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ライブラリニュース

みゅう

２０２２年 7 月 ９4 号

戦争と平和について考えてみよう

ＭＩＷマスコットキャラクター みゅうじろう

今回のライブラリニュースでは「戦争と平和」について取り上げます。連日の報道から、戦争と平和について深
く考え、自分に遠い話ではないと実感した人も少なくないと思います。世界で今もなお起きている戦争・紛争を
さまざまな視点から捉え、決してあたりまえにあるわけではない「平和」について考えてみませんか。

声をあげて、世界を変えよう！
：よりよい未来のための U30 の
言葉
アドーラ・スヴィタク著
カミラ・ピンへイロ イラスト
DU BOOKS
2021.10

あるひあるとき
あまん きみこ文
ささめや ゆき絵
のら書店
2020.7

女たちのシベリア抑留
小柳ちひろ著
文藝春秋
2019.12

平和とジェンダー正義を求めて
：アフガニスタンに希望の灯火を
清末愛砂、前田朗、桐生佳子
編著
耕文社
2019.10

こちらの本はコミック版もあります！
「戦争は女の顔をしていない」
1～2 巻
小梅けいと作画、速水螺旋人監修
KADOKAWA

戦火の三匹
：ロンドン大脱出
ミーガン・リクス作
徳間書店
2015.11

もうひとつのノーベル平和賞
：平和を紡ぐ 1000 人の女性
たち
青山薫ほか日本語版プロジ
ェクトコーディネーター
金曜日
2008.12

戦争は女の顔をしていない
スヴェトラーナ・アレクシエー
ヴィチ著
群像社
2008.7
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ＭＩＷ新着図書の紹介

性暴力

介護・高齢社会

わたしが先生の「ロリータ」だったころ

医者が教える非まじめ介護の

：愛に見せかけた支配について

すすめ

アリソン・ウッド著

大塚宣夫著

左右社

PHP エディターズ・グループ

2022.2

2022.5

【ＭＩＷスタッフレコメンド】

【ＭＩＷスタッフレコメンド】

周囲と馴染めない孤独な高校生のアリソンは、新任の

著者の言う“非まじめ”介護とは、世間の常識や「こう

英語教師ノース先生と出会う。女子生徒に人気の先生

すべき」という思い込みにとらわれない“ほどよい介

は、アリソンの文才を見出し、文芸創作の個人指導を

護”のこと。良かれと思ってすることが、介護される側

するようになる。大人の色気と知性溢れる先生に魅か

にとっては余計なお世話になることも。介護する側と

れるアリソン、けれど徐々に関係は歪なものに…。当事

される側が互いの気持ちを理解し、期待し過ぎず、

者として苦しむ著者が、虐待を乗り越え、自立した大人

やり過ぎず、無理し過ぎない、穏やかな介護生活の

の女性になるまでを綴ったノンフィクション。

ヒントを探してみませんか。

当事者は嘘をつく

父がひとりで死んでいた：離れて

小松原織香著

暮らす親のために今できること

筑摩書房

如月サラ著

2022.1

日経 BP
2021.12

「自分は嘘をついているのではないか」、性暴力サバイ
バーの著者が、性暴力の当事者である自分と研究者
である自分との間で葛藤しながら、過去の壮絶な経験
を語る学術的エッセイ。支援者のあり方が問われる痛
烈な一冊。

遠く離れた実家に住む父親の孤独死により、突如直
面することになる母親の遠距離介護、実家の片付け、
残されたペットの世話…。悲しみの中、ひとりで問題に
対応する著者の日々と心の動きを綴るエッセイ。離れ
て暮らす親のために、今できることをコラムで紹介。

ファミリア・グランデ

子ども・若者ケアラーの声からはじま

カミーユ・クシュネル著

る：ヤングケアラー支援の課題

柏書房
2022.4

斎藤真緒、濱島淑恵、松本理沙編
クリエイツかもがわ
2022.3

双子の弟、ヴィクトールは 13 歳の時、著名な学者であ
る母の再婚相手から性虐待を受ける。性虐待を目前と
しながらも、傍観者であり続けてしまった自分への罪悪
感、そしてフェミニストでありながら姉弟を糾弾した母へ
の苦悩をありありと描いた告発書。
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「ヤングケアラー」という言葉を聞くようになったが、どの
ような子どもや若者が、どのようなケアをしているのか。
当事者の声を聞き、彼らの生きづらさに寄り添い、どの
ような支援が必要なのか、社会が取り組むべき課題に
ついて考える。

フェミニズム

見た目

わたしは無敵の女の子

みんなみんなすてきな

ケイト Ｔ.パーカー著

からだ

海と月社

タイラー・フェーダー作

2021.4

汐文社
2021.12

【ＭＩＷスタッフレコメンド】
「女の子はこうしなくちゃ」「前に出すぎたらいけない」か
ら解放された、ありのままに生きる女の子の姿を映した
フォト＆メッセージ。知性や好奇心、創造性、やさしさ…
たくさんの「つよさ」を持つ女の子。少女たちの素直な言
葉、キラキラとした瞳から、生きるうえで本当に大切なこ
とは何なのか、あらためて考えさせられる。

【ＭＩＷスタッフレコメンド】
大きなからだや、小さなからだ。鼻や手足の形、肌や
目の色、髪の毛や体毛も、みんないろいろ。体型も
人種もジェンダーも様々な人たちが、カラフルにエネ
ルギッシュに描かれるこの絵本は、どのページでも
“どれも みんな すてきなからだ！”と繰り返し自分
のからだも、他人のからだも尊重するための大切なメ
ッセージを送っている。

フェミニズムがひらいた道

わたしの体に呪いをかけるな

上野千鶴子著

リンディ・ウェスト著

NHK 出版

双葉社
2022.1

2022.5

世界中で広まったフェミニズムはいったいなぜ生まれる

太った体に対する偏見や、自分もその一員であるコメ

必要があったのか。そして、日本ではどのように発展

ディ界に蔓延する女性蔑視と闘う著者の自伝的エッ

し、何を変えて何が変えられなかったのか。フェミニズ

セイ。容姿に対する侮蔑や偏見に対して、時にシニカ

ムの第一線を走ってきた著書が、フェミニズムの歴史

ルに、時にユーモアを交えて声をあげる著者から、自

を辿り、わかりやすく解説する。

分で自分の身体を認める勇気をもらえる一冊。

ハッシュタグだけじゃ始まらない：東

ワンピースで世界を変える！

アジアのフェミニズム・ムーブメント

：専業主婦が東大安田講堂で

熱田敬子、金美珍、梁・永山聡子、

オリジナルブランドのファッション

張瑋容、曹曉彤編著

ショーを開くまで

大月書店

ブローレンヂ智世著

2022.3

創元社／2020.3

SNS を中心とした「#（ハッシュタグ）」を通して広まったフ
ェミニズム。本書では、ハッシュタグにとどまらない中
国、韓国、台湾、香港の活発化するフェミニズム運動を
一挙に紹介する。東アジアの事例から日本のフェミニズ
ムのこれからを探る。

ワンピースは女性だけの服でない、男性も華やかな服
を着られる未来を、という思いで自らのブランドを立ち
上げた著者のエッセイ。ジェンダーやファッションに興
味がある人だけでなく、起業を目指す人にも役立つ。
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子どもと一緒に考えよう

貧困、ごみの分別、インターネットの使い方…言葉で伝えにくい難しいテーマを、子どもに教えるのはなかなか骨
が折れますよね。今回は親子で一緒に考え、学べる本をご紹介します。時間のゆとりがあるときに、子どもと一
緒に話し合い、家族の「マイルール」づくりに役立ててみませんか。

こどもスマホルール
：賢く使って、トラブル回避！
竹内和雄著
時事通信出版局
2022.4

デジタル時代の子育て
：年齢に応じたスマホ・
パソコンとのつきあい方
ディアグノーゼ・メディア編
集責任
イザラ書房
2021.11

おやこで話す子どもの貧困
：だれも見すてない国をつくる
阿部彩著、斉藤みおイラスト
日本能率協会マネジメント
センター
2021.11

ＭＩＷビデオサロン上映予定

ＭＩＷでは 14:30～、18:30～に、所蔵する映像作品を上映す
るビデオサロンを開催します。上映後には、感想を語りあう交流会
を開きます。事前にお申込みの上、ご参加ください。

ごみ育：日本一楽しい
ごみ分別の本，50 問
クイズ式!
滝沢秀一著
太田出版
2019.8

ＭＩＷ講座
「育児クエスト
カードゲームで学ぼう家事・育児」
日時：7 月 30 日(土)10:00～12:00
講師：高木 駿さん（主夫ラボ代表）
会場：千代田区役所 401 会議室
＊参加受付中です。
詳しくはＭＩＷの HP をご覧ください。

8 月 19 日(金)上映作品（予定）
「わたしたち」
監督／ユン・ガウン

2015 年／94 分／韓国
ビデオサロンに参加される方へのお願い
・参加を希望される方は、事前にお申込みください

いつも独りぼっちの小学生のソンは転校
生のジアと親しくなるが、新学期になると
ジアは冷たくなってしまった。なんとか修
復しようとソンが考えた行動が波紋を呼
び…。いじめの微妙な心理を描いた韓国
映画。

・MIW にご来所の際は、マスクを着用してください
・入室時には、検温、手指の消毒にご協力ください

(C) 2015 CJ E&M CORPORATION and ATO Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、時間変更もしくは中止とさせていただく場合
があります

〒102-8688 千代田区九段南 1-2-1 千代田区役所 10 階
電話：03-5211-8845 ＦＡＸ：03-5211-8846 Ｅメール：miw@city.chiyoda.tokyo.jp
https://www.city.chiyoda.lg.jp/ （「暮らし・手続き」→「男女平等・人権」→「男女共同参画センターＭＩＷ」からお入りください）
Facebook：@chiyoda.miw
開館時間／月～金 9：00～21：00 土 9：00～17：00 日曜・祝日休館
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