
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆今月の特集☆ 

2019 貸出ランキング 

今月のおすすめ 

◆◆◆NEWS◆◆◆ 

 

 

 

 

 

 

「育休復帰ハンドブック」 

ができました！ 

 

 

（幹部ポストの女性比率が 3 割程度に落ち着いたとしても）「男女

平等拡大とダイバーシティの影響の拡大、女性のエンパワメントの

拡大へ向かう変化は、人口の半分を占める人々の自由や選択、機

会の拡大をもたらす変化になるのだから、それだけで価値がある」 

 

 

 

◆◆◆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◆◆◆ 

 

2020 Vol.189 

アイセル 21 静岡市女性会館 

図書コーナーだより 

日本の未来は女性が決める！ 

ビル・エモット 著 川上純子 訳 日本経済新聞出版社（366.38）2019 年 

 

 著者は、1983 年に英国の『エコノミスト』の特派員として来日して以来、

日本に関する執筆活動を続けたジャーナリストである。「多様性のない、均

質的で非常に保守的な、男性中心の視点は、1990 年代のバブル崩壊以

降 30 年近くにわたり、この国の役に立ってはこなかった」と断言し、「日本

に必要なのは、創造的で文化的な力を生み出す新しい女性たちである」

と主張する。 

著者は、経営者、起業家、政治家、外交官、研究者、アーティストなど

自分の力で道を切り開いてきた女性 22 人を取材し、ロールモデルとして

紹介した。平々凡々に働く私たちからすれば、雲の上の存在であるが、空

想の中で少しだけ成功者の人生をなぞることができる。「昇進したとき、チ

ームの男性たちは『おめでとう』と、女性たちは『ありがとう』と言ってくれた」

などという経験は、きっとこれからの女性にはあるに違いない。 

しかし、本書は女性の生き方の指南書ではない。女性が変化を求め、

行動を起こしている背景には、親世代の意識の変化とともに女性の四年

制大学への進学率がこの 20 年間で激増したことも一因と分析する。将来

リーダーとなりうる力のある女性たちは、日本の状況を大きく変える可能性

のある大事な人的資源である。男女双方に利益をもたらす「ヒューマノミク

ス」に着目し、今、日本がなすべきことをまとめた政策提言を読んでいただ

きたい。 

生き方の指南書を求めているのであれば、もっと 

身近なロールモデルやメンターに出会いたいもの。 

そういうときは、女性会館の Jo-Shizu メンターバンク

（https://joshizu.aicel21.jp/）の利用をお勧めする。 

（谷口年江） 

 

「日本の未来は女性が決める！」を読んで心に残った言葉 

新しいマットとベンチを組み

合わせた子どもスペース。 

今までより広く、クッション性も

よいので、快適に過ごしてい

ただけます。赤ちゃんから幼

児、保護者の方が楽しめる本

をご用意しています。お子さ

んとの楽しい時間にぜひご利

用ください。 

こちらのスペースで、4 月から

毎月第 3月曜日 9時 45分 

より 10時 15分まで 乳幼児と

その保護者の方を対象に、絵

本の読み聞かせの会を開催

します。（予約不要・無料） 

 

 

 

 

 

 

 

 

リニューアル！ 

子どもスペース 
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「育休復帰ハンドブック」 

ができました！ 
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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。 

3月 25日（水）放送！ 

 
インターネットラジオ QR コード⇒ 



静岡市女性会館図書コーナー  2019 貸 出 ラ ン キ ン グ

順位
貸出
回数

書名 著者 出版社 出版年 ジャンル どんな本？ 読んだ 読みたい

1 44 そして、バトンは渡された 瀬尾まいこ 文藝春秋 2018.2 小説 第16回本屋大賞。継父母が贈る奇跡のリレー。

2 38 すぐ死ぬんだから 内館牧子 講談社 2018.8 小説 『小説現代』連載。主人公ハナ78歳。夫が倒れた！

3 28 九十歳。何がめでたい 佐藤愛子 小学館 2016.8 エッセイ 『女性セブン』連載。愛子92歳！痛快さ衰え知らず。

4 25 針と糸 小川 糸 毎日新聞出版 2018.11 エッセイ 『毎日新聞』日曜版連載。糸が紡ぐ家族史。

一切なりゆき 樹木希林 文藝春秋 2018.12 伝記・評論 樹木希林流,人生の見つけ方,歩き方,終わり方。

マリコ、うまくいくよ 益田ミリ 新潮社 2018.7 マンガ 社会人2年目,12年目,20年目のマリコたち。

ことことこーこ 阿川佐和子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2018.9 小説 『徳島新聞』ほか連載を加筆。笑える介護小説。

7 23 姑の遺品整理は、迷惑です 垣谷美雨 双葉社 2019.2 小説 『小説推理』連載を改題、加筆修正。物多すぎ！

鏡の背面 篠田節子 集英社 2018.7 小説 『小説すばる』連載を加筆・修正。聖母の正体は。

彼女は頭が悪いから 姫野カオルコ 文藝春秋 2018.7 小説 東大生集団猥褻事件が題材。本格ジェンダー小説。

さざなみの夜 木皿 泉 河出書房新社 2018.4 小説 死後に始まる物語。木皿泉待望の小説２作目。

わたし、定時で帰ります。 矢野帰子 新潮社 2018.3 小説 『YomYom』連載を加筆。続編ハイパーも人気。

結婚相手は抽選で 垣谷美雨 双葉社 2014.6 小説（文庫） 『小説推理』連載を加筆・訂正。見合いは博打！

ひとりずもう さくらももこ 集英社 1991.3 エッセイ 青春エッセイ集。昨年8月15日で一周忌を迎えた。

没イチ 小谷みどり 新潮社 2018.10 中高年齢者問題 配偶者を突然亡くしてひとりになる前,なった後。

万引き家族 是枝裕和 宝島社 2018.6 小説 カンヌ国際映画祭パルムドール小説版。家族って何。

きのう何食べた？　２巻 よしながふみ 講談社 2008.11 マンガ 第43回講談社漫画賞。ドラマ化で人気再燃。

傲慢と善良 辻村深月 朝日新聞出版社 2019.3 小説 『週刊朝日』連載。選んだ,選ばれたはずの私だった。

対岸の家事 矢野帰子 講談社 2018.8 小説 専業主婦の人生に疑問を抱いた,その日から…。

年金だけでも暮らせます 荻原博子 PHP研究所 2019.1 家庭経済 「やらない」を徹底さえすれば年金だけで大丈夫！

８２年生まれ、キム・ジヨン チョ ナムジュ 筑摩書房 2018.12 韓国小説 「キム・ジヨンは私だ」国境を越え共感を呼ぶ話題作。

三千円の使いかた 原田ひ香 中央公論新社 2018.4 小説 『アンデル小さな文芸誌』連載を加筆、修正。

長いお別れ 中島京子 文藝春秋 2015.5 小説 『オール讀物』掲載。第5回医療小説大賞。

百まで生きる覚悟 春日キスヨ 光文社 2018.11 中高年齢者問題 心身ともに元気なうちに「身じまい」いかにするか。

老後の資金がありません 垣谷美雨 中央公論新社 2015.9 小説 「老後に必要な費用2000万円!?」で再注目。

おらおらでひとりいぐも 若竹千佐子 河出書房新社 2017.11 小説 第158回芥川賞・第54回文藝賞。根強い人気。

きのう何食べた？　５・６巻 よしながふみ 講談社 2011.9他 マンガ ゲイカップル弁護士シロさんと美容師ケンジの日常。

たそがれてゆく子さん 伊藤比呂美 中央公論新社 2018.8 エッセイ 『婦人公論』ほか掲載を加筆。老いてなお詩人らしく。

私が誰かわかりますか 谷川直子 朝日新聞出版社 2018.8 小説 文藝賞『おしかくさま』作者の介護と看取り。

選んだ孤独はよい孤独 山内マリコ 河出書房新社 2018.5 小説 『文藝』掲載に書きおろしを加えて単行本化。

終わった人 内館牧子 講談社 2018.3 小説（文庫） 左遷で定年を迎えた男の人生再チャレンジ。

帰蝶 諸田玲子 PHP研究所 2018.11 小説（文庫） 斎藤道三の娘,織田信長の正妻,帰蝶の生涯。

ののはな通信 三浦しをん ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2018.5 小説 『小説屋sari-sari』掲載。少女2人の20年。

私はあなたの記憶のなかに 角谷光代 小学館 2018.3 小説 芥川賞受賞作家による珠玉の短編集。

うちの子が結婚しないので 垣谷美雨 新潮社 2019.4 小説（文庫） 『YomYom』連載を改題文庫化。親婚活に奔走。

梅もどき 諸田玲子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019.1 小説（文庫） 家康の側室から本多正純に下賜された女性。

エリザベスの友達 村田喜代子 新潮社 2018.10 小説 『新潮』掲載。甦る戦中戦後を生きた私たち。

おうちで死にたい　１・２巻 広田奈都美 秋田書店 2018.11他 マンガ 訪問看護の現場から細やかに描く現代の看取り。

かがみの孤城 辻村深月 ポプラ社 2017.5 小説 第15回本屋大賞。心地よいありえない世界。

きのう何食べた？　１・３・４巻 よしながふみ 講談社 2007.11他 マンガ 『モーニング』掲載中。単行本は16巻まで刊行。

とめどなく囁く 桐野夏生 幻冬舎 2019.3 小説 『東京新聞』連載。死別同士夫婦に甦る過去。

泣きかたをわすれていた 落合恵子 河出書房新社 2018.4 小説 『文藝』掲載。21年ぶりの長編。主人公冬子72歳。

70歳のたしなみ 坂東眞理子 小学館 2019.4 人生訓(高齢者) 子どもに期待せず機嫌よく上品に振舞おう。

ファーストラヴ 島本理生 文藝春秋 2018.5 小説 NHK BSドラマ原作。彼女はなぜ父を殺したか。

ママがやった 井上荒野 文藝春秋 2019.1 小説（文庫） 『文学界』掲載。半世紀連れ添った夫を殺した理由。

四十歳、未婚出産 垣谷美雨 幻冬舎 2018.7 小説 四十歳,思わぬ妊娠に戸惑いつつも踏み出す一歩。

あなたの人生、片づけます 垣谷美雨 双葉社 2013.11 小説 『小説推理』掲載。部屋が片付けられないのはなぜ。

そしていま、一人になった 吉行和子 ホーム社 2019.4 伝記・評論 母あぐりの旅立ち。兄と妹のこと。80歳の和子が語る。

花まみれの淑女たち 歌川たいじ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2018.8 小説 無職の由佳が出会った生き生きした老女集団。

夢も見ずに眠った。 絲山秋子 河出書房新社 2019.1 小説 『文藝』連載。単身赴任の妻と鬱の夫の再会。

DRY 原田ひ香 光文社 2019.1 小説 離婚,介護など抱えた中年期の女たち。

家族終了 酒井順子 集英社 2019.3 家族 先細りする一方のファミリーツリーを振り返る今。

皇室女子 香山リカ 秀和システム 2019.2 皇室 日本の女性皇族ならではの問題を明快に分析。

小説　透明なゆりかご　上 沖田×華（原作） 講談社 2018.8 小説（文庫） 漫画原作ドラマのノベライズ版。産婦人科の日常。

人生のピース 朝比奈あすか 双葉社 2018.11 小説 『小説推理』連載を加筆。34歳,人生の分岐点。

地球星人 村田紗耶香 新潮社 2018.8 小説 『新潮』掲載。魔法少女が人間工場と対決！

リトルガールズ 錦見映理子 筑摩書房 2018.11 小説 「ふつう」じゃないことに負けず前向きに進む彼女たち。

ロンリネス 桐野夏生 光文社 2018.6 小説 『VERY』連載「ハピネス」続編。漆黒のママ友世界。

1732

245

27 18

13 21

9 22

1923

2017

1457

1637

1552

2019.01.01～2020.02.20



    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料名 著者名 資料名 著者名

請求記号 請求記号

《哲学》 タカラヅカの謎 森下　信雄
女性の生きづらさ 信田　さよ子 　300万人を魅了する歌劇団の真実 775.4
　その痛みを語る 146 《文学》
《歴史・伝記》 グッドバイ 朝井　まかて 913.6
近世史講義 高埜　利彦 梅と水仙 植松　三十里 913.6
　女性の力を問いなおす 210.5 まずはこれ食べて 原田　ひ香 913.6
女たちのシベリア抑留 小柳　ちひろ 210.75 涙をなくした君に 藤野　恵美 913.6
《法律・経済・社会》 できない相談 森　絵都 913.6
足をどかしてくれませんか。 林　香里 五つ数えれば三日月が 李　琴峰 913.6
　メディアは女たちの声を届けているか 361.453 てしごと　おんな職人日乗 あさの　あつこ 913.68
《女性・男性問題》 老人初心者の覚悟 阿川　佐和子 914.6

くどう　みやこ これでもいいのだ ジェーン・スー 914.6
367.1 結婚の奴 能町　みね子 914.6

上野　千鶴子 会いにゆく旅 森　まゆみ 915.6
367.1 ほんのちょっと当事者 青山　ゆみこ 916

ルポ定形外家族 大塚　玲子
　わたしの家は「ふつう」じゃない 367.3 佐々木　くみ 953.7
進化形態はイクメン アンナ　メイチン 《子どもの本・絵本》
　「子育てする父親」が家族と人類を救った 367.3 大人になる前に知る性のこと 加納　尚美

遠藤　まめた 　他人を尊重し、自分を大切にする 367.9
367.97 グレタのねがい

《福祉・教育》 　地球をまもり未来に生きる 519
震災風俗嬢 小野　一光 B369.31 こども六法 山崎　聡一郎 320.91
ジソウのお仕事 青山　さくら ダイエット幻想 磯野　真穂
　50の物語で考える子ども虐待と児童相談所 369.43 　やせること、愛されること 367.1
《科学・医学》 エミール　シャズラン
からだと性の教科書 E
　世界中の女子が読んだ！ 495 あかちゃんいまどのくらい？
女性の死に方 西尾　元 　おにいちゃん　おねえちゃんになるきみへ E
　解剖台から見えてくる「あなたの未来」 498.9 《行政資料》
《産業》 JAWW　NGO　レポート JAWW
あの日を刻むマイク 武井　照子 　-北京＋２５にむけて- G-3-A
　ラジオと歩んだ九十年 699.39 日本女性法律家協会
《芸術》 G-3-B
こちらアニマル社商品企画部育児課 内野　こめこ 726.1
西原理恵子のものがたり 西原　理恵子 726.1

《文学》
726.101 展望塔のラプンツェル 宇佐美　まこと 913.6

エレン　ストッケン　ダール

ヴァレンティナ　キャメリニ

… 寄贈図書 …

誰も教えてくれなかった
子どものいない女性の生き方
上野先生、フェミニズムについて
ゼロから教えてください！

ひとりひとりの「性」を
大切にする社会へ

さくらももこ『ちびまる子ちゃん』
を旅する

少女だった私に起きた、電車の
なかでのすべてについて

スムリッティ　プラサダム＝ホルス

ふたりのパパとヴィオレット

日本女性法律家協会会報　57

エマニュエル　アルノー
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〒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 10 冊、CD2 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 
3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。 
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