
『ジェンダー視点から
戦後史を読む』 
米田佐代子他：編著 
大月書店（367.2 ﾖ） 

 

 

 

 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 年 3 月号№38 

 

裏面も見てね！ 

『おすすめの一冊』『さんかくえほん』 

 

 

･･･「国際女性デー」とは･･･ 

 1977年、国連総会は各国に対し、それぞれ

の歴史、国民的伝統や習慣に沿うかたちで任

意の日を「国際女性デー」と宣言するよう呼び

かけました。女性に対する差別撤廃と、社会開

発への完全かつ平等な参加に向けた環境整

備に貢献することが各国に期待されています。

この国際デーは国連総会が宣言した「国際女

性年」（1975年）および「国連女性のための 10

年」（1976～1985年）に引き続くものです。国連

が 3月 8日を国際女性の日としたのは、国際

女性年（1975年）のことでした。 

(国際連合広報センターＨＰより引用) 

3 月 8 日は国連が定めた「国際女性デー」です。 
この日は、女性に対する差別撤廃、政治・経済などの分野に
おける女性の平等な社会参加を目指す日とされ、世界各地で
女性たちが今後のさらなる前進に向けて意見交換や交流の
場として様々な取組みがされています。 
「国際女性デー」にちなんで、女性の自立と平和をテーマに
した図書をご紹介します。 
 

『あなたの中のリーダーへ』 
西水美恵子：著 英治出版（336.3 ﾆ） 
 
元世界銀行副総裁が語る、働き方、組織文

化、リーダーシップなど、これからの人たちに向

けた情熱あふれるメッセージ。 

世銀の使命として、貧困のない世界をつくるこ

とを夢見て闘ってきた著者。貧困の実態、苦しみ

を理解するために現地滞在し、国づくり人づくり

に邁進した著者の説得力ある言葉。 

『ハーフ・ザ・スカイ  
彼女たちが世界の希望に変わるまで』 

ﾆｺﾗｽ･D･ｸﾘｽﾄﾌ＆ｼｪﾘﾙ･ｳｰﾀﾞﾝ：著  
北村陽子：訳 英字出版（367.2 ｸ） 
 

ハーフ・ザ･スカイ＝空の半分は女性が支えている 

人身売買、性暴力、女性であるがゆえに奪わ

れている命。想像を絶する性暴力や抑圧が世界

のどこかで起きている現実。絶望的な悲劇に立

ち向かい、被害者を救うために闘う人々、悲劇に

打ち勝って生きる喜びをみつけた女性や少女た

ち。本書では、この現状を知り、一人ひとりの行

動が女性の人権を守る大きな改善や進歩につな

がることを伝えている。 

『女性を活用する国、しない国』 
竹信三恵子：著 岩波書店（367.2 ﾀ） 

 
日本の女性の就業率や社会参画は増加しているのに、先進国と比べると日本ははるか

に遅れているという。「世界経済フォーラム」が発表する「世界ジェンダー格差指数」で日本

は、低位に位置していることからも分かる。（2012年は137か国中101位） 

先進国との違いは何か、原因は？改善策はあるのか。 

日本の男女平等の実態を豊富なデータと取材により検証する。 

歴史認識において、ジェンダーの視点をも

ち、その視点から戦後史をとらえ直すとどんな

課題があるのか。 

８つのテーマから、それぞれに内包される

ジェンダー問題とは何かを解明する。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・図書・資料室 ご利用案内・・・ 
開室時間 9：００～１7：００ 

３月の休室日 ４日､１１日､１８日､２１日､２５日 

貸出 本・雑誌：１5 冊 3 週間  

ビデオ：2 本 1 週間  

TEL ０７４８－３７－３７３５（図書･資料室直通） 

０７４８－３７－３７５1（センター代表） 

県内在住･在勤･在学の方ならどなたでもご利用できます。 

♪ひとコト♪ 

プチハッピーさがし 

その１：本読みたい

な･･･と、思ったときに

タイミングよく読みた

い本に出会えたとき。 

時間を忘れて読んでし

まいます。 

その２：自分好みの連続

ドラマが始ったとき。 

毎週プチハッピーがや

ってきま 

す。（Ｎ） 

        

図書資料室では１９９８年度から県内の男女共同参画社会に関する
新聞記事を保存しています。１９９９年（平成 11 年）３月は、どんな
ことがあったのでしょうか？ 
 

記事① 
【巡回型訪問看護の必要性が明らかに】 

1999/３/１１(京都新聞) 
県看護協会が栗東市内で「24時間対応在宅ケア 

サービス」のモデル事業を行なったところ、サービ 
スを受けた人や介護者の反響が大きく、巡回型訪 
問看護の必要性が明らかになった。 
また在宅ケアに対するニーズ調査のアンケート 

結果では、主介護者は嫁、妻など女性が大半を占 
めていた。 
 

記事② 
【県内初 草津市で男女平等推進ガイドライン】 
1999/３/２５（産経新聞） 
女性に対する差別や偏見を解 

消して男女平等を推進する女性 
行動計画「女（ひと）と男（ひと）の 
パートナープラン・くさつ」を策定。 
市役所から率先して進めようと、 
県内の市町村で初めて職員向け 
のガイドラインをつくった。 

過去の新聞でふり返る―1999年３月 

『私、ジョージア』 

ジャネット・ウィンター：絵と文 

長田弘：訳 みすず書房 （726ｳ） 

女性画家ジョージア・オキーフの伝記 

絵本です。 

どんなときも自分をゆずらなかった 

ジョージア。花や空、街や砂漠・・・描き 

たいものを、自分の思うままに描きつ 

づけ98歳まで生きた女性です。ジョー 

ジア・オキーフの肖像や秘密を見事に 

とらえ、鮮やかな色彩の絵で伝えてい 

ます。 

女性文化賞とは… 

詩人・女性史研究者の高良留美子さん

によって、１９９７年に創設された賞。 

女性の文化創造者をはげまし、支え、

またこれまでの仕事に感謝することを目

的としている。 

今年で１６回目となる。 

『東北のおなごたち 境北巡礼者の幻想』 

 一条ふみ：著 ドメス出版 1979 年（367.2イ） 

 今年度の第 16 回女性文化賞（高良留美子さん創設）を受賞された一条ふみ

さんの著書。 

一条ふみさんは、東北の農民女性たちの「声なき声」を聞き取り、文集「む

ぎ」「ともしび」など手作りの文集を編集し発行を続けられました。本書は、

東北の農村に暮らす高齢女性たちから、戦前戦後の当時の暮らしについて丹念

に聞き取り綴ったものです。東北の小さな村や町で、女性たちは毎日休みなく

農作業や家事に勤しんだこと、働いても働いても貧しく辛かった日々を語って

います。 

語りには東北の言葉をそのまま用いられ、この時代を生きてきた女性たちの

力強さや誇りのようなものが感じられます。 



 

 

 

 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 年 

２月号 

№３７ 

 

裏面も見てね！ 

『地域で個人で 

防災力をつける！』他 

 

 

『虫目で歩けば』 鈴木海花：著  

ブルース・インターアクションズ  

（486 ス） 

虫好きな女性が虫について語る写真エ
ッセイ。色とりどりの昆虫や幼虫たちがと
てもかわいらしく、虫を愛でる気持ちが伝
わります。“虫愛ずる女子”のお茶会の様
子も。 

 

『山形ガールズ農場 女子から始める農業改革』  

菜穂子：著 角川書店 （611.7 ナ）                 

女性の農業地位の低さや就農人口の低下、女性の働く場

所がないなどの問題や農業に対するマイナスイメージをなく

そうと立ち上げた「山形ガールズ農場」。 

代表者である菜穂子さんが、農場経営のきっかけやその難

しさ、そして「女子から始める農業改革」の意気込みについて

語る。 
 

 

 

『驚きの介護民俗学』 

六車由実：著 医学書院 （369.2 ム） 

大学で民俗学を研究してきた著者が、介護職員
へ転職。老人ホームというところは、民俗学者にと
って興味深く、興奮する毎日だという。 
高齢者が自分の過去の記憶を語るときの嬉々と

した様子や、鮮明に甦る記憶などに気付いた著者
は、介護現場で何か役に立つのではないかと、介
護と民俗学の新しい関係性を考える。 
人が生きてきた証を感じられる一冊です。 

『柔の恩人 

「女子柔道の母」ラスティ・カノコギが夢見

た世界』 

小倉孝保：著 小学館    （789.2 オ） 

女子柔道を五輪種目にするために闘い続けた女
性、レナ・ラスティ・カノコギの生涯。 
ラスティが柔道と出合った 1950年代後半、女子柔

道は試合を念頭にしたものではなかった。ある時、
男性のかわりに出場した試合でメダルを剥奪されて
しまう。「こんな思いは後輩には二度とさせたくない」
と女性が性別において差別や罰を受けるようなこと
がないように柔道界で闘い続けることを誓ったので
ある。 

小説、 
エッセイ 
楽しめる本、 
絵本 etc. 
 

本の予約も 
できます！ 

『会いたい人に会いに行きなさい 
 あなたの人生が変わる「出会い」の活かし方』 
林文子：著 講談社 （159 ﾊ） 

経営のカリスマにして横浜市長（現役） 
である著者が、夢をかなえるために何を 
学べばよいかを教える。 
チャンスをつかみ理想の自分になるた 
めのコツは、「出会い」を活かして感性を 
磨くことにあるという。 
林流「学びの極意」。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・図書・資料室 ご利用案内・・・ 
開室時間 9：００～１7：００ 

２月の休室日 4 日、12 日、18 日、25 日 

貸出 本・雑誌：１5 冊 3 週間  

ビデオ：2 本 1 週間  

TEL ０７４８－３７－３７３５（図書・資料室直通） 

０７４８－３７－３７５1（センター代表） 

県内在住･在勤･在学の方ならどなたでもご利用できます。 

♪ひとコト♪ 

寒い冬はのんびり家

で過ごすことが好きな

のですが、この 1 ヶ月

の間に新しいことを体

験しました。今年は体を

動かしていろいろ挑戦

したいことが 

あります。（Ｎ） 

        

図書資料室では１９９８年度から県内の男女共同参画社会に関する
新聞記事を保存しています。１９９９年（平成 11 年）２月は、どんな
ことがあったのでしょうか？ 
 

記事①【セクハラ防止へ女性相談員】 

1999/2/21(京都新聞) 

県人事課は、職場でのセクハラを防止する目的で、外部の 

女性臨床心理士をセクハラ問題専門員として招く方 

針を決定。 
 

記事②【女性の議会進出めざそう】 
1999/2/19（京都新聞） 

 県内の女性議員や一般女性らが、全国 

統一地方選挙に向けて、地方議会への 

女性進出を目指す「’99女性と政治キャン 

ペーン」を展開。男女同数議席を目標に 

全国統一キャンペーンへの参加を呼びか 

けた。 

過去の新聞でふり返る―1999年２月 

『CONTACT コンタクト』 

1997 年／150 分／製作・監督：ロバート・

ゼメキス／原作：カール・セ―ガン 
 
電波天文学者のエリ―博士（ジョディ・フ

ォスター）は幼い頃から「私たちはなぜここ
にいるのか。私たちは何者なのか」という
答えを求め続けていた。地球外生命体か
らの電波メッセージの探究を何年もかけて
いた彼女に、宇宙からメッセージが送られ
てきた。科学者として、女性として、人間と
してエリ―はそのメッセージに応える決心
をする。 
 
☆ジョデイ・フォスターの作品は常に強い
女性を意識した作品が多く見られます。
（Ｔ） 

～「いざ」というときに役立つ資料と情報～ 

自治体などが発行する防災に関する資料 

■『地震 停電 放射能  
みんなで生き抜く防災術』 

小学館防災チーム：編 小学館 （318 シ） 
 

■『被災ママ 812 人が作った子連れ防災手帖』 
つながる.com：編 ﾒﾃﾞｨｱﾌｧｸﾄﾘｰ (318 ツ) 

おすすめ図書 

■「わたしの防災力ノート」 

発行：横浜市男女共同参画推進協議会・横浜市市民局 

■「母と子の防災・減災ハンドブック」 

発行：兵庫県立男女共同参画センター 

 
地域で発行・作成された防災ハンドブックやハザードマップ
には、その地域にとって必要な情報が掲載されています。
日頃から確認しておくことで、非常時に役立ちます。 

■しらしがめーる メールでしらせるしがの安全安心情報 
   ※携帯からユーザー登録が必要です。詳細は下記リンクへ 

http://www.pref.shiga.lg.jp/c/it/shiga_info/files/shirashiga_72.pdf 

■地域防災知恵ぶくろ 地域でつくる防災の情報を掲載 

http://www.pref.shiga.lg.jp/bousai/chiebukuro/index.html 

携帯やパソコンから滋賀県の防災情報をチェック！ 

 

http://www.pref.shiga.lg.jp/c/it/shiga_info/files/shirashiga_72.pdf
http://www.pref.shiga.lg.jp/bousai/chiebukuro/index.html


 

 

 

 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 年 

１月号 

№３６ 

 

裏面も見てね！ 『百人一首に親しむ』 

『さんかくコミック』 他 

 

 

『へび女房』 蜂谷涼 著  

文藝春秋 （913 ﾊ） 

巳年生まれの荻野きち、旗本に嫁いだも
のの幕府衰退で夫の稼ぎはなく、寝たきり
の姑、3人の子どもたちを抱えて途方に暮れ
ていた。甲斐性なしの夫に業を煮やしたき
ちは、ある時“へびの皮”を湿布薬として
扱うお店を開くことを思い立つ。 
どこか憎めない登場人物たち、必死さの

中に笑いの要素がこめられ、楽しめる読み
物です。 

 

寒い冬はあたたかい部屋の中で、読み物はいかがでしょうか。 

巳年にちなんだ本、気持ちがホッとする本、いろいろとご紹介します。 

 

『負けんとき 
～ヴォーリズ満喜子の 
種まく日々』上･下巻 
玉岡かおる 著 
新潮社（913 ﾀ） 

 

 

『富士日記 －不二小大居百花庵日記－』
上･下巻  武田百合子 著  
中央公論社（915 ﾀ） 
  
夫であり、作家の武田泰淳と過ごし

た富士山荘での暮らしを綴った日記。
季節の移り変わり、その日食べたもの、
買い物の品等々の山荘での暮らしが
淡々と綴られているだけ。なのに、気
になってしまう。 
今年こそは、日記をつけたいと思っ

ている方、ご参考にいかがでしょう
か？ 

 
 
播磨小野藩最後の大名の娘、一柳満喜子の

生い立ちから近江兄弟社を興した建築家・メ
レル・ヴォーリズとの出会い、数々の逆境を
越えて二人の愛に満ちた生涯を描く長編ノン
フィクション。下巻では近江八幡の見慣れた
町並みが舞台となっています。 
 

『Ｋ２ 非情の頂  
5人の女性サミッターの生と死』 

ジェニファー・ジョーダン 著 
海津正彦 訳  
山と渓谷社 （292.5 ｼ） 
 
パキスタンと中国との国境上

に位置する世界第 2 位の高峰Ｋ
２。この高峰に挑戦した女性登頂
者は 5人しかいない。5人とも下
山中かその他の高峰登山中に亡
くなった。このことに興味をもっ
た著者が実際にＫ２登山を敢行。
記録や写真がほとんど残されて
いないために幾度も取材を重ね
女性の視点から彼女たちの登頂
にまつわる物語を描いたノンフ
ィクション。 

頂上へと魅せられたクライマ
ーたちの強靭な精神力そして死
への恐怖が伝わってきます。 

『東京の空の下  
オムレツのにおいは流れる』

石井好子 著  
暮らしの手帖社 （914 ｲ） 
 

石井好子さんといえば、シャンソン
歌手としてよりも「オムレツの石井さ
ん」として知られるほど。 
本書は「巴里の空の下オムレツのに

おいは流れる」の第 2 作目。 
オムレツだけでなく、いろいろな料理
に思わず舌鼓しそうになるエッセイ。 
素朴で愛らしい装丁画や挿絵にも

注目です。 

『「ジンジャの娘」頑張る！  
美人神主の愛宕山だより』 

松岡里枝 著  
原書房 （175 ﾏ） 

東京にある愛宕神社で
神職をされている松岡里
枝さんの神社の裏側をつ
づったエッセイ。 
神社の一日、歳時記、

人生儀礼など、謎につつ
まれた神社の仕事を紹
介。 
 



『近江百人一首』 
 三品千鶴 田中順二 著  
滋賀県教育委員会 （911 ｼ）  

歌人・近藤芳美によって、万葉集から 

新後拾遺和歌集までの４０集から近江に 

ゆかりある百首を選定。（制定：平成元年） 

歌かるたとともに、解説書・歌枕として 

本書が発行された。 

＊かるたは図書資料室で閲覧できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・図書・資料室 ご利用案内・・・・・ 

開室時間 9：００～１7：００ 

１月の休室日 １日～4 日 （5 日より通常開室です） 

７日、１５日、２１日、２８日 

貸出 本・雑誌：１5 冊 3 週間  

ビデオ：2 本 1 週間  

TEL ０７４８－３７－３７３５（図書・資料室直通） 

０７４８－３７－３７５1（センター代表） 

県内在住・在勤の方ならどなたでもご利用できます。 

♪ひとコト♪ 

あけまして、おめでとうご

ざいます♪ 

今年の我が家の年賀

状はペットの亀の画像を

貼り付けました。今年の

干支、ヘビのイラストを入

れるのは・・・やめました。

卯年ならよかったのに。  

今年もよろしくお願い申

し上げます。（Ｎ） 

        

図書資料室では１９９８年度から県内の男女共同参画社会に関する新聞記事を

保存しています。１９９９年１月は、どんなことがあったのでしょうか？ 

 

記事①【男女ともに“輝く明日へ”】 
1999（H11）/１/30 (産経新聞) 

 近江八幡市女性団体連絡協議会主催の 

「男女共同参画社会を考えるつどい」が 

開催された。朗読劇「輝く明日へ」や 

パネルディスカッションが行われた。 

朗読劇では、女性差別の歴史をもとに男女平等 

のあるべき姿を訴えた。 

 

記事②【深刻化する高齢者虐待】 
1999（H11）/１/6 京都(新聞) 

 京滋の保健師や医師でつくる「寝たきり予防 

研究会」が実態調査を行なったところ、高齢者虐待 

のうち、加害者の大半が家族であることが判明。 

 

過去の新聞でふり返る―1999 年１月 

『パーマネント野ばら』 

西原理恵子 著 新潮社 （726 ｻ） 

山間の村に一つしかない美容店。農家

のおばあちゃんたちのパンチパーマを

一手に引き受けて、今日も忙しくにぎや

かに過ぎていく。そこは、女たちが小さ

な恋や嘘を日々告白している女のザン

ゲ室でもある。 

大人の女たちの恋心を描く、笑いと涙

の物語。 

 

 
『吉原幸子 百人一首』 
吉原幸子 著 平凡社 （911 ﾖ） 
小倉百人一首を現代詩訳。正しい解釈をふまえた上

で著者の感じとった思いを付け加えている。 
３１文字に隠された詠み人たちの想いや季節の情景が

美しい現代詩に訳され、より百人一首に親しめる。 

『近江百人一首を歩く』 

畑裕子 著  

サンライズ出版（911 ﾊ） 

 

近江百人一首の歌枕（古
歌に読み込まれた名所）を著
者が訪ねた紀行文。歌に詠ん
だ作者の心情、生きる姿、当
時の近江の風土が感じられる
一冊。 

 

 

最近はコミックなどで人気を呼び、とても親しみや
すくなってきた百人一首。滋賀はもともと豊富な和
歌が詠まれた地でもあり、藤原定家撰の「小倉百人
一首」の中にも近江の和歌がたくさん含まれていま
す。また地域限定の近江ゆかりの歌を選定した「近
江百人一首」もつくられました。 



 

 

 

 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 年 

１２月号 

№３５ 

 

裏面も見てね！ 『過去の新聞でふり返る、しがの男女

共同参画』『さんかくビデオ』 

 

 

病気や突然の事故など今年、数々の悲報がありました。 
当室で所蔵している本を調べたところ、1１名の方の著作や関連書が

ありましたので、追悼の意を込めて特集します。 
多数ある蔵書から一部をご紹介します。 

 

『凛として咲く華』  
一番ヶ瀬康子 著 小学館 

 
自分史とは人との出会いの中で創られて

いくものとして、一番ヶ瀬康子さんがそれま

で歩んでこられた 70 年近くの人生の道のり

をふり返って、とても印象に残っている出会

いや影響を受けた人たちについて綴ってい

る。 

『ぼくの村は戦場だった』  
山本美香 著  
マガジンハウス 

 

いつどこで銃撃やテロが起こるかわから

ない緊迫感ある中で何日も取材を続け、現地

の人々との会話やふれあいから自分の目で

みて、感じたことを伝えている。ニュースの

映像や新聞だけでは伝わらない感情がこも

った取材記録。 

 

＜山本美香＞  
ジャーナリスト  

８月２０日逝去  

享年４５歳  

世界各地の紛争地帯の

惨状を報道し、女性や子

どもに寄り添う視点で戦争

の惨さ平和の尊さを訴え

てきた。取材途中での突

然の悲劇だった。 

 

『華の乱』永畑道子 著 新評論 
 

明治末から大正にかけて、噴出した女性論争をテーマ

にした本書。与謝野晶子、平塚らいてう、山川菊枝らが

雑誌『青鞜』『太陽』などの中で生と性をめぐる論争の全

体像を明るみにし、現代フェミニスト論にも影響を与え

た話題の書。1988年に映画化もされた。 

＜一番ヶ瀬康子＞ 
社会福祉学者 

９月５日逝去  
享年８５歳 

日本女子大学において人

間社会学部を創設、初代学

部長を務められた。高齢者

福祉、障害者福祉、児童福

祉など幅広く手掛けられ

た。 

 

『生きる。180 日のあお空』  
吉武輝子 著 海竜社 
  

吉武輝子さんは２０年近く（出版当時）膠原病を患い、

その影響で自然気胸、肺気腫を発症、そのうえ大腸がんを

も患う。本書は難病を抱えながらも、大腸がん診断から手

術を経て、回復・退院するまでの闘病記。 

出先で突然のお漏らし、娘である宮子あずささんとのほ

のぼのメールのやりとり、年下男性との再婚話などエピソ

ードがありのままに語られている。がんに対する畏れや不

安を抱きながらも絶対に治してみせる！という気丈さと、

病気を感じさせない陽気なふるまいや言葉に励まされる。 

 

＜吉武輝子＞  
作家 

４月１７日逝去  
享年８０歳  
女性初の東映宣伝プロデ

ューサーを経て、1960 年代

から作家として活動。膠原病

と闘いながら女性や平和運

動に尽力された。 

 

＜永畑道子＞  
女性史家 
６月２４日逝去  
享年８１歳 
新聞記者、『母の友』編集

部を経て、執筆活動に。大

正期の恋愛事件に関わる女

性を描いた作品多い。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・図書・資料室 ご利用案内・・・・・ 

開室時間 9：００～１7：００ 

１２月の休室日 ３日、１０日、１７日、 

２５日、２８日～1 月 4 日 

☆年始は 1 月 5 日より通常通り開室します。 

 

貸出 本・雑誌：１5 冊 3 週間  

ビデオ：2 本 1 週間  

TEL ０７４８－３７－３７３５（図書・資料室直通） 

０７４８－３７－３７５1（センター代表） 

県内在住・在勤の方ならどなたでもご利用できます。 

♪ひとコト♪ 

自身の今年一年を漢字

一字で表すなら・・・。 

私は「気」です。 

気合いを入れる、気をつ

ける、元気でいる。いろい

ろなことに興味が沸き、気

になることが多かった一

年でもありました。今年も

ありがとうございました。

（Ｎ） 

        

図書資料室では１９９８年度から県内の男女共同参画社会に関する新聞記事を

保存しています。１９９８年１２月は、どんなことがあったのでしょうか？ 

 

記事①【輝く男女共生社会に  
おおつ市民フォーラム】 

1998（H10）/１２/６(京都新聞) 

 家事と仕事、介護問題などについて、 

働く女性ら多数の市民が意見交換。 

 

記事②【不登校といじめ調査 
  ６割近くが児童生徒間】 

1998（H10）/１２/１９(京都新聞) 

滋賀県教委がまとめた小中高校、障害児学校計 400校を対象に調査。不登校と

いじめ、校内外暴力によると、不登校児童・生徒は 1500人を突破し過去最悪と

なった。いじめについては 129件。 

 

過去の新聞でふり返る―1998年１２月 

『電話で抱きしめて』（2000）ｱﾒﾘｶ 
監督：ダイアン・キートン 

脚本：デリア・エフロン 

   ノーラ・エフロン 

ノーラ・エフロン脚本作品の一つ。 

この作品は、電話での会話が家族の絆を

つなぐ役割として使われ、やがて本当の家

族愛や絆に気付いていくという作品。 

登場する女性たちは皆、自立し自分自身

の生き方を持っています。元気で仕事に家

事に奮闘する女性たちを軽やかに描いて

いるコメディータッチの映画です。（Ｔ） 

貸出冊数を 15冊

に増やしました。 

 

＜マーガレット・マーヒー＞  
児童文学作家 

７月３日逝去 享年７６歳 
 
児童図書館司書として働きながら

絵本や児童文学を創作、１９６９年に

作家としてデビュー。 

 
 

＜ノーラ・エフロン＞  
作家・監督・脚本家 

６月２６日 逝去 享年７１歳 
 

女性の生き方を仕事や恋愛をとおしてコ

ミカルに描いた作品を多く手掛ける。 

大ヒット作『めぐり逢えたら』『恋人たち

の予感』などがある。 

『ジャムおじゃま』   
マーガレット・マーヒー 文  
ヘレン・クレイグ 絵 たなかかおるこ 訳  
徳間書店 
カッスル家では、ママが科学者のお仕事を再開したので、パパが家

のことや子育てをすることになった。ある日、プラムの実がたくさん

熟れて庭に落ちてきたので、パパはジャムを作ろうと思い立つ。毎日

毎日作り続け、家はジャムだらけ！おまけにジャムの食べすぎで太っ

てしまったカッスル一家！さてどうなることやら・・・。 

ユーモアたっぷりでテンポのよいお話です。 

アメリカコラムニスト集 
『ママのミンクはもういらない』 

ノーラ・エフロン 著 小沢瑞穂 訳 東京書籍 
ノーラ・エフロンの 1970年代のコラム作品集。 

この頃の作品が後の映画や小説の背景に大きく関わっている。 



 

 

 

 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 年 

１１月号 

№３４ 

 

裏面も見てね！ 『女性に対する暴力をなくす運動』＆『過去の新聞でふり返る、しがの男女共同参画』他 

 

 

『お父さん! 本当の幸せ見つけませんか？』 
 坂 昇 著 彩雲出版 2007 年 
 

著者自身も仕事中心の生活を送り、体を

壊したことがきっかけで、家族と過ごすこ

とが一番大切だということに気づいた。 

仕事が忙しく、家族や子どもに充分に接

することができなくて悩んでいる男性、女

性に手に取って欲しい一冊。 

『部下を定時に帰す「仕事術」』 
佐々木常夫 著  
ＷＡＶＥ出版 2009年 

 

うつ病を患う妻の看病、自閉症の長

男を含む 3人の子育てのために定時に

退社する必要に迫られる中、仕事も諦

めることなく大事業を成功させた著

者。その極限までに高めた仕事効率と

は？ 

社員のワーク・ライフ・バランス実

現のための組織のリーダーが身につ

けるべきマネジメント術。 

『最高の職場   
いかに創り、いかに保つか、そして何が大切か』 
Ｍ・バーチェル/Ｊ・ロビン 著 
伊藤健市/斉藤智文/中村艶子 訳 
ミネルヴァ書房 2012 年 
 

アメリカの調査会社「働きがいの

ある会社研究所（GPTWI）」の著者が

アメリカの企業 100 社のケースをも

とに実践につながる解説と最高の職

場を創出する秘訣を明らかにしてい

る。 

季刊 『かぞくのじかん』 
    婦人之友社  

 
暮らす、育てる、働くを考える

ワーク・ライフ・バランスをテーマ

にした雑誌。 

暮らしに潤いやゆとりを与える

ヒントや知恵がたくさん！ 

『働くママ 専業ママ  
子どものためにどっちがいいの？』 

三沢 直子 著 緑書房  

2009 年 
 

母親、子育て、仕事どれも完璧

にはできません。しんどさや焦り、

孤独感。みんな同じように感じて

いる。仕事か家庭かで悩んだとき

に共感できる内容です。 

『介護で仕事を辞めないために  
親が元気なうちからやるべきこと 52』 
グループ・けあ＆けあ 21 編著  
創元社 2010年 
 
働きざかりの年代に突然やってくる親の 

介護問題。 

「仕事があるから無理」と他の家族にま 

かせる、介護のために離職するというどち 

らか一方だけの考えに偏らない方法を見つ 

けて、家族、職場、地域で助け合う介護を。 

ワーク・ライフ・バランスの実現、それはリーダーにかかっている！ 

暮らし方、働き方をセルフマネジメント 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・図書・資料室 ご利用案内・・・・・ 

開室時間 9：００～１7：００ 

１１月の休室日 ５日、１２日、 

１９日、２４日、26 日 

貸出 本・雑誌：１5 冊 3 週間  

ビデオ：2 本 1 週間  

TEL ０７４８－３７－３７３５（図書・資料室直通） 

０７４８－３７－３７５1（センター代表） 

県内在住・在勤の方ならどなたでもご利用できます。 

♪ひとコト♪ 

食欲の秋、最近、はまっ

ているのは、「ニンニクのお

漬物」と「柚子こしょう」。 

今年の夏は毎日ニンニクの

味噌漬けを食べていまし

た。柚子こしょうはご飯の

他、おでんや湯豆腐などに

のせて。これから楽しみで

す！（Ｎ） 

        

図書資料室では１９９８年度から県内の男女共同参画社会に関する新聞記事を

保存しています。１９９８年１１月は、どんなことがあったのでしょうか？ 

 

記事①【行政に主婦の声を  
子育て中の 40 人集う】 

1998（H10）/１１/29 (朝日新聞) 
 

子育ての悩みをどう行政に訴え、改善させていくかを 

話し合おうと、幼い子どもを抱える県内の主婦ら 40人が 

明日都浜大津ふれあいプラザで集会を持った。 「滋賀 

子育てネットワーク」の主催で県内では初めての試み。 

 

記事②【交通問題に質問続出 石部町で初の「女性議会」】 
1998(H10)/11/26 (京都新聞) 

 

旧石部町で２５日初の女性議会が開かれ、町内の 20代～60代の女性たちが、町政全般に 

ついて意見や提言などをぶつけた。通学時間帯の子どもの安全について、交通問題の質問が

続出した。 

過去の新聞でふり返る―1998年１１月 

『パパと怒り鬼 話してごらん、だれかに』 
グロー・ダーレ 作  

スヴァイン・ニーフース 絵  

大島かおり 青木順子 共訳 

DVを子どもの視点からとらえた絵本です。 
 

DV はこどものこころを深く傷つけます。どうして

いいかわからないまま心を閉ざしてしまいます。で

も、勇気を出してだれかに話すことで、家族の問題

を解決できるきっかけになります。 

貸出冊数を 15 冊

に増やしました。 

どうぞ ご利用 

ください！ 

 

11月 12日（月）～25日（日）は 

「女性に対する暴力をなくす運動」の 

啓発期間です。 
 
夫・パートナーからの暴力、性犯罪、売買春、

セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為等 

女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害す

るものです。 

親しい人に対する、あなたの言葉や態度はい

かがですか？ また、相手からの言動に束縛や恐

怖を感じたことはありませんか？ 

親しい人でも家族であっても、暴力は決して許

されるものではありません。 この機会に、少し考

えてみましょう。 

『それ、恋愛じゃなくてＤＶです』  
瀧田信之・著 WAVE出版 2009 年 
「携帯をチェックされても嫌じゃない」「恋人にバカに

されたり、ひどいことを言われるのはふつうのこと」こ

れらはほんの一部ですが、ＤＶにつながるキケンなサイ

ン。 

本書は、若いカップルの会話や態度などを例に、どう

いうところがＤＶになるのか、暴力や威圧的な態度にか

くされた本心、別れたいのに別れられない理由など、わ

かりやすく解説。 

好きな人だからこそ、自分も相手も大切にする信頼関

係を築いていきたいですね。 

『セクハラはこうして行われる 
～判例から見たセクハラの姿～』   

君嶋護男・著 財団法人女性労働協会 編集発行 

2009年 

館野未来は、入社 13年目の女性総合職。ある日「人事課職

場環境管理者」という辞令を受け、セクハラ相談を担当する。

初日からすぐ相談が寄せられた。何か参考になるものはない

かと裁判例から似た事例を参考にすることを思いつき、社内

で起こる様々なセクハラを解決していく…。 

難解な判例もわかりやすい言葉に工夫され、小説のように

読みすすめることができます。 

 

女性に対する暴力根絶のための 
シンボルマーク 



みんなでつくる、私たちのまち 
「自分らしく」いられる社会へ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 年 

１０月号 

№３３ 

 

裏面も見てね！ 『特別展示 レトロかわいい！少女雑誌たち』＆『さんかくビデオ』他 

 

 

10月 14日～21日 
男女共同参画社会をめざす 

「パートナーしがの強調週間」 

暮らしの中から見つめてみよう！ 

様々な「チャレンジ」を活かす社会へ！ 

 
『モモタロー・ノー・リターン＆サルカニバイオレンス  
昔むかし、ジェンダーがありましたとさ……』 
奥山 和弘 著 十月舎 2011年 
 

『桃太郎』や『一寸法師』などのなじみの 

ある昔話をモチーフに、男女平等やジェンダー、 

ＤＶとはどういうことなのかをわかりやすく 

解説されています。自分の中にある思い込み 

に「気づいて」もらえる本です。 

 

『２人が最高のチームになる 
ワーキングカップルの人生戦略』 
小室淑恵 駒崎 弘樹 著  

英治出版 2011年 
 
成果を上げる秘訣は、「家庭」にありました。 

共働き＆子持ち経営者２人が悪戦苦闘の 

果てに生み出した生活術とは？ 

見えてきた新しい夫婦のカタチ。 

 

 

 

『天職ガールズ １００Ｇｉｒｌｓ、Ｗｏｒｋｓ、Lives．』 
藤原美奈 編 祥伝社 2007年  
 

運命の仕事にめぐりあった 100人の 

女性を紹介。100通りの生き方や働き方が 

あるということは、だれでも「好き」を仕事に 

できる可能性があるということ。やりたいことを 

探している人にもおすすめの一冊です。 

 

『女、一生の働きかた ＢＢばあさんからＨＢばあさんへ』 
樋口恵子 著 海竜社 2010年 
 
女性の働き方や生き方を見直して、 

老後もハッピーに。女性たちの“老働力”が 

日本の未来を拓くカギとして、いろいろな 

働き方をしている中高年女性を紹介してい 

ます。ちなみに、「ＢＢばあさん」とは貧乏 

ばあさん「ＨＢばあさん」とは働くハッピー 

ばあさん。 

『地域から変える 女性たちが変える  
男女共同参画をめざして』 

市川房枝記念会 編 2009年 
 

男女共同参画社会の実現をめざして、 

現状変革に取り組んだ 14道県の女性たちの 

対談集。政治参加、介護、少子高齢問題、DV、 

平和活動など、各地それぞれに、地域愛と 

パワーが感じられる対談となっている。 

 

『気楽に元気で 滋賀の市民社会のカタチ』 
淡海ネットワークセンター 編  

サンライズ出版 2008年 
  

滋賀県内で活動する市民活動団体や NPOを 

紹介。滋賀県の魅力や特色を活かした活動や 

子育て支援、商業の活性化など、おもしろくて 

元気な人が滋賀にはたくさんいます。 

『働くママに効く心のビタミン』 
上田理恵子 著 日経ＢＰ社 2009年 

 

忙しい毎日を送っていると、つい自分の 

ことは後回しになってしまいがち。 

仕事と子育ての悩みや不安、息抜きの 

方法など、心に栄養が必要なときにどうぞ。 

 

『平成オトコ塾』 
澁谷 知美 著 勁草書房 2009年 
 

男って何？男ってどうやって生きたら 

いいの？と迷ったら・・・。 

新しい視点で男性の生き方を考える。 

こんな生き方どうでしょう？ 

男女共同参画社会の実現には一人ひとりの取組が必要です。 

この機会に職場で、地域で、家庭で、身近なところで男女共同 

参画について考えてみませんか？ 

平成 24年度内閣府「男女共同参画週間」キャッチフレーズ 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・・・図書・資料室 ご利用案内・・・・・ 

開室時間 9：００～１7：００ 

１０月の休室日 1 日、９日、 

１５日、１６日、２２日、２９日 

貸出 本・雑誌：１5 冊 3 週間  

ビデオ：2 本 1 週間  

TEL ０７４８－３７－３７３５（図書・資料室直通） 

０７４８－３７－３７５1（センター代表） 

県内在住・在勤の方ならどなたでもご利用できます。 

 

♪ひとコト♪ 

秋は過ごしやすく、何

かを始める、没頭するの

にいい季節です。 

運動をしたり、絵を描

いてみたり、習い事を始

めてみたり。年末の慌しく

なる前に部屋の大掃除も

いいですね！キレイにな

ったところで気持ちも上向

き、やる気もＵＰ↑↑。

（Ｎ） 

        

図書資料室では１９９８年度から県内の男女共同参画社会に関する新聞記事を 

保存しています。１９９８年１０月は、どんなことがあったのでしょうか？ 

実際の記事を紹介します。 

 

記事① 【介護保険の実態調査  
高齢者 7割以上が回答】 

1998（H10）/10/14 (読売新聞) 

2000年 4月からの介護保険導入を控え、 

県内自治体が推進室を設置、準備を進めている。 

その一環として高齢者の実態調査を行なった。 

7割以上の回答率に関心の高さを示している。 

  

記事② 【豊かさ指標 滋賀総合 5 位 
         世代別で 50‐60 代で 1位】 
1998（H10）/10/2１ （京都新聞） 

三菱総研が発表した 1998年版「生活の豊かさと 

満足度分析」によると、総合指標で長野県がトップ、 

滋賀は 5位。また世代別では 50‐60代で滋賀は 

1位という結果に。男女別では男性 4位、女性 9位と 

１０位以内にランクインしている。 

過去の新聞でふり返る―1998 年１０月 

『プッシュ！ PUSH』 

           2003 年  28 分 

企画：滋賀県男女共同参画課 

 

 

幼いころから、テレビの相撲中継を見るのが好き

だった加奈。入学した高校には相撲部があり加奈

は本気で「相撲をやりたい」と思うようになる。入部

を希望したものの、女性が入れる所ではないという

相撲部顧問の厳しい言葉が。しかし、加奈の「な

ぜ！入れない、好きだからやりたい！」という強い気

持ちはおさまらず、担任の先生が相撲部へ掛け合

ってくれることに。そして、条件付で「男子部員に勝

つこと」ができれば入部を認めるという…。 

そんな時、母親が事故で入院！そして、迎えた

勝負の日、対戦部員と睨み合う加奈…。 

 

やりたいことに勇気を持って挑戦していく加奈の

姿に相撲部員たちも心を動かされる。 

感動のラストシーンが待っています！ （T） 

貸出冊数を 15冊 

に増やしました。 

どうぞ ご利用くだ

さい！ 

『少女倶楽部』『少女の友』など、明治から

昭和 30 年代まで出版されていた少女雑誌や女

性雑誌を特別展示します。 

時代を感じる色彩や内容とともに、少女の愛

らしい笑みがとても印象的です。 

戦前に出版されていた貴重な雑誌です。 

この機会をお見逃しなく！！ 

この機会にぜひ、どうぞ。 

◆関連図書もあります！◆ 
 
『乙女のロマンス手帖』 

堀江あき子・編 河出書房新社 2003 年 
『女学生手帖 大正・昭和 乙女らいふ』  

内田静枝・編 河出書房新社 2005 年 
『少女の友 創刊 100 周年記念号  

明治・大正・昭和ベストセレクション』  
実業之日本社・編 2009 年 

戦時下を生き抜いた少女雑誌 


