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＊福島県男女共生センター図書室 ２０１６年４月＊ 

『男尊女卑という病』 【分類 1301/ｶ】 片田珠美 幻冬舎 2015 年 

 

男女平等が叫ばれて久しいですが、平等を感じられない出来事もまだまだ少なくない

ようです。本書では、男尊女卑について正しいか間違っているか判断をするわけでは

なく、男女はどうしてそのような行動を起こし男尊女卑に繋がっていくのか、精神的

な分析をしています。「男尊女卑」というテーマに、難しそうだと感じる方もいるかも

しれませんが、ひとつひとつのテーマが簡潔にまとめてあり、身近な事例を取り上げ

て説明しているので、読みやすい内容になっています。職場や家庭で男女間にある疑

問を何となく感じていてスッキリしない、そんな人におすすめの本です。 

『「全身○活」時代 就活・婚活・保活からみる社会論』 

【分類 2106/ｵ】大内裕和・竹信三恵子 青土社 2014 年 

 

『どうして就職活動はつらいのか』（分類 2204/ナ）という本もあるように、日々登

場する新たな○活が、若者を苦しめています。その要因には「世代間断層」があると

著者は指摘します。日本が経済成長を遂げ、いい思いをしたバブル時代…そんな時代

を体験してきた親世代には、バブル崩壊後の不況しか知らない子ども世代への理解が

ありません。「我々の時代はこうだった、普通だった、簡単だった」若者を○活に駆

り立てているものは、親世代が引きずっている幻想です。「実態に合った社会転換」

がなされていないことが問題であって、若者の自己責任で終わらせてはいけないので

す。 

『ココロとカラダが楽になるちょいヨガ』 

【分類 5105/ｽ】菅井悦子 高橋書店 2014 年 

 

パソコンを使った事務作業や介護の仕事などで肩こりや腰痛などを経験している人は

多いのではないでしょうか。良いとはわかっていてもスポーツやジョギングは難しい

という人もいます。この本では、電車の中、デスクワークの合間、歯磨き・洗顔の時

などちょっとした時間でできるヨガのポーズが写真で掲載されています。ヨガを実践

するときは、無理はしない、痛みをがまんしない、人と比べないといったことが大切

としています。ふだん使っていないところをゆったりとマイペースでのばすと体も心

もスッキリします。おすすめです。 



 

＊福島県男女共生センター図書室 ２０１６年５月＊ 

『子どもに貧困を押しつける国・日本』 

【分類 3210/ﾔ】山野良一 光文社 2014 年 

 

2014 年 7 月、厚生労働省発表「子どもの貧困率」は 16.3％で過去最悪の数字。保育

や幼児教育への政府支出は「未来への投資効率が高い」とされる世界のトレンドとは

逆を行っています。そこには日本特有の社会意識とそれを利用しようとする政府の思

惑があるようです。子育ては親の責任としても、もし親が失業・病気・ひとり親とい

う状況になれば、社会の支援が必要です。しかし被支援者にたいして生活保護バッシ

ングのようなことが起きています。著者は数々のデータや児童福祉司としての経験と

子どもの貧困の現場から問題提起と解決策の提案をしています。わかりやすく説得力

がありおすすめです。 

『親を、どうする？ 介護の心編』 

【分類 4102/ｺ】小林裕美子 実業之日本社 2014 年 

 

本書は幅広い世代や立場から、人の老いと介護を見つめた作品です。「介護される

親」と「介護する子」、それぞれの気持ちを４コマ漫画風に描いています。身近な人

の老いとの直面には戸惑いを感じ、終わりが見えない介護では心身共に疲れ果てて

しまいますが、それでも自分の親に少しでも気持ち良く日々を過ごして欲しい……

そんなリアルな思いをすくい取っています。今、介護に悩む人の心に響く 1 冊で

す。ふんわりと柔らかなイラストも優しく心に染みわたります。 

『この世にたやすい仕事はない』 

【分類 6102/ﾂ】津村記久子 日本経済新聞出版社 2015 年 

 

バーンアウト（燃え尽き症候群）で転職を決めた主人公の「私」は、「一日中スキ

ンケア用品のコラーゲンの抽出を見守るような」淡々とこなせる仕事を求めていま

した。職業相談所で紹介されるのは「みはりのしごと」を始めとするいくつかの不

思議な仕事……。様々な理由で長く続けられるような仕事は見つからず、職を転々

とする「私」。「そんな仕事あるの？」と思うようなおかしな仕事ばかり登場する小

説ですが、「私」の抱える仕事への不安にはリアリティがあって、たまにギクリと

させられます。 



 

＊福島県男女共生センター図書室 ２０１６年６月＊ 

『ポリアモリー 複数の愛を生きる』 

【分類 3105/ﾌ】深海菊絵 平凡社 2015 年 

 

芸術家・岡本太郎の両親、かの子と一平の夫婦関係も「ポリアモリー」だったと

か。一対一ではなく、同時に複数のパートナーを持つ愛のかたちが、ポリアモリ

ーです。それぞれのパートナーがこのような関係を理解した上で「誠実」な関係

を築くことが、不倫や浮気とは異なります。実際のポリアモリー実践者はどんな

ライフスタイルを送っているのか？他のパートナーに嫉妬はしないのか？日本で

はまだなじみのない「ポリアモリー」を紹介する本です。 

『涙のあとは乾く』 

【分類 5210/ﾌ】キャサリン・ジェーン・フィッシャー 講談社 2015 年 

 

「香港では家政婦と運転手付きの車がある暮らしをし、日本ではタレントとして

テレビに出演していた」恵まれた人生を送っていたオーストラリア人の著者が、

ある日日本で米軍兵士によるレイプ被害に遭います。被害者なのにひどい扱いを

受け、3 人の子どものシングルマザーには精神的にも経済的にも大きな負担でし

た。しかし沖縄をはじめ日本には少なからず同じようなケースがあることを知

り、日本やアメリカという国を相手に正義を求めて立ち上がります。絶望的な状

況でもあきらめず行動する姿勢に感銘を受けます。ぜひご一読を！ 

『家族の事例に見るモラルハラスメントの心理分析  

子どものすこやかな発達のために』 

【分類 1501/ｱ】 浅見初江 文芸社 2015 年 

 

本書はある家族の事例をもとに、モラルハラスメントが子どもの発達にどう影響

を及ぼすのかを分析しています。小説仕立てにストーリーが展開していき、場面

ごとにカウンセラーである著者の解説があり、理解しやすいつくりになっていま

す。実は著者自身もこの事例の家族と同じような経験を持ち、40 年以上も親のモ

ラルハラスメントに苦しんだそうです。子どもの笑顔を守りたい、すこやかに成

長して欲しいという願いが込められています。 



 

＊福島県男女共生センター図書室 ２０１６年７月＊ 

『ありのままの私』       【分類 1102/ﾔ】安冨歩 ぴあ 2015 年 

 

著者は、2014 年、初めて「女性装」の姿をテレビで公表した東大教授。それ以来「女

装の東大教授」と呼ばれ、様々なメディアで取り上げられるようになりました。しか

し、女性の姿が本来の姿であって、決して「女装」ではありません。50 歳を過ぎて自

身の性に気付き、「女装」や「オネエ」をステレオタイプに描こうとするテレビの暴力

性、女性差別の構造を知ります。歪んだ視点を押しつけられていることに気付くこと、

ありのままを見ることの大切さが分かります。 

『裁判員のあたまの中 14 人のはじめて物語』 

【分類 2104/ﾀ】田口真義 現代人文社 2013 年 

 

旅行添乗員として海外を飛び回る 2 人の娘の母親でもある江口さん。ある日通知がき

て裁判員として強姦致傷や強制わいせつ事件を担当することになります。人生の幸福

にあふれた人たちに接する仕事をしてきたため被害者の不幸を知りショックをうけ

ます。たとえ身体の傷は治っても心の傷は一生治らない。しかし被告人のことを考え

るとどうかと悩みます。ここでは 14 人の裁判員の体験が語られ、選ばれる過程やお

弁当や日当のこと、勤め先での有給や欠勤の扱いなどにもふれられています。だれで

も裁判員になる可能性はあるのでおすすめです。 

『上野千鶴子のサバイバル語録』 

【分類 2110/ｳ】上野千鶴子 文藝春秋 2016 年 

 

上野千鶴子さんの現在までの著作の数々から厳選された初の語録集です。人生・仕

事・恋愛・結婚・家族・老後・女を生き抜くために選ばれたその言葉ひとつひとつ

は、私たちの心を打ち抜きます。頷きながら読めるものもあれば、こんな考え方も

あったのか！と目からウロコな言葉も。悩める世の女性たちが逆風に立ち向かう

力・乗り切る力を与えてくれます！ 



 

＊福島県男女共生センター図書室 ２０１６年８月＊ 

『子育て主婦が知っておきたいお金の話』 

【分類 4201/ｺﾞ】ごうだなみこ 経済法令研究所 2014 年 

 

子育て中の主婦は「子どものこと」「家のこと」「仕事のこと」と、考えること・や

ることが沢山あって本当に忙しいです。そんな生活に大きく関わってくるのが「お

金」のこと。本書では、日頃人々が感じているお金に関する悩みに対する答えを教

えてくれます。国の制度から、税金、各保険、年金などについて、分かっているよ

うで実は分かっていないこと、ありませんか？「今さらそんなこと聞けない！」そ

う思う方もいるかもしれませんが、大丈夫です。現在ファイナンシャル・プランナ

ーの著者も以前は全く無知だったそうです。分からない人の気持ちが分かる著者に

よる丁寧な説明で、スッキリ解決できます！ 

『From ひろしま』       【分類 6103/ｲ】石内都 求龍堂 2014 年 

 

破れたワンピース、焼け焦げたお弁当箱、入れ歯、靴……。本書は、今も広島平和記

念資料館に寄贈される被爆者の遺品の数々を写した写真集です。著者は撮影をする

時、遺品に語りかけるそうです。そうして撮られた写真は、何も語らないはずの「物」

ですが、例えば小さなボタンを見た時、それを留めたであろう小さな手、お母さんや

お父さんの手…知るはずのない個人の物語が想起される不思議な力があります。世界

的に功績を残した写真家に贈られるハッセルブラッド国際写真賞受賞記念出版です。 

『沈みゆく大国アメリカ ＜逃げ切れ！日本の医療＞』 

【分類 8201/ﾂ】堤未果 集英社 2015 年 

 

アメリカの医療制度改革は、国民の期待に反して、薬の価格が製薬会社によって高

く設定され、患者や医師に大きな負担となってしまいました。日本には世界の人々

もうらやむ国民皆保険制度があります。また農協がもとになった長野県の佐久総合

病院のような病気予防に効果を上げている地域の事例があります。医療費がかかり

すぎるなど誤解されていることが多いのですが、知識がないと鵜呑みにしてしまい

ます。医療が儲けの手段にされることを危惧している著者は、誰にでもわかりやす

く医療問題を解説しています。おすすめです。 



 

＊福島県男女共生センター図書室 ２０１６年９月＊ 

『わたしの「女工哀史」』  【分類 1202/ﾀ】高井としを 岩波書店 2015 年 

 

『女工哀史』といえばベストセラー、ロングセラーとして知られています。しかし著

者の細井和喜蔵を物心両面で支えた妻のことは知られていません。内縁関係にあった

ことやマスコミに悪く書かれたこともその一因です。関東大震災や西宮の空襲を経験

し、5 人の子のひとり親となり、生涯を通じて貧しさから逃れられませんでした。戦

前は女工や女給、戦後はヤミ屋や失業対策事業で働きました。その間、リューマチな

どの病気を患いながらも、日給改善、健康保険、託児所、養老院などに労働組合の仲

間とともに取り組んできました。詳細はぜひ読んでいただき著者の“熱血”人生から

元気をもらってください！ 

『訪問看護師が見つめた人間が老いて死ぬということ』 

    【分類 5104/ﾐ】宮子あずさ 海竜社 2015 年 

 

著者は、精神科病院に所属し、訪問看護の仕事をしています。実際の事例を基にした

利用者の姿を通して、老いと死について自身の考えることが綴られています。自宅を

訪問するため、多くの利用者の「生活」に触れる著者。そのため、ごみ屋敷、貧困、

孤独死、生前整理など、近年話題の気になる問題を肌で感じる機会が多いようです。

例えば、ごみ出しができているかどうかは、暮らしの自立度を知る指標と考えるそう。

私たちが、老いた身内を支える時の参考にもなる本です。 

『家族病 夫の問題 妻の問題 子の問題』          

【分類 3201/ｶ】金盛浦子 さくら舎 2016 年 

 

いま、まさに「家族病」の時代と言っても過言ではないほど、家族間の問題が蔓延

しています。「家族」という軛
くびき

（自由を束縛するもの）に苦しめられている方が大

勢いるそうです。いったい何が「家族病」を生んでいて、そこからどんな「毒」が

生まれ人を壊していくのか？心理カウンセラーとして著者が経験した事例をもとに

解説をしています。家族・家庭でスムーズな関係を築けるように、具体的なコミュ

ニケーションの取り方も教えてくれます。 



 

＊福島県男女共生センター図書室 ２０１６年１０月＊ 

『子の無い人生』     【分類 3103/ｻ】酒井順子 KADOKAWA 2016 年 

 

2003 年に発刊し、大反響を呼んだ『負け犬の遠吠え』【分類 3103/ｻ】。負け犬の定義

は「未婚・子ナシ・三十代以上」。しかし、様々な反響があった中で意外に多かったの

が「既婚・だけど子ナシ。こんな私は負け犬？」というものでした。「結婚しているか・

いないか」ということよりも「子どもがいるか・いないか」ということの方が深く関

わっていたのです。結婚をしたらしたで子どもの誕生を期待され、一人目を産んだな

ら二人目を期待され……常にプレッシャーがつきまといます。子どもがいないという

人生を、どう捉えてどう過ごしてゆけばいいのか。様々な視点から分析しています。 

『へろへろ 雑誌『ヨレヨレ』と「宅老所よりあい」の人々』 

【分類 4102/ｶ】 鹿子裕文 ナナロク社 2015 年 

 

「託」ではなく「宅」。老人介護施設を開所するきっかけとなった強烈なばあさまの「年

寄りば託するちゃどげんことな！」という言葉を受けて「自宅に近い雰囲気だから」

と「宅」にしたそう。特別養護老人ホームづくりに向けて「よりあい」が常に闘って

いるのは資金不足。ただ、手作りジャムの販売など地道な稼ぎを生み出したりチャリ

ティーコンサートを開催したり、お祭りのように楽しく、決して暗くはなりません。

あの手この手で奮闘する職員や「世話人」たちの強烈な個性が光ります。 

 

『下流老人 一億総老後崩壊の衝撃』   

【分類 4101/ﾌ】藤田孝典 朝日新聞出版 2015 年 

 

ある 70 代の男性。働き盛りの 40 代に両親が相次いで病気に倒れ、正社員の仕事を辞

め、約 10 年介護を続けてきました。再就職したが、離職や低賃金などのため厚生年金

は約 9 万円。500 万円ほどの貯蓄は使い果たし、困窮して NPO に相談。この事例は特

別ではなく、予想外の低年金、がん・脳梗塞などの病気、引きこもりの子どもなど様々

な要因で老後の生活が困窮する事例は多いのです。著者は個人でできる防衛策や国の

政策そして成熟社会・格差社会における資産・資源の分配のありかたなどの提案をし

ています。ぜひご一読を。 

 



 

＊福島県男女共生センター図書室 ２０１６年１１月＊ 

『ひきこもる女性たち』 【分類 1101/ｲ】池上正樹 ベストセラーズ 2016 年 

 

「若者の生活に関する調査」（2016 年 9 月）として内閣府が発表している「ひきこ

もり」の定義には、「専業主婦・主夫又は家事手伝い」と「家事・育児をする」人は

含まれていません。このような公的調査では、ひきこもりの割合は男性が多いとい

う結果になり、男性の問題であるかのように印象付けられます。しかし、専業主婦

にひきこもりはいないと言えるでしょうか？また、女性は男性と比べて仕事をせず

家にいても不審に思われず、女性の問題はさらに見えにくいものになっています。

20 年近くひきこもり問題を追ってきた著者が、様々なひきこもり女性たちのケース

を通して、彼女たちの抱える生きづらさを探ります。 

『男が働かない、いいじゃないか！』 

【分類 1102/ﾀ】田中俊之 講談社 2016 年 

 

今では働く女性も増え、働き方が多様化していますが、「男なら働くのが当たり前」

「男が無職では大問題」など、「男らしさ」という固定観念はまだまだあるようです。

男は常に強くたくましくいなければいけないのか……？いえいえ、男にだって弱音を

吐きたいときもあるんです。男性学専門の著者が、「男らしさ」に対してプレッシャ

ーを感じる男性の気持ちを尊重し、しっかりと耳を傾けます。仕事や女性、世の中に

対して感じていた疑問に答え、男性に勇気を与えてくれます！ 

『私たちの声を議会へ 代表制民主主義の再生』 

【分類 2101/ﾐ】三浦まり 岩波書店 2015 年 

 

「議会が圧倒的な男性支配社会であるがために、日本社会が被るデメリットは計り

知れない。セクハラ・ヤジに象徴されるように女性蔑視の政治文化が再生産され、

……少子化、ケア不足、貧困の世代間連鎖、環境問題などが置き去りにされ、持続

可能な社会を日本が構築できないのは、女性の声が反映されていないことが一因で

ある。」とジェンダーと政治を専攻する著者は分析しています。一見すると難しい

本のようですが、読み進むにつれてこれまでもやもやしていたものがそうだったの

かとわかってきます。おすすめです。 
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『ドイツ人はなぜ、1 年に 150 日休んでも仕事が回るのか』 

【分類 2201/ｸ】熊谷徹 青春出版社 2015 年 

 

ドイツ企業のサラリーマンは、毎年約 30 日の有給休暇をほぼ 100％消化し、1 日 10 時

間以上働かない。にもかかわらす、ドイツ経済は絶好調である。中間管理職に女性が目

立ち、幼い子どもを育てながらフルタイムで働いている女性は珍しくない。ここにどん

な秘密があるのかドイツ生活 25 年の著者がその謎を解き明かしていきます。日本でも

女性の活躍やワーク・ライフ・バランスということがいわれていますがなかなか実現で

きていません。個人や小さい組織でもできる改善例の提案もあり参考になります。おす

すめです。 

 

『９９０円のジーンズがつくられるのはなぜ？ 

ファストファッションの工場で起こっていること』 
【分類 2202/ﾅ】 長田華子 合同出版 2016 年 

 

主に若者の間で流行しているファストファッション（＝最新の流行を取り入れ、短いサイ

クルで豊富な衣料品を低価格で揃えるファッションブランド）。単価はとても安く、消費

者の私たちにとってはありがたいことなのですが、この低価格の背景には喜ばしくないカ

ラクリが存在しているのです。本書では服を作る工場で働くバングラデシュの女性たちを

取り上げ、労働環境の劣悪さを訴えています。購入すること自体は悪いことではありませ

んが、どんな背景で作られているのか、ひとりひとりに知ってもらいたいのです。 

 

『イラスト版子どものアンガーマネジメント  

怒りをコントロールする 43 のスキル』 【分類 Ｊ/5101/ｼ】  

日本アンガ―マネジメント協会（監修）篠真希・長縄史子（著） 合同出版 2015 年 

 

イライラを心に溜め込んでいると、消化できずにモヤモヤ…。かといって感情的になっ

て誰かや何かに怒りをぶつければ、相手を傷付けたり結局自分も後悔したり…。そんな

怒りの感情をコントロールするスキルが「アンガーマネジメント」です。まず 6 秒待っ

て怒りのピークをやり過ごすこと。それから、その怒りを「攻撃」に変えず、どう「表

現」するか考えます。学校で起こる様々なシチュエーションを想定し、コントロールす

る方法を学ぶことができます。子どもだけでなく、大人も十分活用できる本です。 
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『農家と農業 お米と野菜の秘密』 

【分類 2114/ﾉ】 板垣啓四郎/監修 実業之日本社 2015 年 

 

日本の農業と食の将来は高齢化、食料自給率低下、TPP、食の安全等の不安がありますが、

希望の持てる事例もあります。米、アスパラガス、ソバなどの産地である福島県喜多方

市では「小学校農業科」の授業で、支援員と教師が連携し様々な農作物を育てています。

また、現在日本の女性農業者の数は約 130 万人で全体の半数を占め、女性が経営参画し

ている農家の売上げや収益は向上する傾向にあり、六次産業化や野菜カフェなどのアイ

ディアが期待されています。世界的な食糧不足が心配されますが、努力を重ねている農

業者を皆で応援したいですね。 

『「女性にやさしい」その先へ “資生堂ショック”から新しい働き方を考える』 

【分類 2202/ｱ】 AERA 編集部・大沢真知子/編著 朝日新聞出版 2016 年 

 

週刊誌「AERA」が、資生堂の人事改革を「資生堂ショック」として紹介しました。その

後、テレビ報道の際には、「ショック」という言葉が当初の意味とは違った消極的なニュ

アンスで伝わってしまいました。実際は、子育てをする女性へ、配慮だけではなく活躍を

意識した働き方をしてほしい、という子育てと仕事の両立支援から一歩進んだ、全く新し

い取り組みであるという意味だったのです。「女性にやさしい」だけでは、出産や子育て

がキャリア形成の足かせになるのではないかという不安や、シングルで働く人たちの不公

平感は解消されません。資生堂の他にも、様々な企業の取り組みが紹介されています。 

 

『子どもの写真整理術 シンプルだから忙しくてもずっと続く！ 

家族で 1 年に 1 冊だけ！』 【分類 4201/ｴ】Ｅｍｉ/著 ワニブックス 2014 年  

 

子どもが生まれた頃から今までの写真を見ると、成長が分かり、とても愛おしくなります

よね。でも、アルバムにまとめる時間も労力もなく、乱雑にしまったまま……なんてこと

になっていませんか？本当はきれいにアルバムをつくりたい、けれど、どんな風に整理を

したらいいのか、きょうだい別につくった方がいいのか、そもそも写真を印刷するのかデ

ータでまとめるのか……つくる前からの悩みは尽きないものです。本書ではそんな悩みを

スッキリ解消してくれます。子どもの成長過程、当時の家族の様子など、みんなで写真を

囲んで振り返ることで、絆もきっと深まることでしょう。 
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『これが、コレクティブハウスだ！コレクティブハウスかんかん森の 12年』  

【分類 4201/ｺ】コレクティブハウスかんかん森居住者組合森の風（編） ドメス出版 2014 年 

 

コレクティブハウスとは、各戸に台所、浴室、トイレなどが完備された住まいがありつ

つ、さらに共用のスペース（台所、食堂、ランドリースペース、キッズルームなど）を

持つ集合住宅のことです。日本ではまだあまり馴染みのない暮らし方ですが、実際にど

んな生活を送り、どんな家の作りになっているのか、かんかん森の住人たちが紹介して

くれます。多世代の繋がりにあたたかさが感じられ、無縁社会が拡がる日本には今後必

要な暮らし方なのかもしれません。 

『キレる私をやめたい 夫をグーで殴る妻をやめるまで』 

【分類 5101/ﾀ】田房永子 竹書房 2016 年 

 

男性の暴力に対する情報や対処法は増えてきましたが、「女の暴力は社会的に問題視され

ていない」、「深刻に考えるべき問題ではない」と思われていると著者は指摘します。外

では温厚なのに、家庭では突然キレて物に当たったり夫を殴ったりする悩みを抱え、解

決法が見つからなかった著者自身の実感です。コミックエッセイなので、暴力の描写は

つい笑ってしまうようなコミカルな表現になっていますが、実際にこんなに暴れる人間

がいたら大問題です。キレることに苦しんでいる方、周りにキレる人がいて困っている

方々の参考になる本です。 

『佐々木靜子からあなたへ 女のからだと医療・性暴力・人権』 

【分類 5104/ｻ】佐々木靜子 教育史料出版会 2015 年 

 

著者は産婦人科医として「富士見産婦人科病院事件」での営利目的手術の被害者支援を

して、女性の立場に配慮した医療が必要だということを痛感します。たとえばお産は陣

痛促進剤を使うより自然に任せたほうが異常は少ないと考え実践します。また多くの女

性が DV や性暴力の被害に遭っているのに医療は長い間無関心でいたこと、自分自身も気

づかないでいたことに衝撃を受け、女性への暴力の被害者支援の NPO を立ち上げるに至

ります。 
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『〈税金逃れ〉の衝撃 国家を蝕む脱法者たち』 

               【分類 2105/ﾌ】深見浩一郎 講談社 2015 年 

 

2014 年 12 月に OECD は、2011 年時点で、過去 30 年間で OECD 諸国において経

済格差が最大となっていると報告。1980 年代からの新自由主義政策の、富裕層

を優遇すれば、その成果が中低所得層にも行き渡るというトリクル・ダウン理論

を実証する現象は生じなかったのです。同報告ではさらに低所得者層に教育機会

が整備されなかったことで OECD 諸国の過去 20 年間の経済成長が、6～10％程度

押し下げられたと推計。今後は女性や子どもの貧困の問題解決に富の再分配のよ

うな政策が必要なのではないでしょうか。 

『くまのトーマスはおんなのこ ジェンダーとゆうじょうについて

のやさしいおはなし』    【分類 J/5201/ｳ】ジェシカ・ウォルトン/作 

ドゥーガル・マクファーソン/絵 川村安紗子/訳 ポット出版プラス 2016 年 

 

本書は、トランスジェンダーの父を持つ娘が自分の息子に読み聞かせるためにつ

くった絵本です。くまのトーマスは、外見は男の子だけれど中身は女の子だとい

うことに悩み、勇気を出してそのことを友だちのエロールに打ち明けます。もし

友だちや家族の性別が変わっていたら、みなさんどうしますか？トーマスと同じ

ような悩みを打ち明けられたときにどう接するべきか、この本はヒントをくれま

す。お互いの違いを尊重し、多様な生き方を認め合うことの大切さを子どもたち

に知ってもらうことによって、いじめや差別などの社会問題が減っていくのでは

ないでしょうか。 
 

『子ども食堂をつくろう！  人がつながる地域の居場所づくり』      

【分類 3210/ﾄ】豊島子ども WAKUWAKU ネットワーク/編著 明石書店 2016 年 

 

子ども食堂は「安価な料金あるいは無料で、子どもや親子に食事を提供する場」

で、それぞれの地域によって運営方法は違い、在り方に明確なルールはありませ

ん。子どもの孤食や貧困対策として全国各地で実施されていますが、「本当に子ど

もが救えるのか？」という指摘は絶えません。確かに、子ども食堂だけでは限界

があるでしょうが、子ども食堂から支援の輪を広げることができれば効果は期待

できます。子育てに悩む親にとっても救われる活動になると思います。 


