
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆今月の特集☆ 

私が選ぶ 

2019 年の 3 冊 
 

 今月のおすすめ 

◆◆◆NEWS◆◆◆ 

 

 

 

 

 

 

「育休復帰ハンドブック」 

ができました！ 

 

 

「女の人を好きにならなくてもいいよ。私さえ好きに

なってくれれば」 

「私と彩夏との間にあるものが愛情じゃないなら、

一体何が愛情なのか、私には分からないです」 

 

 

 

 

◆◆◆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◆◆◆ 

 

２０１9 Vol.186 
アイセル 21 静岡市女性会館 

図書コーナーだより 

生のみ生のままで 

綿矢 りさ 著  集英社 (913.6) 2019年 

 

16 年前「蹴りたい背中」で芥川賞を受賞した綿矢りさの新作「生のみ

生のままで」。当時中学生で読んだ「蹴りたい背中」は衝撃的だった。

思春期の不安定な心や寂しさ、攻撃性を表す言葉が自分に染みて、

同じように感じる人がいるんだと安心したことを覚えている。 

そんな思春期の生々しさを表現してきた作者が、今回は同性との恋

愛を描く。レズビアンの物語というわけではなく、主人公の逢依は普通

に異性の恋人がいる。しかし芸能活動をする彩夏が、恋人との結婚を

夢見る逢依に一目惚れするところから始まり、怒涛のような彩夏の愛に

押され、逢依は最初拒みながらも少しずつ共鳴し、やがて互いに狂お

しく愛し合うようになっていく。 

設定としては同性だが、特別な人と出会い恋に落ちるという内容は、

性別に関係ないラブストーリーとなっているので、あまり同性の恋愛作

品を読んだことがない人にも読みやすい物語と言える。肉体関係の描

写はいくつかあるが、官能的な表現はそんなに強くない。タイトルにある

通り「生のまま」お互いを愛しているというのが伝わるようなシーンに感じ

た。同性ならではの絡みは読んでいて楽しくもある。 

一方で、同性愛に対する世間の目や常識は主人公を通してリアルに

感じられる。婚約まで進んだ恋人と別れを告げ、女同士で付き合うこと

に、恋人からの「錯覚だろ」という言葉。親からの「子どもはどうするの」と

いう言葉。大切なパートナーなのに、周りにカミングアウトできず自分た

ちの関係を誤魔化す苦しさなど、異性恋愛にはない苦悩がリアルに描

かれている。そして二人に訪れる試練を乗り越えた先にある愛が、読み

終わったあとに胸に温かく残る作品である。（山野 綾） 

 

「生のみ生のままで」を読んで心に残った言葉 

図書コーナーは、12月 23日（月）

より 2020 年 1 月 13 日（月）まで、

お休みさせていただきます。 

年末年始の休室をはさんだこの

期間、蔵書点検及び図書システ

ムの更新をいたします。 

12 月 24 日（火）から 27 日（金）ま

でと、1月 12日（日）は、本の返却

のみ、お受けします。 

ご迷惑をおかけししますが、何卒

ご了承ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年末年始、長期お休み

のお知らせ 

漫画・コミックコーナー 

できました！ 

図書コーナーに、漫画・コミックの

書架ができました。生き方、家族、

出産、子育て、セクシュアリティ、

介護などさまざまな問題をテーマ

とした作品や、世代を超えて読み

継がれる少女漫画を集めました。

絵本書架の反対側、辞書などの参

考図書の隣にあります。 

ぜひご利用ください。 
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逃げるは恥だが役に立つ 

①～⑩巻（継続中） 
海野 つなみ      

 
講談社 

2013 年～連載中     (726.1) 

 

漫画を 3冊挙げましょう。 

まずは『逃げるは恥だが役に立つ』。家事の一切を

「仕事」として発注することから出会い、やがて結婚

する 2 人の男女の物語です。話し合いを重ねて、2

人がより暮らしやすくなるためのより良い方法を模

索し、つかんでいく、みくりと平匡さん。そして未婚

者やゲイなど、さまざまな人生を生きる周囲の人た

ちも、大変魅力的に描かれています。 

2 冊目は、『さよならミニスカート』。握手会で男に

切りつけられた仁那は、「女使って、男釣って儲け

てんだから、恨み買われて当然」と言われ、アイドル

を辞めますが…。女性であるがゆえに直面する現

実がリアルに描かれ、今後の展開が気になります。 

3 冊目は、今秋ついに映画化もされた、『生理ちゃ

ん』。待望の 2 巻目ならぬ「2 日目」が 7 月に出まし

た。著者は 30 代の男性ですが、リアルな生理ある

あるが、大きな共感を呼んでいます。（田嶋） 

日本の天井 
時代を変えた「第一号」の女たち 

石井 妙子      

 
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

2019 年        (367.21) 

 

『日本の天井』。男女雇用機会均等法制定への闘

いに挑み、実現させた赤松良子さん、働く女性へ

の偏見に屈せず女性初の一部上場企業役員とな

った石原一子さん、家庭も山も諦めずエベレストを

究めた後も最期まで山の魅力を伝えた田部井淳子

さん等々、男性主流の業界で女性初の偉業を成し

遂げた女性たち。本著では女性が一線で活躍する

ことへの偏見や重圧をはねのけ、女性差別に屈せ

ず実力と情熱で信念を貫いた女性たちの生き方が

描かれています。彼女たちの軌跡は、女性たちを

勇気づけると同時に、女性が働き続けるための課

題を投げかけています。 

『わたしは女の子だから』。こちらは世界の女の子。

貧困や性差別などの困難な境遇でも、希望と未来

の展望を語る澄んだ瞳に魅せられました。 

『働くわたし』。さまざまな職業に就く女性たちが、

「仕事のある生活」について語ります。（狩野） 

 

ジェンダーについて 

大学生が真剣に考えてみた 
あなたがあなたらしく 

いられるための２９問  
一橋大学社会学部佐藤文香ゼミ生一同(著) 

佐藤文香(監)   

明石書店 2019 年      (367.1) 
 

『ジェンダーについて大学生が真剣に考えてみ

た』。一橋大でジェンダー論を学ぶゼミ生たちが、

実際に友人や家族からぶつけられ、返答に悩んだ

質問をもとにまとめた Q＆A 集。大学生と高校生を

メインターゲットに、1 つの Q に対しホップ･ステッ

プ･ジャンプと 3 段階の回答が添えられ、読者の理

解度によって読み進めることができます。 

『いるいないみらい』は、妊活に疲れた夫婦、結婚

願望のない女性、若くして幼子を亡くした 54 歳の

男性など多様な家族を描き、「子どもがいない未来

もあり」と思わせてくれる窪美澄の短編集。 

『夢見る帝国図書館』は、現在は、国際子ども図書

館として使われている旧帝国図書館の歴史を描く

「夢みる帝国図書館」と、この図書館に思い入れを

持つ「喜和子さん」という謎の多い女性の人生が交

互に描かれている中島京子の小説です。(遠藤) 

 

ぼくはイエローでホワイトで、 

ちょっとブルー  

The Real British Secondary  

School Days 

ブレイディみかこ    

新潮社 2019 年     (376.333) 

 

『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』。著

者は、イギリスの「最底辺保育所」の元保育士でライ

ターです。英国南端のブライトンという街に親子3人

で暮らしています。アイルランド人の父ちゃんと日本

人の母ちゃんを持つ「ぼく」が「元底辺中学校」に入

学してからの 1年半が綴られています。階級社会や

人種差別が日常にこれほど露骨に存在するとは。

周りはすべて日本人という環境で育った身として

は、驚きのヘヴィな毎日です。そんな中、ステレオタ

イプのレイシストであるハンガリー系の美少年とも友

達になれるなんて、「ぼく」はなんて柔軟な心の持ち

主なのでしょう。たくさん悩んで大きくなれ！と、エ

ールを送りたくなりました。 

マイベスト 2019、次なる 2冊は、『女性が医師に「運

動しなさい」と言われたら最初に読む本』 。そし

て、 『骨粗鬆症を自力で防ぐ本』。血圧高め、骨粗

鬆症予備軍の私にとって、今まさに必要な情報が

詰まった本なのです。（石割） 

今 月 の 特 集 私が選ぶ 2019 年の 3 冊 



この先も色々なことがあるだろうけど、
みんなで乗り越えていこうね！

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）

第 81 話
小瀬戸　愛さんは
女性カレッジの仲間と会う前に
女性会館のキャリア相談に
申し込んでいました。

ご相談
したくて…

羽鳥さん！
あらー、

皆さん
こんにちは！

キャリアカウンセラーの羽鳥さん
※第 42 話～ 45 話に登場

今日は
ありがとう
ございました。

いいえ、
とんでもない。
愛さん、
また様子を
聞かせてね。

そうなんです。
会社は違ってもカレッジで
一緒に頑張った仲間だから、
いろんなこと話しやすくて。

皆さん、 今も
時々集まっているの？  女性会館があるから、

こうして仕事上の悩みも
スタッフの方に聴いていただいたり、
キャリアカウンセラーさんに
　相談できて心強いです。

こちらこそ！
皆さんがそれぞれの場所で
頑張っていらっしゃる様子を
聞かせていただくと
元気が出るわ。

私…
女性会館やカレッジに来る前は
将来について
あまり考えていなかったし、
一人で悩んだり
不安になったりしたけど、

思い切って
女性カレッジに入って、
一歩踏み出して…

自分の中に一本の芯が
できたって感じます。

そして何より、
こうして出会えた
仲間とのつながりが
　　宝物です！

夫婦のこと、
社会のこと…子どものこと、 仕事のこと、 自分の体のこと、



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料名 著者名 資料名 著者名
請求記号 請求記号

《哲学》 《芸術》

宮野　真生子 筋肉女子 米澤　泉
磯野　真穂 114.2 　なぜ私たちは筋トレに魅せられるのか 780.7

もの想うこころ 村井　雅美 《文学》
　生きづらさと共感四つの物語 146.8 氷室冴子とその時代 嵯峨　景子 910.268

《法律・経済・社会》 女に聞け 宮尾　節子 911.56
女性のいない民主主義 前田　健太郎 312.1 これは経費で落ちません！ 4～6 青木　祐子
公務員女子のおしごと帳 村川　美詠 　経理部の森若さん B913.6
　自分もまわりもうまくいく！ 318.3 森があふれる 彩瀬　まる 913.6
木村草太の憲法の新手　2 木村　草太 323.14 きみはだれかのどうでもいい人 伊藤　朱里 913.6
働く人のための感情資本論 山田　陽子 ツナグ　想い人の心得 辻村　深月 913.6

緋色のマドンナ 那須田　淳
366.94 　陶芸家・神山清子物語 913.6

《女性・男性問題》 花の妹　岸田俊子伝 西川　祐子
メアリ・ビーアドと女性史 上村　千賀子 　女性民権運動の先駆者 B913.6
　日本女性の真力を発掘した米歴史家 367.2 おいしい家族 ふくだ　ももこ 913.6
母と娘はなぜ対立するのか 阿古　真理 きみの正義は　社労士のヒナコ 水生　大海 913.6
　女性をとりまく家族と社会 367.21 生命式 村田　沙耶香 913.6
平和とジェンダー正義を求めて 清末　愛砂ほか また明日 群　ようこ 913.6
　アフガニスタンに希望の灯火を 367.227 藤村多希 渡辺　せつ子
後悔しない子育て 信田　さよ子 　明治を生きた産婆 913.6
　世代間連鎖を防ぐために必要なこと 367.3 ぼけますから、よろしくお願いします。 信友　直子 916

ＡＬＳＯＫ 介護のうしろから「がん」が来た！ 篠田　節子 916
ガール・コード ソフィー　ハウザー

　危険回避のワザ３９ 368.6
《福祉・教育》 936

《子どもの本・絵本》
374.9 人間図鑑 間芝　勇輔

HSCの子育てハッピーアドバイス 明橋　大二 　みんなのちがい 031
　HSC＝ひといちばい敏感な子 379.9 うんぴ・うんにょ・うんち・うんご 村上　八千世 E

《科学・医学》 おっぱいのひみつ 柳生　弦一郎 E
いのちは輝く 松永　正訓 《行政資料》
　わが子の障害を受け入れるとき 490.15
＃発達系女子の明るい人生計画 宇樹　義子 493.76 3-E
乳がん治療をのりきる生活・食事・お金 山内　英子 495.46

《生活・育児》
夫が知らない家事リスト 野々村　友紀子 590.4 《法律・経済・社会》
騙されてませんか 荻原　博子 日本女子大学
　人生を壊すお金の「落とし穴」42 591 304

《芸術》
596.21 逃げるは恥だが役に立つ　1～10 海野  つなみ 726.1

《産業》 百歳の力 篠田　桃紅 728.21
督促OL指導日記 榎本　まみ 《子どもの本・絵本》
　ストレスフルな職場を生き抜く術 B673.3 あいうえあそぼうとしょかんで 草谷　桂子 E

急に具合が悪くなる

アンドレア　ゴンザレス

　パワハラ・メンタルヘルス・
　ライフハックの社会学

しずおかのおかあさん
ふるさとの百年ごはん

　プログラミングで世界を変えた
　女子高生二人のほんとうのお話

静岡県アグリサポートの会

… 寄贈図書 …

ＡＬＳＯＫが教えるおひとり女子が
自分を守るための本

男性養護教諭
男性養護教諭友の会

ジョイセフ年次報告書  ２０１８
公益財団法人ジョイセフ

現代女性とキャリア　第１１号
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発行日：2019 年 12 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 
12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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