Ｅ） 

サウザンブックス社 2018年 

 

 

愛し合う 2 人の女性と 3 人の養子の家族の日常を

描いた絵本です。わたしと弟ウィルと妹ミリー、3 人

の子どもは肌の色も髪の色もちがいますが、ふたり

のママに愛情いっぱいに育てられます。ママたちは

医者と救急救命士。週末には彼らの家に親しい人

たちがやってきて、にぎやかに過ごす幸せな家庭

です。でも中には彼女たちを理解できない隣人もい

て…。「典型的な家族」ではないけれど、それは「ち

がい」であって「まちがい」ではない。「ちがいは恵

み」というのが著者のメッセージ。日本の子どもたち

にぜひ読んでほしい絵本です。（遠藤） 

 

『いろいろいろんなかぞくのほん』 
メアリ・ホフマン/文 ロス・アスクィス/絵 すぎもとえみ/訳 （E） 

少年写真新聞社 2018年 
 

『タンタンタンゴはパパふたり』 
ジャスティン・リチャードソン ピーター・パーネル/文 ヘンリー・コ

ール/絵 尾辻かな子/訳 （E） ポット出版 2008年 

 

『ぼくのおばあちゃんはキックボクサー』 

ねじめ正一/作 山村浩二/絵 （Ｅ） くもん出版 2016年 
 

『おばあちゃんとバスにのって』マット・デ・ラ・ペ
ーニャ/作 クリスチャン・ロビンソン/絵 石津ちひろ/訳

（Ｅ） 鈴木出版 2016年 

 

『変化球男子』Ｍ .Ｇ .ヘネシー /作  杉田七重 /訳

（K933） 鈴木出版 2018年  
 

『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/作 アレグザンドラ・ボイガー

/絵 西田佳子/訳 （K285） 潮出版社 2018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☆ 
 

『レンアイ、基本のキ』 

打越さく良 （K152） 岩波ジュニア新書 2015年 

 

『女性弁護士の歩み』日本弁護士連合会両性の平
等に関する委員会/編 (327.14) 明石書店 2007年 

 

☆もっと読みたくなったら☆ 

今 月 の 特 集 子どもの本 4月 23日は「子ども読書の日」 



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 73 話

育休カレッジ修了生の

森下彩乃さんが勤務する

会社では、

営業の女性は出産すると

内勤に異動すると

決められています。

亮さんは仕事において
何も変える必要が
なかったし。

でも、 子どもができたのは
　亮さん （夫） も
　　同じなのに…

自分の生活を
ほとんど変えようとしない。

まあ、
会社側が働き方を変えて
くれないと、
亮さんが定時に帰るなんて
難しいだろうけど。

がしっ

ユウも
やる～

えー、
今はちょっと
時間
ないなー

えっ
あっ
ちょっと待って
ちょっと待って

ユウも
やさい切る！

ママと
おんなじ！ おもちゃの

台所セット

ほら、
悠人はこれ！
ザクザクっと
切っちゃって！

おっ、
悠人
じょうず～

ぱち
ぱち

さあ！悠人、
夕ごはん作るよ。

今夜は
ハンバーグ！

冷凍しておいたのを
チンするだけだけどね

やった！
次は
ニンジンね♪

切れた！

ハッ
！

ガチャッ
ただいま

おかえりなさい！

ごめん、
悠人を寝かせてて
私もウトウトしちゃった。

① ②

③ ④ ⑤

⑥

⑦

⑧ ⑨

⑩ ⑪ ⑫ ⑬



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料名 著者名 資料名 著者名
請求記号 請求記号

《女性・男性問題》

私たちにはことばが必要だ イ　ミンギョン

　フェミニストは黙らない 367.1

《福祉・教育》 28-F

女たちの王国 曹　惠虹

382.2237 《歴史・伝記》

《生活・育児》 静岡女性史研究会

年金だけでも暮らせます 荻原　博子 281.54

　決定版・老後資産の守り方 591 《法律・経済・社会》

《文学》 神戸女学院大学  女性学評論

彼女たちが眠る家 原田　ひ香 B913.6 　第33号 委員会 304

ひとり キム　スム 929.13 《産業》

《行政資料》 ウドウロク 有働  由美子 B699.39

NPO法人よしよし 《芸術》

生理ちゃん 小山  健 726.1

1-E 一切なりゆき 樹木  希林

静岡市役所  　樹木希林のことば 778.21

《文学》

1-G ひとりずもう さくら  ももこ  絵と文914.6

静岡市役所  《子どもの本・絵本》

月の森に、カミよ眠れ 上橋　菜穂子 913

1-G 大石  美代子

平成30年度  事業概要 菅谷よしのぶ

　（平成29年度実績） 3-A 草谷　桂子 913

国立女性教育会館  空色勾玉 荻原  規子 913

研究国際室 白鳥異伝 荻原  規子 913

3-C 薄紅天女 荻原  規子 913

よくわかる在宅医療・介護
　　2018年度版

しずおかの女たち　第10集

女性学インスティチュート

雲の中の家族
　どんぐり三人童話集

　「結婚のない母系社会」
　中国秘境のモソ人と暮らす

… 寄贈図書 …

NPO法人よしよし
平成29年度（2017）活動報告書
 Vol.8

地域包括ケア推進本部

地域包括ケア推進本部

静岡県女性相談センター

「学校教員のキャリアと
生活に関する調査」結果の概要

京都市男女共同参画
推進協会
関西の大学生有志

ウィングス京都
GENDER HANDBOOK
ジェンダーハンドブック

みんなで認知症予防
　　2018年度版

新着図書リスト 
4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。 

 

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。 

静岡市女性会館ホームページ 

図書検索画面 QR コード 

 

静岡市女性会館 図書コーナーだより vol.178 
 

発行日：2019 年 4 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 

マリンパル（FM 清水）毎月第 4 水曜日午前 11 時 25 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 4 月 24 日（水）放送！ 
インターネットラジオ QR コード 

https://aicel21.jp/
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