
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

8 月 28 日（水）放送！ 

 インターネットラジオ QR コード⇒ 

☆今月の特集☆ 

生と性と。 

今月のおすすめ 
◆◆◆NEWS◆◆◆ 

 

 

 

 

 

 

「育休復帰ハンドブック」 

ができました！ 

 

 

新聞閲覧コーナーを 

移動しました！ 

彼女は彼女、サラ、人生に翻弄され、欠陥だらけ、傷だら

けになっても生きていく。もう傷や欠陥を隠そうとはしな

い。まえの人生は偽りだった。この人生は真実となる。 

 

 ◆◆◆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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図書コーナー内にあった新聞閲

覧コーナーは、 

2階 団体活動室 

に移動しました。 

今までと変わりなく、静岡、朝日、

毎日、読売、日本経済、中日の 

各紙朝夕刊（中日は朝刊のみ） 

および the japan times を、 

午前 9 時から午後 7 時まで閲覧

していただけます。ぜひ、ご利用

ください。 

 

アイセル 21 静岡市女性会館 

図書コーナーだより 

どう伝えますか？性のこと 

性教育コーナー 

三つ編み    
 

レティシア コロンバニ 著  斎藤可津子訳 

早川書房（953.7）2019年 
 

本書は、3 人の女性の生き方が、三つ編みのように交錯しつながる物語

である。キーワード「髪」の接点をさがしながら、異なる環境を生きる 3 人に、

共感や同情しながら読み進めた。ついに接点が見えた時、彼女たちの強

さ、勇気、未来への希望が強く心に迫ってきた。自分の人生は自分が決め

る、誰にも縛られない、という強烈な意志が伝わり 3 人の決断を応援する気

持ちが、読後さらに強くなった。 

物語は、3 人の女性の人生が交互に進行していく。インドの最下層、

不可触民
ダ リ ッ ド

のスミタは代々母娘に課せられる排泄物を集める家業から 6 歳の

娘を救うべく学校に通わせようとした。先祖から続く毛髪加工業に従事する

シチリア島のジュリアは、父親が事故に遭い倒産寸前の会社の経営を任さ

れる。将来有望なカナダの敏腕弁護士サラはシングルマザー。乳がんに罹

患し治療を始めると、突然同僚の態度が変わり、出世の道が絶たれる。 

3 人が背負う運命はあまりにも重く辛いものだ。身分制度や伝統継承の

価値観、利益や効率優先主義などの社会背景が彼女たちを苦しめ、絶望

の淵へ追いやる過程が描かれている。しかし、彼女たちはあるきっかけで、

この不運や苛酷な試練を乗り越えようと一歩踏み出す。途中で連れ戻され

たら母娘とも強姦され命を奪われることが判っていても、家を捨て母娘で都

会に出ようとするスミタ。父を亡くしたジュリアは、家族が反対する中、新規

事業を立ち上げようとする。現状を受け入れ病気と闘う決心をするサラ。物

語は、さらにそれぞれの未来へ向けての力強い展望を描いていく。 

本書に描かれる、人種差別、暴力、家族や結婚の縛り、病気などの女性

を苦しめる問題は、男性優位の世界で「ないこと」にされてきたが、やっと注

目され始め昨今は「＃Me Too」運動などにも共感が広がっている。世界のど

こかに本書のような女性たちが必死に生きていることを想像しつつ、まずは

身近に存在する女性の問題について考えていきたいと思った。（狩野直子） 

「三つ編み」を読んで心に残った言葉 

図書コーナーでは、夏休み期

間中、性教育の本を特設展示し

ています。絵本や児童書を中心

に、性や性教育について学んだり

考えたりできる本を集めました。夏

休み、親子で性について話して

みませんか？今月の特集、「生と

性と。」とあわせて、ぜひご覧くだ

さい。 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＬＧＢＴと家族のコトバ 
ＬＧＢＴＥＲ（367.9） 

双葉社 

2018 年 

 
 

幼い頃からなんとなく自分は周囲の子と何か違うの

ではないかという漠然とした不安を抱えてきた人に

とって、他ならぬ家族やパートナーから、ありのまま

の自分を受けとめてもらうことがどれだけ大切なこと

であるか、率直なコトバで語られています。そのよう

に自身が受け入れられた経験は、将来、新たな人

間関係を築いていく支えとなり、さらに、周囲のいか

なる人をも積極的に認め、思いやりを持って接して

いく姿勢につながるのでしょう。認め、認められるこ

とは、性的マイノリティを越えた難しいテーマであ

り、希望です。（鍋倉） 

 

 

 

ヘン子の手紙 
発達障害の私が見つけた幸せ 

伊藤のりよ（289.1） 

学研プラス 

2018 年 

 

“ヘンな子”と言われてきた著者が、現在に至る半

生を綴ります。子ども時代は、皆と同じようにできな

くて怒られてばかり。違和感を抱えたまま成人し、

結婚、出産、2 児の母に。子らに発達障害の診断

が付いたとき、自身のそれも判明しました。その後

自殺未遂、うつ病を経験し、夫と一時別居…。そん

なときに著者がとった行動は、自分宛の手紙を書く

ことでした。気持ちや望みを自分に問いかけ返事

をする。自分を知ることが自信につながっていった

ようです。発達障害の方もそうでない方もありのまま

の自分を認めることが大事だと思いました。（石割） 
 

行間 固定値 間隔 14pt 

教科書にみる世界の性教育 
橋本紀子ほか  

（372）かもがわ出版  

2018 年 

 

 

「性教育＝生殖について教えること」と思っていま

せんか？それはほんの一部。国際的な性教育の

指針、「国際セクシュアリティ教育ガイダンス」が示

すのは、自らの心と身体を守り、多様な性を尊重

し、豊かな人間関係を築くために必要な知識やス

キルを伝える教育です。オランダやフィンランド等

の充実した教育内容、そして中国や韓国の取組を

読み、日本の遅れを実感しました。教育が遅れる

一方で、ネットでの間違った性情報にさらされる子

どもたち。彼らを守るためにも、まずはご一読を。

（田嶋） 

 

オトナの保健室  
セックスと格闘する女たち  

朝日新聞「女子組」取材班 

（367.9）集英社 

2018 年 

 

朝日新聞に連載中の「オトナの保健室」を、「セック

ス」「不倫」「女の性意識」「セクハラ」「したい人･した

くない人」の 5 章に再構成した一冊です。続々と寄

せられたという女性たちのホンネの投稿に、上野千

鶴子、宗美玄、伊藤詩織らがコメント。巻末には酒

井順子と村山由佳の対談を添えました。読者の悩

みの多くは、「性を語るのははしたない」「女性はこう

あるべき」という女性自身の意識や社会の風潮に起

因するように思われます。本書には、性と素直に向

き合ってみよう、というメッセージが込められていま

す。(遠藤) 

 

  

誰も教えてくれない 大人の性の作法（メソッド） 
坂爪 真吾・藤見 里紗 （367.9） 光文社新書 2017年 

 

素敵な夫婦暮らし 60 歳からのスローライフ 

村瀬 敦子・村瀬 幸浩 （367.3） 旬報社 2009年 

 

 

発達障害のある女の子・女性の支援   

川上 ちひろ・木谷 秀勝/編著 （493.937） 金子書房 

2019年 
 

カサンドラ症候群 身近な人がアスペルガー 

だったら  岡田 尊司 （493.76） 角川新書 2018年 

 

 

マンガワークシートで学ぶ多様な性と生 

渡辺 大輔 （375.49） 子どもの未来社 2019年 
 

子どもの性同一障害に向き合う 

成長を見守り支えるための本 

西野 明樹 （367.9） 日東書院本社 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☆ 
 

子どもと性必読 25 問 タジタジ親にならないために 
村瀬 幸浩 （367.99） 子どもの未来社 2017年 
 

性教育はどうして必要なんだろう？  

包括的性教育をすすめるための 50 のＱ＆Ａ 

 浅井 春夫ほか/編著 （367.99） 大月書店 2018年 

 

☆もっと読みたくなったら☆ 

今 月 の 特 集 生と性と。 



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）

高いけど、 何しろ彩乃は
ワンオペ育児なんだから、
自分の健康も大事にしないと。

まずは、 共働きの
「三種の神器」、
食洗器とロボット掃除機、
全自動洗濯乾燥機を買いな。

とは言え、
これからの夫婦関係や
父親と子どもの関係を
思っても、
やっぱりできれば
ダンナにもっと
家事育児に関わって
欲しいよね。

ううん、 ありがとう。
大丈夫。
恵は私たち家族のことを
思って言ってくれたんだって
わかるから。

あ、 ひとの家庭に
踏み込み過ぎたこと
言っちゃって
ゴメン。

亮さんは土日が休みでも、
家でダラダラしたり、
一人で遊びに行っちゃったりするんだ。

まあ、 日頃の疲れを
取る必要もあるだろうから
仕方ないと思ったり
するんだけど…

彩乃も毎日クタクタじゃん！
じゃあ、
彩乃の疲れはいつ取るの？

…
…

※1　ワンオペ育児…一人で仕事 ・家事 ・育児の全てをこなさなければならない状態のこと。

どちらか一人がガマンし続けて
いる関係って、 長続きしないと思う。
お互いのためにも、 「もっと
力を合わせてやっていきたい」 って
伝えてみたら？

アイセル女性カレッジで、
交渉術を学んだじゃない。
それを思い出して！
あれは、 ビジネスだけではなくて、
パートナーとの関係にも
応用できるものだったよね。

ガンバレ！

ウン！

第 77 話

ワンオペ育児で無理を続ける
彩乃さん。久しぶりに一緒に
ランチする江尻恵さんは
「もっと家事をシンプルに」と
言いますが…

※

うん…
そうだよね。

私…いつもお迎えに間に合うように、
仕事を効率よく進める工夫をして、
わき目もふらずに頑張ってる。

亮さんも、
一週間に一回くらいは
そうできないかな…

うんうん、 まずは
思っていることを伝えて、
ちゃんと話し合えるといいね。



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料名 著者名 資料名 著者名
請求記号 請求記号

《哲学》 《文学》

フェミニストカウンセリング研究 栗本薫と中島梓 里中　高志

　vol．16（2019） 146.8 　世界最長の物語を書いた人 910.268

無礼な人にNOと言う44のレッスン チョ ン　ムンジョ ン 159.6 待ち遠しい 柴崎　友香 913.6

《歴史・伝記》 夢見る帝国図書館 中島　京子 913.6

伊藤野枝の手紙 伊藤　野枝 289.1 《行政資料》

《法律・経済・社会》 アイセルの風  2019 静岡市女性会館

同調圧力 望月　衣塑子 304 　施設のあらましと2018年度業務報告 0-A

《女性・男性問題》 国立女性教育会館

この星は、私の星じゃない 田中　美津 367.1

男女共同参画社会データ集 3-A

　2019-2020年版 R367.1

女たちのテロル ブレイディみかこ 367.2

オタク中年女子のすすめ 河崎　環

　＃40女よ大志を抱け 367.21

〈性〉なる家族 信田　さよ子 367.3 《哲学》

「宿命」を生きる若者たち 土井　隆義 こころの匙加減 高橋  幸枝

　格差と幸福をつなぐもの 367.68 　100歳の精神科医が見つけた 159

《福祉・教育》 《科学・医学》

川岸　恵子 野末  悦子

　お母さんの不安と悩みが解消 378.8

縄田　浩志 《芸術》

ちひろ美術館の絵本画家たち 松本  猛 726.601

　「みられる私」より「みる私」 384.6 《文学》

《生活・育児》 住宅顕信  句集  未完成 住宅  顕信 911.368

家事のワンオペ脱出術 佐光　紀子 590 空と湖水 植松  三十里

父親の科学 ポール　レイバーン 　夭折の画家  三橋節子 913.6

　見直される男親の子育て 598.2 98歳。心して「一人」を楽しく生きる 吉沢　久子 914.6

《子どもの本・絵本》 吉沢　久子

親子で学ぶ防災教室　新装版 今泉　マユ子 914.6

　身の守りかたがわかる本 369.3 《子どもの本・絵本》

moja　もじゃ 吉田　桃子 K913.6 ともだち 太田　大八 E

障がいのある子を育てるのが
楽になる本

サウジアラビア、オアシスに生きる
女性たちの50年

94歳。寄りかからず。
前向きにおおらかに

　85歳現役医師が明かす、いつまでも若々しく生きるコツ                            495

平成30年度
国立女性教育会館（ヌエック）
主催事業等実施報告書

… 寄贈図書 …

女60代からは、病は気から、
老いも気から。

日本フェミニストカウンセリング学会

静岡市女性会館 図書コーナーだより vol.182 
 

発行日：2019 年 8 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 
8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/
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