
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

☆今月の特集☆ 

子育ての明日 

5 アイセル 21 静岡市女性会館 

図書コーナーだより 

◆◆◆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◆◆◆ 

 

◆◆◆NEWS◆◆◆ 

 

 

 

 

 

 

「育休復帰ハンドブック」 

ができました！ 

 

 

百まで生きる覚悟 
超長寿時代の「身じまい」の作法 

 

光文社新書 春日キスヨ(367.7)2018年 
 

元気な高齢者が増えたとはいえ、誰しも 80 代 90 代となれば足腰は

弱り、病気を抱え、判断力も落ちてくる。「子どもの世話になりたくない、

なれない」と健康増進に励み、断捨離・葬儀の予約・墓じまいなどの終

活を考える人は多い。それでも誰かの世話にならざるを得ない時期はや

ってくる。ところが、自宅で最期を迎えたいという 80 代の７割が、ヘルパ

ー利用料も知らないという。「力のある人は、元気なうちに自分でできる

備え“老い支度”をしてほしい」というのが、高齢者を支援する立場から

の意見だそうだ。 

 認知症や身体の衰えを自覚した時にどこを頼ればいいのか、現状の

支援制度がどうなっているのかを知り、必要なことをしておくことが大切

だ。慣れ親しんだ日常習慣は続けることが可能でも、小さい文字を読ん

で理解し、社会的な手続きを進めるのは難しくなる。 

一方で高齢者をめぐる制度上の問題も見えてきた。介護サービスは、

介護が必要となった時点で高齢者自身や家族が手続き契約することで

始まり、申請に至らない高齢者の発見につながるアウトリーチ機能を、ケ

アマネージャーは持っていない。また、成年後見人制度も財産管理が

中心であり、高齢者サポート事業には適正確保の定めが無く、玉石混

交だという。備えようにも個人の努力には限界がある。 

巻末の【転ばぬ先の備え－まさかの時の知恵袋】

は、要介護のきっかけに多いという大腿骨警部骨折を

例に、転倒から退院までの経過にそって、課題と対処

法を具体的に示しており、役立ちそうだ。 

我も然り…とうなずきながら読み進んだ。老親や、自

分の老後に備えるためのバイブルとなりそうな 1 冊であ

る。（遠藤純子） 

 

今月のおすすめ 

図書コーナー 

NEW スタッフの紹介 

「百まで生きる覚悟」を読んで心に残った言葉 
 

「男性でも利用していいです

か」。図書コーナーに勤務し始めて

間もない 4月のある日、ふらりと

入って来られた男性がそう尋ねら

れました。その問いは非常に新鮮

な響きがしました。「子持ちでも会

社に残っていいですか」「女でも選

挙に出られますか」「子どもでも意

見を言っていいですか」「リタイア

した者でもまた働けますか」…、

先人の努力で次々と拓かれていっ

たそれらの道ですが、この世には

まだ多くの「私でも何々していい

ですか」が溢れています。そのよ

うなさまざまな問いや迷いを持つ

人にとって図書コーナーが少しで

も役に立てる場所であるよう努力

していきたいと思います。同居家

族は夫と５歳男児と 12歳の老犬、

手抜き家事道を究める日々です。

よろしくお願い致します。 

 

人生 100 年時代とは「ピンピンコロリ」ではなく「ピンピン」「ヨロヨロ」

「ドタリ」の時代。「終活（死に支度）」ではなく「老い支度」が必要。 

 

鍋倉
なべくら

紀子
の り こ

です。 

よろしくお願いします。 

今年度もラジオで 

情報発信しています！ 

図書コーナースタッフが、マリンパ

ル（FM 清水）でおすすめ本を紹介し

ています。放送は、毎月第 4 水曜日

午前 11 時 25 分からです。インター

ネットラジオでも視聴できます。今月

は 5月 22日（水）放送予定です。 

 
インターネットラジオ 

QR コード⇒ 

２０１9 Vol.179 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

母ではなくて、親になる  
山崎ナオコーラ（914.6）  

河出書房新社 2017 年 

 

 

 

「母親だから、と気負わずに過ごせば、母親のつら

さを味わわずに済む」と考え、「母ではなくて、親に

なろう」と決めた作家の出産・子育てエッセイです。

妻も夫も親として、自分たちの子どもを楽しんで育

てている様子が伝わってきます。流産、不妊治療を

経ての出産で、つらいことも 2人で乗り越えてきたの

だなあ、と想像します。夫は町の書店員で「経済力

も判断力もないが、優しくて可愛らしい夫」だそうで

す。著者のモットー「フェミニンな男性を肯定した

い」は、とてもナオコーラらしいと思いました。（石割） 

 

 

パパは脳研究者  
子どもを育てる脳科学 

池谷裕二（599） 

クレヨンハウス 2017 年 

  

 

著者は藤枝市出身。娘の 4歳までの成長を脳科学

で分析し、子育てのコツを紹介しています。１カ月

ごとの成長観察記録には、その行動からわかる脳

の成長段階が説明されており、育児の参考になりま

す。たとえば、子どもは何でも自分でやりたがり、親

が手伝おうとすると怒ることがありますが、これは、

「脳は苦労せずに得るものよりも、労働を通じて得る

ものに価値を感じる」という性質から生じるとか。育

児日記としても楽しい本。イラストも子育て中のパパ

である、きくちちきさんです。（田嶋） 

  

 

子育てで一番大切なこと  
愛着形成と発達障害 

杉山登志郎 （493.937）  

講談社現代新書  2018 年 

 

 

発達障害の増加、虐待、貧困、いじめなど昨今の

問題から、子育てに不安をもつ親に対して、子ども

の成長を中心に、本当に必要な子育ての方法を示

しています。3歳までの養育者との愛着関係の形成

が重要で、基本は「安心」と「多様性」。また、発達

障害の種類分けや、症状が揺れ動き、適切な対応

や教育で改善もある「発達凸凹（でこぼこ）」の概

念、愛着障害に起因する発達障害についてなど、

編集者と医師の対談方式でわかりやすく解説され

ています。日本の社会的養護の不備にも触れてい

て、改善が急務だと痛感しました。（狩野） 

 

アリーテ姫の冒険 復刊記念版  

ダイアナ･コールス/著  

ロス･アクィス/絵 

グループウィメンプレイス/訳  
公益財団法人横浜市男女共同参画推進協会/監訳 
大月書店 2018 年（K933） 
 

30年前、『シンデレラ姫』や『眠れる森の美女』のよう

な、美しいという理由で男性の手助けを借りて幸せ

になるお姫様の物語しかなかった頃、自らの手で問

題を解決し幸福を獲得するヒロイン、アリーテ姫の

物語が翻訳、出版されました。本書はその復刻版

です。アリーテ姫の父王は「賢くては嫁のもらい手

がない」と嘆くのですが、初版当時「賢い女の子の

話は受けない」と多くの出版社から断られたというの

は驚きです。女の子たちに「素直でかわいくて控え

め」という規範が押し付けられる前に、アリーテ姫に

出会ってほしいと願います。（遠藤） 

 
 

『お姫さま大全 100 人の物語』 
井辻朱美/監修 （K903.3） 講談社 2011年 
 

『お姫様とジェンダー』 

若桑みどり （367.2） ちくま新書 2003年 

 

 

『最新科学でハッピー子育て夜泣き･イヤイヤ･人

見知りにも理由があった！』NHK出版編 （599） NHK出

版 2016年 

 『各分野の専門家が伝える子どもを守るために知

っておきたいこと』宋美玄ほか （599） メタモル出版

2016年 

 

『きみは赤ちゃん』 
川上未映子 (916) 文藝春秋 2014年 

 

『はるまき日記 偏愛的育児エッセイ』 
瀧波ユカリ (599.04) 文藝春秋 2012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☆ 
 

『子育ての知恵 幼児のための心理学』 

 高橋惠子 (376.11) 岩波書店 2019年 
 

『発達障害 学校で困った子？ おそい･はやい･

ひくい･たかい NO.104』 

岡崎勝/編 （Z370.5） ジャパンマシニスト社 2019年 

☆もっと読みたくなったら☆ 

今 月 の 特 集 子育ての明日 



第 74 話

出産を機に営業から内勤に異動した
森下彩乃さん。息子の悠人くんを
寝かしつけるまで大忙しの日々を
過ごしています。
夫の亮さんは営業職で毎日帰りが遅く…

いい。
接待で
食べてきたから。

シャワーして
寝る。

あー、 疲れた

今日も
お疲れさま。
何か食べる？

そう。
湯冷めしないでね。

パジャマ
出しておくね。

はあ…
亮さん
接待で
大変なのは
わかるけど…

そうだ！

うっかり寝ちゃったから
明日の準備が
まだだった。

亮さん、
朝早いんだもん。
起きてから
作ってる時間
無いし。

ささっと作るか…

今なら悠人を
気にせずに
作れるもんね。

そうだ…

明日の悠人の
着替え、
準備しなきゃ…

どうも火の点きが
悪いなあ。

電池の
替え時かも。

電池の買い置き
あったかな？

そういえば、
亮さん酔い覚ましの
お水飲んだかしら。

ええと、
ミネラルウォーターは…

つづくこの物語はフィクションです 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）



 

 

 

 

 

 

 

 

資料名 著者名 資料名 著者名
請求記号 請求記号

《哲学》 《文学》
居るのはつらいよ 東畑　開人 「ジェンダー」で読む物語 高岡　尚子
　ケアとセラピーについての覚書 146.8 　赤ずきんから桜庭一樹まで 902.09

エリカ 森瑶子の帽子 島崎　今日子 910.268
B159.6 くらやみガールズトーク 朱野　帰子 913.6

Ｄｅａｒ　ＧＩＲＬＳ 夢も見ずに眠った。 糸山　秋子 913.6
　自分らしく生きていくための２８の言葉 取材班 159.7 あちらにいる鬼 井上　荒野 913.6

《歴史・伝記》 オネエ産婦人科 豪田　トモ
皇室女子 香山　リカ 　あなたがあなたらしく生きること 913.6
　“鏡”としてのロイヤル・ファミリー 288.44 永田町小町バトル 西条　奈加 913.6
イレナの子供たち ティラー　Ｊ．マッツェオ 余白の春　　金子文子 瀬戸内　寂聴 B913.6

崖っぷちパラダイス 谷口　桂子 913.6
289.3 傲慢と善良 辻村　深月 913.6

《法律・経済・社会》 ＤＲＹ 原田　ひ香 913.6
フランスの同性婚と親子関係 イレーヌ　テリー 次の人、どうぞ！ 酒井　順子 914.6
　ジェンダー平等と結婚・家族の変容 324.935 “がん”のち、晴れ 伊勢　みずほほか

アラフォー・クライシス 　「キャンサーギフト」という生き方 B916
　「不遇の世代」に迫る危機 取材班 361.64 絲的ココロエ 絲山　秋子
企業ファースト化する日本 竹信　三恵子 　「気の持ちよう」では治せない 916
　虚妄の「働き方改革」を問う 366.11 シングル父さん子育て奮闘記 木本　努 916
セクハラ・サバイバル 佐藤　かおり ヒョンナムオッパへ チョ　ナムジュほか

　わたしは一人じゃなかった 366.3 　韓国フェミニズム小説集 929.13
《女性・男性問題》 ピアノ・レッスン アリス　マンロー 933.7
国際女性デーは大河のように 伊藤　セツ 367.2 飢える私 ロクサーヌ　ゲイ
さよなら！ハラスメント 小島　慶子ほか 　ままならない心と体 934.7
　自分と社会を変える１１の知恵 367.21 《子どもの本・絵本》
未来を切り拓く女性たちのＮＰＯ活動 金谷　千慧子ほか その情報はどこから？ 猪谷　千香
　日米の実践から考える 367.21 　ネット時代の情報選別力 070
ボーイズ レイチェル　ギーザ わたしは女の子だから
　男の子はなぜ「男らしく」育つのか 367.5 　世界を変える夢をあきらめない子どもたち 367
この先をどう生きるか 藤原　智美 おばあちゃんがやってきた 重本　あき子 E
　暴走老人から幸福老人へ 367.7 お話の種をまいて

《福祉・教育》 　プエルトリコ出身の司書プーラ・ベルプレ E
「鬼畜」の家 石井　光太 にじいろのしあわせ マーロン　ブンドほか

　わが子を殺す親たち B368.61 　マーロン・ブンドのあるいちにち E
家族という呪い 阿部　恭子 数字はわたしのことば シェリル　バードー
　加害者と暮らし続けるということ 368.64
家族はなぜ介護してしまうのか 木下　衆 E
　認知症の社会学 369.261
スクール・セクシュアル・ハラスメント 内海崎　貴子ほか

　学校の中の性暴力 374 《哲学》
《科学・医学》 「60点女子」最強論 広野  郁子

本田　秀夫ほか 　しなやかな生き方で豊かな人生を目指す 159.4
493.76 《福祉・教育》

《生活・育児》 あなたがいて本当によかった
男コピーライター、育休をとる。 魚返　洋平 599.04 　寂しくない悲しくないひとりでも大丈夫 支援センター 369.41

ソウル特別市ひとり親家族

アニカ　アルダムイ　デニス

ニューヨークの女性の
「自分を信じて輝く」方法

　２５００人のユダヤ人の子供たちを
　救った勇気ある女性の物語

最新図解
女性の発達障害サポートブック

　ぜったいにあきらめなかった
　数学者ソフィー・ジェルマン

… 寄贈図書 …

朝日新聞「Ｄｅａｒ　Ｇｉｒｌｓ」

ＮＨＫ「クローズアップ現代＋」

ローズマリー　マカーニーほか

新着図書リスト 
5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.179 
 

発行日：2019 年 5 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 

https://aicel21.jp/
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