
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆今月の特集☆ 

2019 男女共同参画 

おすすめ BOOK 

 

今月のおすすめ 
◆◆◆NEWS◆◆◆ 

 

 

 

 

 

 

「育休復帰ハンドブック」 

ができました！ 

 

 

◆◆◆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◆◆◆ 

 

２０１9 Vol.180 
6 アイセル 21 静岡市女性会館 

図書コーナーだより 

男女共同参画社会基本法は、

1999年 6月 23日に公布施行されま

した。この日を記念して、毎年 6 月

23日～29日を男女共同参画週間と

しています。令和元年度のキャッチ 

フレーズは、 

『男女共同参「学」』 

『知る 学ぶ 考える 

私の人生 私がつく 

る』です。 

 

男女共同参画社会基本法

20 周年記念講演と展示 

 

６月２３日～２９日は 

男女共同参画週間です 

今年は、男女共同参画社会基本

法が公布施行されてから 20年になり

ます。  

静岡市女性会館では、これを記念

し、フリージャーナリストの治部れん

げさんを迎え、講演会「働く女性が

自信を持つための 5 つのヒント」を

6 月 16 日（日）13：00～15：30 アイセ

ル21研修室で開催します。無料でど

なたでも参加いただけます。（要申込） 

図書コーナーでは、「男女共同参

画基本法 20 周年 20 年前の私、

20 年後の私。」の掲示をしていま

す。20 年前から令和に改元されるま

での、男女共同参画社会の歩みや、

法令や世論、流行や社会の動きなど

の変化を、ストックしてあった新聞の

切り抜き記事から辿って紹介してい

ます。ぜひ、ご覧ください。 

  

女たちの王国 
「結婚のない母系社会」中国秘境のモソ人と暮らす 

 
曹 惠虹 著 秋山 勝 訳 草思社（382.223）2017年 

 

 中国南西部の奥地で母系社会を営む「モソ人」をご存じだろうか。雲南省と

四川省の境にある美しいルグ湖のほとりに住むモソの人々の社会には、結婚

も夫婦も父親もないという。 

著者は、世界有数のファンド企業内弁護士としてキャリアを重ねた女性であ

る。早期リタイア後、モソ人の世界に魅せられて、家を建て暮らしはじめた。都

会育ちの独身女性が辺境の地に飛び込んで体験した驚くべき生活とはどのよ

うなものだろうか。 

 モソの「家母長制社会」は、祖母、娘、孫娘と代々直系の女性が家長となる。

娘の兄弟姉妹と、娘とその姉妹が産んだ孫は皆祖母の家に住む。娘の相手

は、よその家から通ってくる愛人で、関係を持った後自分の家に帰っていく

（「走婚」という）。娘との間に生まれた子の、父親としての責任も義務も発生し

ないという。それだけ聞くと、うらやましいと思う男性もいるかもしれないが、モソ

の男たちに課せられる役割は大きい。女性は命を生み出す性なので、「死」か

ら遠ざけられる。家畜を屠らないし、葬儀の際、遺体に触らない。不浄のことは

男性の仕事だ。 

 母系社会であるのだが、男性の地位が低いわけではない。男性中心の中国

社会と違ってはるかに平等主義だという。モソの男は自分の姉妹が産んだ子

どもたちに対しては、「おじ」として指導するという重大な役目を担う。子より姪、

甥が重要とはとても興味深い。 

 「女の子を甘やかし、（しかし）男の子は軽んじない」という 

社会は、とても居心地が良さそうだ。近年、経済発展の波が 

押し寄せ、もはやファンタジーの世界なのかもしれないが、 

いつまでも残ってほしいと願う。（石割友子） 

 

「女たちの王国」を読んで心に残った言葉 
 

一番目の議論のテーマは、世界中に満ち満ちている家父長制度とい

う大海にあって、女性中心の社会が存在する点に尽きる。モソ人とい

う実例が存在する事実は、人間の社会が男性支配を規範としていっ

た必然性について疑問を投げかけているのだ。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しゃべり尽くそう！ 

私たちの新フェミニズム 
望月衣塑子（367.1） 

梨の木舎 2018 年 

 
 

東京新聞の記者による、４人の女性との対談集。対

談相手は、性暴力被害を告発し、世界各国で性犯

罪や性教育の在り方について取材を続けるジャー

ナリスト、女性（＝アウトサイダー）の議員を増やすこ

との必要性を訴える大学教授、公立中学校の社会

科授業で「慰安婦」についての授業を続ける教諭、

外交、政治問題について米政府や議会に政策提

言を行う弁護士。著者の願いは、多様な生き方や

価値観を認める、優しい日本になってゆくこと。議

論を重ねる中に、変革を起こすための道筋が見え

てきます。（田嶋） 

 

神さまを待っている     

畑野智美（913.6） 

文藝春秋 2018 年 

 
 

 

そもそも何をもって貧困というのでしょうか。お金や

物がないことではなく、信頼できる人が誰もいない

ことなのかもしれません。学校を出るぐらいまではた

いした差もなかったはずの者同士だったのに、ふと

したきっかけで堕ちていく極限状態。それは紙一重

で誰にも起こり得るのです。正社員になり損ねた 26

歳の派遣社員の女性が、家賃に困り漫画喫茶で寝

泊まりするようになったことからすべては始まりま

す。どんな状況にあっても常に人を信じ、信じても

らうことをあきらめずにいた主人公が「生きる」ため

に下した決断やいかに。（鍋倉） 

対岸の家事  
朱野帰子（913.6） 

講談社 2018 年 

 

 
専業主婦は絶滅危惧種。それを選んだ 27 歳の詩

織は、2 歳の娘と誰もいない公園でママ友を探す

毎日です。知り合った育休中の国交省イクダンや

隣家の 2 児を育てる多忙なワーキングマザー、医

者の妻なども、立場の違いこそあれ押しつぶされそ

うな現実に苦しんでいます。詩織は、彼女ならでは

の方法で彼らに 優しく寄り添い、彼らからは力をも

らい一歩踏み出していきます。家事や育児に完璧

を求めず、時には手抜きすることや、助けを求める

こと、共感し寄り添うことの大切さがリアルに伝わっ

てくる小説です。（狩野） 

 

82年生まれ、キム・ジヨン  
チョ・ナムジュ/著  

斎藤真理子/訳（929.13） 

筑摩書房 2018 年 

 
キム・ジヨンは IT 企業勤めの夫と 1 歳の娘とソウル

市に住む 33 歳の女性。2015 年秋、奇妙な言動を

するようになったジヨンは、夫に連れられ精神科を

訪れます。ジヨンの心を蝕む原因となった韓国社会

の女性蔑視は、日本の私たちのとっても他人事で

はありません。ジヨンの母は一番勉強ができたの

に、兄弟のために進学できず、3 人目の妊娠も女の

子とわかり堕胎します。家庭ではその後生まれた弟

が優遇され、会社では不当な扱いを受けるジヨン。

淡々と描かれる女性差別の現状に、胸が痛みま

す。（遠藤） 

 

 
 

『韓国フェミニズム小説集ヒョンナムオッパへ』
チョ・ナムジュ 他 （929.13） 白水社 2019 年 

 

『あのこは貴族 TOKYO NOBLE GIRL』  

山内マリコ （913.6） 集英社 2016 年 

 

 

 

『非正規・単身・アラフォー女性「失われた世代」

の絶望と希望』雨宮処凛（367.21）光文社新書 2018 年 

 

『シングル女性の貧困 非正規職女性の仕事・暮ら

しと社会的支援』小杉礼子ほか（367.21）明石書店 

2017 年 

 

『ブラックボックス』 
伊藤詩織（916）文芸春秋 2017 年 

 

『日本の女性議員 どうすれば増えるのか』 
 三浦まり/編著（314.18） 朝日選書 2016 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☆ 
 

『わたし、定時で帰ります。』 
朱野帰子 （913.6） 新潮社 2018 年 

 

『「家事のしすぎ」が日本を滅ぼす』 

佐光紀子 （367.21） 光文社新書 2017 年 

 

☆もっと読みたくなったら☆ 

今 月 の 特 集 2019男女共同参画おすすめ BOOK 



これを切ったら
次は鶏肉を切って…

あ、 そういえば
牛乳が無くなりそう。

洗面所の電球が
点滅してて
切れそう。
LED にした方が
いいかな。 この包丁、 切りにくい。

あとで砥いでおこう。

そうだ。
このあいだ悠人のことで
賢人ママのお世話に
なったから、
お礼に何か買ってこよう。

悠人、
このごろ
登園をしぶること
あるけど、
大丈夫かな。

賢人ママ、
三保の松原にオープンした
みほしるべに行ったって言ってたっけ。
亮さんと悠人を連れて行きたいなー。

今度の日曜は
町内会の会合が
あるのよねー。

ああ…
お休みの日は
まとめて家事を
やりたいし、

休む時間なんて
なくなっちゃう。

来月の 17 日は
お義母さんの誕生日かー。
お祝いは何にしようかなあ。

亮さんのソックス
くたびれてきたなあ。
新しいの買いに行かなきゃ。

あ、 明日は
ゴミの日だっけ。

今度の会議までに
プランを考えておかないと。
資料を読む余裕、
あるかな。

夕食、
もう一品ほしいな。
何にしようか。

あ、 悠人の保育園の
連絡帳書かないと！

ああ…

わたしの頭の中

いろんなことで
いっぱい…

あー、

今日の入力ミス、
何であんなこと
したんだろう。

独身の山田さんは、
今も営業で
バリバリ頑張って
いるんだろうなあ…

いいなあ…

私もいつか
営業に
戻れるかなあ

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》 《芸術》
オーテガ　ユーワグバ ヴァージニア・リー・バートンの世界 ギャラリーエークワッド

159.4 　『ちいさいおうち』『せいめいのれきし』の作者 726.601
70歳のたしなみ 坂東　眞理子 159.79 《文学》

《法律・経済・社会》 わたし、定時で帰ります。　ハイパー 朱野　帰子 913.6
私たちの国で起きていること 小熊　英二 うちの子が結婚しないので 垣谷　美雨 B913.6
　朝日新聞時評集 304 とめどなく囁く 桐野　夏生 913.6
冤罪　女たちのたたかい 里見　繁 327.6 《子どもの本・絵本》
日本でいちばん女性がいきいきする会社 坂本　光司ほか 336.4 国際化の時代に生きるためのQ＆A 2 ジュノ　ドーソン
なぜ女性管理職は少ないのか 大沢　真知子 　ジェンダーってなんのこと？ 316
　女性の昇進を妨げる要因を考える 366.38 かぞくってなあに？ マール　フェレーロ E
介護と仕事をじょうずに両立させる本 飯野　三紀子 《行政資料》
　仕事を辞めなくても大丈夫！ 366.7 静岡市女性会館

《女性・男性問題》 0-A
私がオバさんになったよ ジェーン・スーほか 367.21
インド・ダリットの女たち 山下　明子 しずおか

　明日を拓くための自助グループづくり 367.225 0-C
家族終了 酒井　順子 367.3 るるキャリア
前向き長持ち人間関係の知恵 樋口　恵子
　樋口恵子の人生案内 367.3 2-C
変貌する恋愛と結婚 小林　盾
　データで読む平成 川端　健嗣 367.4 2-F
Going婆ぁWay 門野　晴子
　昭和を生きた女たち 367.7
親の「死体」と生きる若者たち 山田　孝明 367.7 3-A
はじめて学ぶLGBT 石田　仁 株式会社リクルート
　基礎からトレンドまで 367.9

《福祉・教育》 ブランクのある女性就業支援の新たな提案 3-C
沖縄アンダーグラウンド 藤井　誠二
　売春街を生きた者たち 368.4
シニアのための防災バイブル 《哲学》
　被災したシニアのリアルな声で作りました 369.3 嫌われる勇気 岸見　一郎
生まれ、育つ基盤 松本　伊智朗ほか 　自己啓発の源流「アドラー」の教え 古賀　史健 146.1
　子どもの貧困と家族・社会 369.4 《女性・男性問題》

《科学・医学》 ジェンダー研究/教育の深化のために 小林  富久子ほか

発達障害のある女の子・女性の支援 川上　ちひろ 　早稲田からの発信 367.2
木谷　秀勝 リム　ヒュイミン

493.937
相談しにくいちつとカラダの話 森田　敦子ほか 495 　離婚した両親への手紙 367.4
強制不妊 毎日新聞取材班 《福祉・教育》
　旧優生保護法を問う 498.25 地域を支える人々の学習支援 日本社会教育学会
会社の中の発達障害 星野　仁彦 　社会教育関連職員の役割と力量形成 379

《芸術》
498.8 おうちで死にたい  一、二巻 広田　奈都美

《産業》 　自然で穏やかな最後の日々 726.1
炎上しない企業情報発信 治部　れんげ 《文学》
　ジェンダーはビジネスの新教養である 674.1 太陽の坐る場所 辻村  深月 B913.6

「ためしながら、つながりながら
作る」私のキャリア

ＬＧＢＴスピーカー養成講座報告書

　「自分らしく生きる」ための
　「からだ・こころ・関係性」のサポート

　いつも嫌なことを言う上司、
　いつも迷惑をかける部下

イギリス女性はこう働く

… 寄贈図書 …

お父さんお母さんへ  ぼくをいやな
気もちにさせないでください

平成30年度女性会館主催講座
チラシ（ファイル）
静岡市人材養成塾
地域デザインカレッジ2018
コミュニティコース

男女共同参画フォーラム

多様な人材活躍モデル企業
働き方改革アワード受賞企業
取組事例集

静岡大学山本崇記研究室

地方公共団体における男女共同
参画社会の形成又は女性に関する
施策の推進状況(平成30年度）(概要）

内閣府男女共同参画局

静岡市女性会館 図書コーナーだより vol.180 
 

発行日：2019 年 6 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 

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 

 

新着図書リスト 
6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。 

 

https://aicel21.jp/

	2019図書コーナーだより6月号1.4面
	図書コーナーだより2面2019年6月号
	レファ日記75
	2019図書コーナーだより6月号1.4面

