
年 月     オススメ本　
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ルポ　税金地獄

一○○歳時代の人生マネジメント-長生きのリスクに備える

憲法と政治

ハンセン病療養所に生きた女たち

冲方丁のこち留　こちら渋谷警察署留置場

すぐそばにある「貧困」

自死　現場から見える日本の風景

働く女性のためのがん入院治療生活便利帳　40代、働き盛りでがんになった私が言えること

夫が怖くてたまらない

社会をちょっと変えてみた

福島のお母さん、聞かせて、その小さな声を

家族のゆくえは金しだい

皿洗いするの、どっち？　目指せ、家庭内男女平等！

サバイバー　池袋の路上から生還した人身取引被害者

「奨学金」地獄

明日、会社に行くのが楽しみになる　お仕事のコツ事典

主夫のトモロー

N女の研究

寝顔に「ごめんね」言いたくない!さよならイライラ育児

ビバ！インクルージョン　私が療育・特別支援教育の伝道師にならなかったワケ

仕事も人間関係もうまくいく　大人の気づかい

老後ひとりぼっち

フクシマ６年後消されゆく被害　歪められたチェルノブイリ・データ

ずっと働ける会社　マタハラなんて起きない先進企業はここがちがう！

移住女子

新しい日米外交を切り拓く　沖縄・安保・原発・TPP、多様な声をワシントンへ

人生の流儀

給食のおばさん、ブータンへ行く！

嫁をやめる日

理系女性のライフプラン　あんな生き方・こんな生き方　研究・結婚・子育て　みんなどう
してる？

三千円の使いかた

戦禍に生きた演劇人たち　演出家・八田元夫と「桜隊」の悲劇

「ほとんどない」ことにされている側から見た社会の話を。

百年の女「婦人公論」が見た　大正、昭和、平成

メディア不信　何が問われているのか

★　福島県男女共生センター図書室　★

2018年度  新着図書　　　オススメ本

2018

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

から



 

福島県男女共生センター図書室 3F 

『男も女もみんなフェミニストでなきゃ』【分類 1101/ｱ】 

チママンダ・ンゴズィ・アディーチェ/著 くぼたのぞみ/訳 河出書房新社 2017 年 

 

本書は、ナイジェリア出身の著者や現在住むアメリカの友人た

ちが体験した、女性がどのように抑圧されているかを語った講演

に加筆したものです。スウェーデンでは 16歳の子供たち全員に講
演内容が配布されたり、ビヨンセが曲の中で著者の語りを用いた

りと世界中で話題となりました。男性、女性に限らず、どんな人

も窮屈な価値観から解放され、ジェンダー差別がない社会を目指
そうとこの本は語りかけます。 

『一〇〇歳時代の人生マネジメント-長生きのリスクに備える』 

【分類 4101/ｲ】石田淳/著 祥伝社 2017 年 
 

人生 100 年時代をどう生きるか？ そんな心の問いかけにこの
本は答えてくれます。100歳までのお金の話、頭と体を健康に保つ

方法、メンタルの支え方、生きがいと人間関係などです。著者は

週 2、3 回 30 分のウォーキングから始めてフルマラソンに出場で
きるようになったそうです。どの項目も低いハードル設定、スモ

ールゴールで取り組むよう書かれてあるので、チャレンジしてみ

よう！という気持ちになりますよ。この本を読んで、人生 100 歳
時代に備えましょう。 

『ルポ 税金地獄』【分類 2105/ｱ】 

朝日新聞経済部/著 文藝春秋 2017 年 
 

2013 年 4 月にスタートした「教育資金贈与」では子や孫一人に

つき 1500万円まで非課税となっています。援助したい祖父母らは

信託銀行の口座に教育資金を入れ、子や孫は領収証（学校の授業
料、習いごと・学習塾などの費用）と引き換えにお金を引き出せ

るのです。一方、そのような支援が期待できない人々もいます。

お金に余裕のある人に税を負担してもらい、生活に困っている人
やその子どもたちを助けるという税のしくみは働いているのか、

みんなで考える必要があるのではないでしょうか。 



 

『母ではなくて、親になる』  

【分類 3206/ﾔ】山崎ナオコーラ/著 河出書房新社 2017 年 
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『暮らしのなかのボイコット 消費者市民としての 50 年』  

【分類 4202/ﾄ】富山洋子/著 現代書館 2016 年 

 

『危機の現場に立つ』  

【分類 J/8102/ﾅ】中満泉/著 講談社 2017 年 

 

「すこやかないのちを未来へつないでいく」という理念のもと著者は日本

消費者連盟の活動に関わり、全国各地の暮らしを守ろうと奮闘している

人々と交流してきました。たとえば、太陽光発電の普及に取り組んできた

ことで東日本大震災以降注目された、長野県飯田市を訪問。そこではイノ

シシ鍋やヤマメの塩焼きなど地産地消の食に感動しました。安全な暮らし

は人任せでは実現できず、自ら行動しなければならないということを痛感

させられます。 

著者中満泉さんの国連オフィスには世界中で起こる紛争や事件がわかる

ように、BBCニュースがいつもつけてあるそうです。国連軍縮担当事務次長

であり、二人の女の子のお母さんでもある著者は、世界中の紛争地域で平

和活動に奮闘してきました。初めての海外生活の話、国連難民高等弁務官

事務所で働く意義、スウェーデンでの子育て等々内容盛りだくさんです。

また、本書は世界の中の日本について考える機会を与えてくれます。この

本はお子様でも読みやすいようにふりがながふってあり、用語の説明も掲

載されています。 

作家・山崎ナオコーラさんと書店員の夫が経験した、子どもの誕生から成

長の 1年間をつづった育児エッセイ。著者は妊娠中から、「自分らしくないこ

とはしない。母ではなくて、親になろう。」と決意し、夫婦間のフェミニズム

のあり方・育児中の仕事への向きあい方など、子育て中のジレンマに囚われ

ることなく突き進んでいきます。 

「理想の母親像の呪縛」に悩まれている方は、ぜひ一読を。 
 



 

『モラルハラスメント あなたを縛る見えない鎖』 

【分類 1501/ｱ】リサ・アロンソン・フォンテス/著 宮家あゆみ/訳 晶文社 2017 年 

 

どうして関係を続けてしまうのか？なぜ、モラハラは起きるのか？この本

は、カップルの一方が相手を支配し、虐待的な方法で脅すというモラルハラス

メント（アメリカでは「コアシブ・コントロール」と言います）と呼ばれる関

係についての本です。著者はモラスハラスメントの関係とそれ以外の関係の違

いは「孤立」と「恐れ」と「罰」と書いています。LGBT カップルのモラハラ

やティーンのモラハラなども含めて、事例を元にそこからの脱出方法が詳しく

解説されています。アメリカ発の一冊です。 

『ブラックボックス』    【分類 5210/ｲ】伊藤詩織/著 文藝春秋 2017 年 

 

夢を叶えるために、海外留学など一歩一歩努力していた著者は、ある日思い

もよらない性暴力の被害者となってしまいました。魂の殺人といわれる犯罪で

すが、ジャーナリストを志す彼女の場合、生き続けて真実を追求し、伝えるこ

とで自分を取り戻すことができるといいます。勇気をもって自分の体験を公に

しましたが、警察・マスコミ・社会などの性暴力被害者への対応はどうだった

でしょうか。何が問題かまず当事者の小さな声に耳を傾けてほしいのです。 
 

『るるらいらい 日豪往復出稼ぎ日記』 

【分類 6102/ｺ】小島慶子/著 講談社 2017 年 

 

元アナウンサーとして知られる著者は、夫の「充電したい」宣言で突然一家

の大黒柱となることに。一時はパニックに陥るが、発想の転換とばかりに、家

族４人で自身の幼少期を過ごしたオーストラリアのパースへと移住すること

を決断する。夫は主夫に、自身は 8000 キロの距離を越え日本へと出稼ぎする

生活をスタートさせた。今まで以上に忙しい日々に目を回しながらも、自分ら

しい生き方や家族のあり方を体当たりで模索していく姿に、勇気と今を見据え

るヒントが散りばめられています。 
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 『男女平等は進化したか  

男女共同参画基本計画の策定、施策の監視から』 

【分類 1301/ｶ】鹿嶋敬/著 新曜社 2017 年 

「女性活躍推進はプロセス、ゴールは男女共同参画社会の形成」と著者が書く

ように、男女共同参画社会（男女が社会の対等な構成員としてあらゆる分野の活

動に参画できる社会：男女平等）の形成作りについて、1990 年代からのプラン

やビジョン、これまでの男女共同参画基本計画について、その会議で総理はどう

発言してきたか、そして「ワークライフバランス（仕事と生活の調和）」「性的マ

イノリティ（少数派）」「ダイバーシティ（多様性）の必要性」についても記述が

あります。男女平等の達成を目指して書かれた本です。 

 

『「わがまま」のつながり方』 

【分類 4106/ｶ】鎌田實/著 中央法規 2017 年 

厚生労働省は、団塊の世代がすべて後期高齢者となる 2025 年までに、病院

ではなく、生活の場で死を看取ることができる地域づくりを目指しています。

しかし、現場では「どのような地域包括ケアをつくったらよいのかわからない」

という戸惑いと不安の声が上がっています。そこで、30 年以上前から地域医療

と介護の連携に力を注いできた著者が、地域力を高める仕掛けや、生きたネッ

トワークづくりのアイデアを実践者の実例と共に紹介します。多様な「わがま

ま（我のまま）」を認め合う社会への知恵が満載です。 

 

 

『新聞記者』 

  【分類 7102/ﾓ】 望月衣塑子/著 角川書店 2017 年 

著者が中学 2 年生のころ、母から吉田ルイ子さんの本を紹介されました。ア

パルトヘイトという人種隔離政策がある南アフリカ共和国のことを伝えたもの

でした。父からは紆余曲折の人生と業界紙記者の経験を聞きました。そうしてジ

ャーナリストになりたいと思うようになったのです。新聞社に就職したものの

数々の失敗を重ねますが先輩からの叱咤激励で鍛えられます。取材現場の話は大

変興味深く引き込まれてしまいます。おすすめです。 
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『国家がなぜ家族に干渉するのか 法案・政策の背後にあるもの』  

【分類 2104/ﾎ】本田由紀・伊藤公雄/編著 青弓社 2017 年  

 

『女性・人権・生きること 過去を知り 未来をひらく』  

【分類 1103/ﾃ】天童睦子/著 学文社 2017 年  
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『いのち愛しむ、人生キッチン 92 歳の現役料理家･タミ先生のみつけた幸福術』  
【分類 4203/ﾋ】桧山タミ/著 文藝春秋 2017 年  

日本国憲法 24条 1項は、結婚は「両性の合意のみに基づく」となっています

が、もし「のみ」を削除すると「イエの氏」のため、「結婚奨励政策」のため

といった当事者以外の介入が容易になります。また 25条では「生存権」を個

人の権利としています。つまり、憲法はすべての個人が人生を自由に選択し

て生き生きと生きていける保障なのではないか、ということに気づかせてく

れるのが本書です。当事者以外が期待する家族像・女性像・男性像の枠の中

に委縮する必要は全くないのです。 

著者は、17 歳の時に料理家の草分け・江上トミの弟子としてこの道に入り、

70 年以上ものキャリアを持つ料理家です。良く生きるためには、良く食べる

ことが大切。料理は上手かどうかよりも「思いやり」だと著者はいいます。「手

間」がプレッシャーとなり、料理をすることに少し疲れてしまった人にも、

心に響くヒントが送られています。レシピだけでなく、人生に迷ったときに

「おおらかに、賢く、健やかに、そしてやさしく」生きる著者の言葉がそっ

と寄り添ってくれる一冊です。 

「女性と人権」について初めて学ぶ人のために、女性の権利の歴史的展開、フ

ェミニズムとはなにか？ジェンダーとはなにか？に始まり、女性の人権に関す

る世界の動き、日本の女性の地位、セクハラやデート DVについて、リプロダク

ティブ・ヘルス/ライツ（性と生殖に関する健康と権利）等々、おもしろいコラ

ムも交えて読みやすく書かれています。 

「女性の人権について考えることは、女性だけでなく、男性、マイノリティ

（少数派）、声をあげにくかった人々を含めたすべての人にとってよりよい未来

をひらく基盤となる」と著者は述べています。小冊子なので、お手に取りやす

いですよ。 
 



 

『生きていくあなたへ 105 歳どうしても遺したかった言葉』  

【分類 2110/ﾋ】日野原重明/著 幻冬舎 2018 年  

 

『一億総貧困時代』  

【分類 2106/ｱ】雨宮処凛/著 集英社インターナショナル 2017 年  
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『おいしい育児 家でも輝け、おとうさん！』  
【分類 3206/ｻ】佐川光晴/著 世界思想社 2018 年  

「感謝にみちた気持ちで、キープオンゴーイング（前に進みつづけよう）」

著者の大好きな言葉です。105 歳の最後まで現役のお医者さんであった著

者が、けっしておごることなく、正直に素直な言葉で語った本です。様々

な質問に答える形で文章が進んでいくなかで日野原流アドバイスが満載

です。No.18 まである「書斎のファイルから」の一文も心に届きます。す

べての人におすすめの 1冊です。 

不妊症治療を夫婦で乗り越えて子を授かった著者は、屠蓄場の作業員から

主夫兼小説家へと職業を変え、子育てに関わってきました。未だ男女の賃

金格差は大きく、平日のタイムスケジュールに家事と育児が組み込まれて

いる父親は少ないかもしれませんが、「仕事では味わえない発見と感動に満

ちた子育てを、妻だけに任せておくのはもったいない。」と著者は自分の経

験を語ります。父親の育児参加が、家庭円満と子育ての成功をもたらすと

教えてくれます。 

「要介護になって、ヘルパーを使って、育てて、雇用創出してからあの世

に行きましょう」と語る川口さんは、ALSの母親を 12年間介護しました。

家族交代で痰・唾液の吸引、体位の交換、透明な文字盤を目線で読んでの

コミュニケーション……しかし家族だけの介護に限界を感じます。そこで

訪問介護事業所を立ち上げ、母親を含め 4 人の ALS 患者にヘルパーを派遣

することを始めます。貧困・虐待・障害などの困難を抱える人々と、それ

を支援する人々のリアルな現場に圧倒されます。 



 

『15 歳のコーヒー屋さん 

発達障害のぼくができることからぼくにしかできないことへ』  

【分類 4103/ｲ】岩野響/著 KADOKAWA  2017 年  

 

『おかげさまで、注文の多い笹餅屋です  

笹採りも製粉もこしあんも。年 5 万個をひとりで作る 90 歳の人生』  

【分類 2205/ｸ】桑田ミサオ/著 小学館 2018 年  
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『凜とした小国』  
【分類 8201/ｲ】伊藤千尋/著 新日本出版社 2017 年  

小学校 3 年生の時、周りの雑音に堪えきれず教室から飛び出すようになっ

た響くんは、アスペルガー症候群と診断されます。中学になると規律と自

分ができることの差に苦しむ子どもに、両親は「学校に行かなくてもいい

よ」と声を掛けます。進学以外の生きるための居場所探しを始めた響くん

は、コーヒー焙煎と出会い夢中になっていきます。本人の葛藤と支え続け

た両親の当時の思いがそれぞれ語られ、発達障害の当事者だけでなく、家

族、不登校に悩む人、支援者など、様々な人に響く一冊です。 

コスタリカには「選挙で選出されるポストの 40%以上は女性でなくてはなら

ない」という法律があります。憲法で男女平等を掲げているので法的にも

整備しているのです。また小学生は「だれもが愛される権利（基本的人権）

を持っている」と教えられます。「愛されていない」と思ったら、憲法違反

の訴訟を起こすことまでします。他にキューバ、ウズベキスタン、ミャン

マーという小国が紹介されていますが、私たちも学ぶところが大いにあり

そうです。 

青森県の津軽半島で、笹餅を作っている 90歳の名物おばあちゃんの話です。

定年退職した 60 歳から笹餅を作り始め、75 歳で起業、90 歳の現在現役で

す。「ストーブ列車」で歌いながら作った笹餅を販売しました。また、東日

本大震災の被災地に笹餅を送っています。 

「笹餅作りが、人生をこれまで以上に楽しく豊かにしてくれた」と著者は述

べます。著者のレシピ集も載っていますよ。この本を読むと、心が温まり元

気がもらえます。 



 

『対話する社会へ』  

【分類 2106/ﾃ】暉峻淑子/著 岩波書店 2017 年  

 

『ジェンダー研究を継承する』  

【分類 1103/ｻ】佐藤文香・伊藤るり/編著 人文書院 2017 年  
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『レッド あかくてあおいクレヨンのはなし』  

【分類 6108/ﾎ】マイケル・ホール/作 上田勢子/訳 子どもの未来社 2017 年  

「非正規労働者全員を正規社員にした」うえで、生産性も上げた広島電鉄

の労使の取り組みが紹介されています。規制緩和で競争が起き、人件費切

り下げのため契約社員制度が導入されました。しかし組合は契約社員の声

を聞く努力をし、契約社員を正社員にすることを会社に要求。対話を重ね

労使双方が納得できる賃金制度ができたのです。他に道路の拡幅工事で行

政と住民の対話の結果、全日本建設技術協会賞を受賞するに至った例も紹

介され、物事を「対話」で解決していくことの大切さに気づかされます。 

レッドと書かれたクレヨンは、赤く描くのが苦手です。周りはいろいろと

助言しますが一向にうまくなりません。そんな時、新しい友達がやって来

て…。レッドがありのままの自分を受け入れるまでの物語です。作者自身

も読字障害があり、自分と周囲との認識の違いに傷付いた一人です。多様

性の在り方をシンプルに描きます。アメリカ図書館協会の LGBTQ 向けの推

薦図書にも選ばれている絵本です。 

女性学・ジェンダー研究（主に女性の地位向上と多様な性の研究を目的と

する学問）のパイオニア（先駆者・開拓者）たちに対するインタビュー形

式で本は進んでいきます。研究者達も最初からフェミニズム（女性の権利

を男性と同等にしようとする思想・運動）を掲げていたわけではなく、「自

分の経験や問いからスタートする」と編者は述べます。ジェンダー研究の

基盤を理解し、現代の課題は何かと考えさせられる１冊です。 



 

『会社というモンスターが、僕たちを不幸にしているのかもしれない。』  

【分類 2206/ｱ】青野慶久/著 PHP 研究所  2018 年  

 

『日本のフェミニズム since 1886 性の戦い編』  

【分類 1101/ｷ】北原みのり/〔ほか〕著 河出書房新社 2017 年  

福島県男女共生センター図書室 

3F 

『ぼくと仕事、ぼくと子ども』  

【分類 3203/ｶ】影山大祐/著 トランスビュー 2018 年  

「カイシャ（会社）」についての概念が変わります。仕事について、「カイ

シャ」について、様々な視点から記述があります。多様な個性についても

時折ふれられていて、「重要なのは、（中略）一人ひとりがどのような人生

を歩んでいるか。」とも述べられ、「カイシャ」も人々の働きかたも、よい

方向に変わっていこう。と著者は説きます。終盤で「どうぞ、残りの人生

を最大限、楽しんでいきましょう」と結んでいます。働く人々だけでなく、

これから日本の社会を担う学生にもおすすめの 1冊です。 

父親になった著者が、絵本作家、子ども靴デザイナーやランドセル職人な

ど、子どもに関係する仕事をしている父親 10 人へ、仕事を軸に、子ども

との思い出や将来への思いを取材した本です。親から受けた愛情を、仕事

を通してこれからの社会や子どもへと伝えていきたいというそれぞれの

思いが静かに力強く伝わってきます。２本のしおり（太・細）が親子をイ

メージさせ、雰囲気のある装丁に仕上がっています。 

「フェミニズムの定義は様々です。性差別や女性への抑圧に抵抗し、女性の

地位向上に努めるあらゆる運動や実践を含んだ言葉です。」と第 1章で記述

されています。第 2章以降は戦前や戦後、そして現代までの性差別や女性へ

の抑圧の実態が明らかにされます。「フェミニスト図鑑」の人物紹介のコラ

ムはおすすめです。遊廓から歌人の柳原白蓮の家に逃げ込んだ森光子や戦

前、産児調節を広めようとして逮捕されたこともある加藤シヅエ等の行動力

には感銘を受けます。 



 

『昭和の男』  

【分類 1203/ﾊ】半藤一利・阿川佐和子/著 東京書籍  2017 年  

 

『北欧に学ぶ小さなフェミニストの本』  

【分類 J/1101/ﾌﾞ】サッサ・ブーレグレーン/作 枇谷玲子/訳 岩崎書店 2018 年  

福島県男女共生センター図書室 
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『マリ先生の健康教室 オトナ女子 あばれるカラダとのつきあい方』  

【分類 5106/ｼﾞ】常喜眞理/著 すばる舎 2018 年  

産婆である母親は夜お産で呼ばれていくことがたびたびあり、自分の子ど

もは死なせてしまう。明治 35 年生まれの父親は「他人の子供ばっかり大

事にして……てめえの子供を次々殺すとはなんだ」というと母親は「自分

は大酒飲んで正体もなく眠って、おまえがちゃんとしっかりしろ」と反撃

する。半藤一利氏の語る両親は大変ユニークです。ほかに鈴木貫太郎、植

木等、松本清張など著名な人々の人となりが大変興味深く語られていま

す。おすすめです。 

「あれれ？」自分の体が思うようにならない…。と違和感を覚える表紙の

女性。本書、冒頭の記述にもあるように、30代から女性の体は少しずつ変

化し、更年期・加齢期と新たなモードに入っていきます。その変化の過程

で出てくる様々な不快な症状の対応策が、40代、50代、60代、70代と年

代別に書かれています。この本を読んで、新しいモードに即した体のケア

を心がけ、健康オトナ女子を目指しましょう！ 

スウェーデンに住む 10 歳の少女エッバは「世界の権力者」という写真を

見て、男性しか映っていないことに疑問を抱きます。エッバは友人たちと

男女平等を目指すフェミ・クラブを作り、なぜこのような社会になったか

を調べ始めます。メアリー・ウルストンクラフトが書いた『女性の権利の

擁護』やシモーヌ・ド・ボーヴォワールの書いた『第 2の性』など、歴史

をひも解きながら小さなフェミニストとして行動を起こします。自分らし

く生きるためにはどういう社会を目指すべきか、エッバと一緒に考えてみ

ませんか。 



 

『三千円の使いかた』  

【分類 6102/ﾊ】原田ひ香/著 中央公論新社 2018 年   

 

『理系女性のライフプラン あんな生き方・こんな生き方  

研究・結婚・子育て みんなどうしてる？』      【分類 1101/ﾏ】 

丸山美帆子･長濱祐美/編 メディカル・サイエンス・インターナショナル 2018 年 

   

福島県男女共生センター図書室 
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『戦禍に生きた演劇人たち 演出家・八田元夫と「桜隊」の悲劇』  

【分類 6106/ﾎ】堀川惠子/著 講談社 2017 年 

本の帯には「人は三千円の使いかたで、人生が決まるよ」「『御厨家（みく

りや）』をめぐる節約ストーリー」と書かれています。現代の日本社会を反

映させた家庭像が読めます。しかし、この本はただの節約本ではなく、娘

ふたり、母親、祖母のそれぞれの人生のひとコマが描かれ、最終章の最後

の展開に「ほろり」とさせられます。この本は節約話と心あたたまる話を

同時に堪能できますよ。 

桜隊は昭和 20 年 8 月 6 日、アメリカが広島に投下した原子爆弾で全滅した

悲劇の劇団として知られています。著者は演出家の遺した資料をもとに、戦

前の圧力の中での劇団の活動やどうして東京を拠点としていた劇団が広島

で原爆に遭遇したのか、宝塚出身の園井惠子の最後などを記しています。戦

前や演劇に詳しくなくても著者の丁寧な取材で個々の演劇人がいきいきと

描かれていて大変読みやすいです。おすすめです。 

「リケジョ」という理系女子を指す言葉を耳にする機会は増えましたが、

日本では研究者、教授という立場に進む女性が少ないのが現状です。この

本では、研究と子育てを続ける現役の女性研究者たちが、研究職をあきら

めないために何ができるか、また、自身や同じ研究者仲間の体験談を詳し

く紹介しています。就職活動のやり方や結婚・出産・子育ての選択の仕方、

産休・育休制度の実態など役立つ情報が満載です。研究者を目指す学生や

サポートする学校、家族にも役立つ一冊です。 



 

 

『百年の女 「婦人公論」が見た大正、昭和、平成』 

【分類 1201/ｻ】酒井順子/著 中央公論新社 2018 年 

『「ほとんどない」ことにされている側から見た社会の話を。』 

【分類 1101/ｵ】小川たまか/著 タバブックス 2018 年 

『メディア不信 何が問われているのか』  

【分類 7102/ﾊ】林香里/著 岩波書店 2017 年 

福島県男女共生センター図書室 

3F 

雑誌「婦人公論」は大正 5年（1916年）に創刊され、平成 28年（2016年）

に創刊 100 周年を迎えました。著者はバックナンバー1400 冊余りをたど

っています。「大正の爛熟」の章から「平成の分かれ道」の章まで、日本

の時代背景と共に日本女性の道のりが描かれています。著者があとがきで

述べるように、この本を読んで、日本の女性 100年の近現代史を見て、大

正、昭和、平成の女性達と自分も確かに繋がっていることを感じてみては

いかがでしょうか。 

性犯罪、＃metoo 運動、女性蔑視と炎上した CM 問題などに絡めながら、

世の「弱者」に対する事なかれ主義に著者は鋭く疑問を投げかけます。性

暴力被害者やセクハラ、パワハラにあった人たちが懸命に絞り出した声

に、面倒くさいと聞こえない振りをしたり、空気を読めと言ったりできる

のかと。不公平や理不尽な事に対して屈せず、声を上げ続けることが、社

会を変えていく第一歩だと気づかせてくれる本です。 

 

 

日本の商業放送「民放」では、全従業員に占める女性の割合は 21.2%（2011

年）、NHKでは 14.5%（2012年）でした。おりしも、NHKの女性記者が過重

労働で亡くなったと報道されました。日本のメディアは、組織の働き方や

価値観が「男性ばかりの職業」として発展してきたのです。2018年は世界

の女性がセクハラ被害の声をあげ、日本でも女性記者らが被害経験を公表

しました。民主主義の視点からも女性、障がい者、外国人などの多様な市

民の参加がメディアには必要なのです。 


