
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

9 月 25 日（水）放送！ 

 インターネットラジオ QR コード⇒ 

☆今月の特集☆ 

老後なんか怖くない！ 

今月のおすすめ 
◆◆◆NEWS◆◆◆ 

 

 

 

 

 

 

「育休復帰ハンドブック」 

ができました！ 

 

 

自習スペースを 

ご利用ください 

自分の居る場所から決して逃げ出そうとせず、どうにか栄養分を

吸い上げながら生きて行こうとしていたのだ。    

―中略― 

 でも、持ちこたえられなかった。逃げ方を知らなかった女の子は、

とうとう間違ったやり方で放り投げてしまった。 

 

 
◆◆◆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◆◆◆ 
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図書コーナーでは、8 月初旬

より新聞架を 2 階に移動するな

ど、レイアウト変更を行いまし

た。それに伴い、勉強や研究に

ご利用していただけるよう、自習

コーナーを設置しました。休館

日を除く、午前 9 時から午後 7

時までご自由に利用できます。 

 

 

アイセル 21 静岡市女性会館 

図書コーナーだより 

9 月 10 日から 9 月 16 日

は自殺予防週間です 

 

つみびと 
山田詠美 著 中央公論新社 (913.6) 2019年 

 

本書は大阪二児置き去り死事件をモチーフに書かれた小説である。

大阪二児置き去り死事件とは、幼い子ども 2 人が大阪市内のマンショ

ンに置き去りにされ餓死した事件である。事件のあった 2010 年事件発

生当時、母親が風俗嬢だったことや、子どもを放置し男性と遊びまわっ

ていた様子を SNSにアップしていたことなど、連日マスコミによってセン

セーショナルに報道された。 

物語は、事件の当事者である蓮音、蓮音の母・琴音、蓮音の子ども

たち（小さきものたち）、３者の視点で語られる。なぜ蓮音は幼い我が子

を死なせてしまったのか。子どもたちには、母親の蓮音だけでなく、父

親も祖父母もいたはずだ。彼らは何をしていたのか。同じマンションに

住む人たちは異変に気がつかなかったのか。幼い子どもの餓死という

残酷な結末に進んでいく経過は重く、つらく、読んでいて苦しかった。 

母である蓮音も、その母の琴音も、自分の子を捨てた。その事実だ

けを取り上げれば、同じような行為に思われる。でも、逃げ出した琴音

は子どもたちを死なさずに済み、すべてを引き受けた蓮音は子どもを

死なせてしまった。犠牲になったのは何の罪もない「小さきものたち」。 

本当の「つみびと」は誰なのか、筆者は問う。 

蓮音母娘と周りの男たち、夫と姑。けして蓮音ひと 

りの罪ではない。虐待の連鎖という一言では語れ

ないと思う。子育ては母親ひとりがするものではな

いはずだ。痛ましい事件の深層に何があったの

か、そして本当に罪深いのは誰なのか、ぜひ本書

を手に取って考えてほしい。（井藤喜美江） 

 

「つみびと」を読んで心に残った言葉 

図書コーナーでは、静岡市の

自殺予防のためのスローガン「生

きる！を支える」をもとに、こころの

健康や自殺を引き起こす社会問

題等を扱った本を特設コーナー

で紹介します。併せて、啓発のパ

ンフレットやグッズも配布します。 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65歳で月収 4万円。年金をもら 

いながらちょこっと稼ぐコツ  
阿部絢子 （366.28） 

KADOKAWA 2016年 

 

 

生活研究家として著名な阿部絢子さんですが、60

代半ばまで、デパートの消費生活相談の仕事に就

いていたそうです。その後薬剤師のパート職を得た

自身の経験と、現役で働く 60 代の声をもとに、「楽

しく老いるために楽しく働く」コツを著したのが本書

です。働く前にまず考えたいのは、働くことが好きで

あるか、いくら稼ぎたいか、若い人に使われる覚悟

があるか…。著者が勧めるのは、正しく「ちょっと働

く」こと。仕事の探し方や、仕事を得るコツなども指

南。定年後も働きたいけれど、久しく就活したことの

ないというあなたに、お勧めの一冊です。（遠藤） 

 

 

年金だけでも暮らせます  
決定版・老後資産の守り方 

荻原 博子 （591） 

ＰＨＰ研究所 2019年 

 

 

定年後に必要な資金が 3 千万円…と聞くと、途方

に暮れてしまうのは、私だけではないはず（と思い

たい）。そんな私たちに道を示してくれるのが、この

本。年金制度の仕組み、出費の切り詰め方、気を

付けるべき投資、介護費や医療費について、分か

りやすく書かれており、老後に対してあまり心配し

すぎず、今できることを堅実にやっていこうと思わせ

てくれます。そして、おわりに書かれていたのが、

「パートナー（配偶者）を頻繁に労うようにしましょう」

との言葉。こちらも今すぐ実行しなくては。（田嶋） 

 

 

 

センセイの鞄  
川上  弘美 （B913.6） 

文春文庫 2004年 

 

 

 

40 歳を前にした独身ツキコさんと 70 歳を超えたセ

ンセイの数年間の恋愛物語です。高校時代の恩師

に、駅前の居酒屋で再会したツキコさん。最初は、

憎まれ口をたたき、つかず離れずの関係でいまし

たが、緩やかに惹かれあっていきます。相手への

気持ちに気付きながらも、なかなか言葉にできない

もどかしさ。「正式なおつきあい」を始めてからの穏

やかな日々。ディズニーランドデートや携帯電話も

体験しました。歳の差を越え、ゆったりと寄り添う二

人の恋愛模様から、老いたセンセイの残された時

間への焦りや哀しみが垣間見え、切ない気持ちに

なりました。（狩野） 

 

100歳時代の新しい介護哲学 
久田恵+花げし舎 （369.17） 

現代書館 2018年 

 

 

 

へえ、あのノンフィクションの名手、久田恵さん、今、

こんなことしているんだ。そんな懐かしさから手にし

た一冊でした。「情報があふれているはずの社会に

暮らしているにもかかわらず、実は私たちには肝心

な情報が届いていない」。介護し、される側になって

初めて知る現実、経歴もキャリアも異なる介護のプ

ロたちの気迫に満ちたコトバに、圧倒されます。「事

件は会議室で起きてるんじゃない。現場で起きてる

んだ！」そんなドラマもありましたが、超高齢化社会

に立ち向かうための介護哲学は、知恵と優しさととも

に、日夜、現場で生みだされているのです。（鍋倉） 

 
 

いっきにわかる！身近な人に介護が必要になったと

きの本 退院前にやるべきことから、手続き、自己負担額、
施設の選び方まで！ 

田中元（監修） (369.26) 洋泉社 2017年  

主婦悦子さんの予期せぬ日々 

久田恵 (913.6) 潮出版社 2017年 

 

老前破産 年金支給７０歳時代のお金サバイバル 

荻原 博子 (591) 朝日新書 2018年 

荻原博子のどんと来い、老後！  
年金、医療、介護、相続…お金の心配、すべて解決！ 
荻原 博子 (591) 毎日新聞出版 2015年 

 

 

60代の生き方･働き方  
第二の人生を愉しむ心得帖  
阿部絢子 (366.28)  大和書房 2015年 

定年後 50歳からの生き方、終わり方 

楠木新 (367.7) 中公新書 2017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☆ 

 

トラベルヘルパー 
（『５５歳からのハローライフ』収録） 

村上  龍 （B913.6） 幻冬舎文庫 2014年 

百合祭  
桃谷方子 （B913.6） 講談社文庫 2003年 

☆もっと読みたくなったら☆ 

今 月 の 特 集 老後なんか怖くない！ 



第 78 話

日曜日。
アイセル女性カレッジ卒業生の
４人が待ち合わせをしています。

※

恵！

青木麻衣

江尻　恵

久しぶり～♪
麻衣！
元気だった？

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）

※アイセル女性カレッジ…静岡市女性会館が主催する女性のための人材育成講座。

アイセル 21 で集まるのも
女性カレッジの修了式以来かな？

今日は
ダンナが
子どもをみて
くれるから、
大丈夫♡

なかなか
スケジュールを合わせるのも
難しいもんね。

彩乃も
「行けたら参加する」
って言ってたけど、
来れるかなあ。

森下彩乃

恵！

麻衣！

あ、 彩乃！

来られたんだ。
良かった！

おっ、
頑張った
じゃん！

この間、 恵に
「話し合わないと」 って言ってもらってから、
なるべく亮さんと悠人が
一緒にすごす時間を増やせるように
話し合ったんだ。

いって
らっしゃい

ママ～

もー、
亮さん
キンチョー
しちゃって。

うわー、
良かったねえ！

でね、
今日ははじめて
悠人を１人で見てくれる
ことになったんだ。

ま、まかせとけ…

そういえば
教わったね！

カレッジで教わった
交渉術が
役に立ったのよ。

さ、
愛は少し遅れるそうだから
先に入ろう。

今日は
図書コーナーで
本を探したかったんだ。

この間教えていただいた、
「パパが育児をすることの
メリット」 が書かれた本は
どれでしたっけ？

あら皆さん
お揃いで！

葵さん、 清水さん、
こんにちは！



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料名 著者名 資料名 著者名
請求記号 請求記号

《歴史・伝記》 《科学・医学》

雨宮処凛の活動家健康法 雨宮　処凛 中野　ジェームズ修一

　「生きづらさ」についてしぶとく考えてみた 289.1 492.5

《法律・経済・社会》 女性のためのおしり読本 岩垂　純一

女性が備えるべき3つの相続 高山　亜由美 　痔のセルフケアから治療まで 494.658

　「親」の相続、「夫」の相続、「自分」の相続 324.7 胎児のはなし 増崎　英明 495.6

ふるさとって呼んでもいいですか ナディ 《文学》

　6歳で「移民」になった私の物語 334.41 生のみ生のままで　上・下 綿矢　りさ 913.6

なぜ共働きも専業もしんどいのか 中野　円佳 緋の河 桜木　紫乃 913.6

　主婦がいないと回らない構造 366.38 夏物語 川上　未映子 913.6

日本の未来は女性が決める！ ビル　エモット 366.38 いるいないみらい 窪　美澄 913.6

《女性・男性問題》 つみびと 山田　詠美 913.6

ぼそぼそ声のフェミニズム 栗田　隆子 367.1 ブスの自信の持ち方 山崎　ナオコーラ 914.6

イジェアウェレへ じゃじゃ馬にさせといて 松田　青子 914.6

　フェミニスト宣言、15の提案 367.1 ストーリー・オブ・マイ・キャリア L．M．モンゴメリ

佐藤　文香 　「赤毛のアン」が生まれるまで 930.278

わたしがわたしであるために E．ロックハート 933.7

　あなたがあなたらしくいられるための29問 367.1 《子どもの本・絵本》

ウーマン・イン・バトル マルタ　ブレーン エリザベス女王一世 水井　万里子

　自由・平等・シスターフッド！ 367.2 　イギリスを大国に導いた女王 289

日本の天井 石井　妙子 プログラミングガールズ！　1 ステイシア　ドイツ

　時代を変えた「第一号」の女たち 367.21 　ルーシーなぞのメッセージを追え 933

女に生まれてモヤってる！ ジェーン　スー 《行政資料》

　本当は「自分らしく」いたいだけなのに 367.21 国立女性教育会館

気づけない毒親 高橋　リエ 367.3 3-A

夫婦幻想 奥田　祥子

　子あり、子なし、子の成長後 367.3

“結婚”をやめたパリジェンヌたち 酒巻　洋子 367.4 《歴史・伝記》

セルフネグレクトと父親 石川　瞭子 白洲正子自伝 白洲　正子 289.1

　虐待と自己放棄のはざまで 367.6 《女性・男性問題》

体罰と戦争 森田　ゆり 立ち直りへの道 松林　三樹夫

　人類のふたつの不名誉な伝統 367.6 　ＤＶ加害者カウンセリングの試み 367.1

《福祉・教育》 《福祉・教育》

私の半生と出会った女性たち 大村　智

369.25 377.2
ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー ブレイディみかこ 《文学》
　The　Real　British　Secondary　School　Days 376.333 炎天の雪　上・下 諸田　玲子 913.6

チママンダ　ンゴズィ　アディーチェ

女性の暮らしやすさを考える

ソーシャルワーク研究会

2018年  国立女性教育会館概要

… 寄贈図書 …

　2015年ノーベル生理学・医学賞受賞
　大村智博士講演録

ジェンダーについて大学生が
真剣に考えてみた

ソーシャルワーカーのための
女性支援ガイドブック

女性が医師に「運動しなさい」と
言われたら最初に読む本

静岡市女性会館 図書コーナーだより vol.183 
 

発行日：2019 年 9 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 
9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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