Ｎｏ．13
２００７．10

小学校：低学年向けアニメ

『ロボットハートンのぎもん
：小学生向け男女共同参画学習ビデオ』

V10/ﾛ/17
（熊本県環境生活部男女共同参画・
ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ推進課/編集 ２００４年 １７分）

〜オトコノコ、オンナノコッテ
ナンデスカ？〜
ロボット用人工知能の“ハートン”が一番興
味をもったのは、人間に「男」と「女」という
性別があること。

あざれあ図書室の約６３０本のビデオから、
子ども向け：男女共同参画のおすすめビデオを
対象年令別にご紹介します！

小学校：高学年向けドラマ

『翔太のあした

「傘の色」や「家の手伝い」など、知らない
うちにとらわれている身近なジェンダーに気
付くことができます。

中高校生向け：啓発ビデオ

『何だろう？自分らしい生き方って

：子どもの目から見た男女共同参画社会』

：男女平等を考える』

V10/ｼ/54

V10/ﾅ/17

（東映株式会社/制作 ２００１年 ５４分）

（東映教育映像部/制作 ２０００年 １７分）

〜らしさって何？〜

〜男女の役割を逆転してみたら？〜

小学校６年生の翔太を中心に、同級生や家

「男女の役割逆転劇」を導入に、中学生の

族が感じる男女の意識の差を描いた３部構

保育体験やジェンダーにとらわれずに働く

成のドラマ。

人を紹介。

学校・職場・家庭の中で、何気なく使って

将来の家庭生活や職業について、

いる言葉や普段の出来事から、その背景にあ

男女平等を自分自身の問題として

る考え方について話し合ってみましょう。

具体的に考えることができます。

講座や研修会など、
団体で使用することができます。
ぜひ、ご利用ください。

特集は「性暴力ってどんなこと？」

特

集
スクール・セクハラを知ろう！
『知っていますか？スクール・セクシュアル・ハラスメント 一問一答』 374/ｶ
（亀井明子／編著 解放出版社 2004 年）
学校など教育の場でもセクハラは起こります。スクール・セクハラとはどんなことか、
どう対処したら良いか、をＱ＆Ａ方式でわかりやすく解説した一冊。

スクール・セクハラを起こさないために
『スクール・セクハラ防止マニュアル』 374.3/ﾀ
（田中早苗／著 明石書店 2001 年）
事例を交えてスクール・セクハラを解説し、学校や教師への法的責任へも言及。教師
から生徒へのセクハラだけでなく、生徒間・教師間でのセクハラも起こさせないため
のマニュアル本です。

自分を守るための「ノー!」
『こんなときはノー！といおう』 K368/ﾜ
（オラリー ワッチャー／文 ジェーン アーロン／絵
北沢杏子・染嶋いずみ／訳

1995 年）

「嫌だな」と思うことをされたら、されそうになったら「ノー」と言うこと。また、
性暴力にあってしまったら信頼できる大人に相談しよう、というメッセージが込め
られた絵本です。

加茂

寿美子（１９０６年〜１９５８年）
第一回日本母親大会 静岡県代表

1906（明治 39）年、静岡市丸子に生まれ、不二女学校（現静岡雙葉高等学校）で学ぶ。1928（昭和 3）年に結
婚、病弱な夫に代わって一家の中心となる。その後、菖蒲園を手入れし「加茂荘」を開業、現在も多くの人に
親しまれている。1953（昭和 28）年頃、原田村（現掛川市原里）会議員となってからは、毎夜のように集会を
開いて村民の声を聞き、民主化につとめた。また、母親運動にも力を注ぎ、1954（昭和 29）年のビキニ水爆実
験後は、原水爆禁止署名にいち早く立ち上がり、静岡県下の母親の先頭として活動している。1955（昭和 30）
年第一回日本母親大会に静岡県市町村議会婦人議員会代表として参加する。多忙な日々の中過労で倒れ、1958
（昭和 33）年、52 歳でこの世を去る。
次回は、生涯をハンセン氏病患者にささげた女性、井深八重さんです。お楽しみに。
参考文献：『道を拓いた女たち

静岡県女性先駆者の歩み』
（しずおか女性の会）

ほか

あざれあ図書室から、デートＤＶやスクール・セクハラなど、子どもへの性暴力に
ついての図書を紹介します。性暴力とはどんなことか、誰に相談したらいいの
か、など話し合ってみませんか。

（担当：松永）

恋人の間で起こるＤＶ
『デート DV をなくす・若者のためのレッスン７ 愛する、愛される』 367.1/ﾔ
（山口のり子／著 梨の木舎 2004 年）
ＤＶは夫婦間だけでなく恋人の間でも起こりえます。デートＤＶとは何か。加害者が
「気づき」改善するためのプログラムも紹介しています。

知り合いから暴力を受けたら
『デートレイプってなに？ ・・・知りあいからの性的暴力』 K368.6/ﾊﾟﾛ
（アンドレア パロット／著 村瀬幸浩／監修 冨永星／訳 大月書店 2005 年）
恋人間や知り合いの間での性暴力は、被害者自信が暴力を受けたことを受け入れにくい
ものです。デートレイプの例を紹介しながら、被害者や加害者へも気づくことを促す一
冊です。

「いや！」と言える力をつけよう
『じぶんでじぶんをまもろう③ 「いや！」というよ！
性ぼうりょく・ぎゃくたいにあわない』 K367.6/ｲﾔ
（嶋﨑政男／監修 すみもとななみ／絵 あかね書房 2006 年）
どんな時に「いや！」って言ったらいいのだろう？子どもが自分を守る力を身につ
けるために、性暴力についてわかりやすくかかれた絵本です。

③団体貸出

あざれあ図書室の本を団体で利用してみませんか
①

★テーマから本を紹介することもできます。

勉強会・研修会など、団体で
図書室の本を利用する場合、
５冊以上借りられます。
貸出期間は２週間です。
※冊数：応相談

貸出希望の本、貸出日、使用日、返却日をご確認

②
③

団体貸出申請書にご記入
貸出
※申込または貸出の際、申込者のご本人確認が必要になります。
運転免許証・健康保険証などをお持ちください。
※申込から貸出までにはお時間をいただきます。
ゆとりを持ってお申し込みください。

２００７読書週間 あざれあ図書室 イベント情報
１０/２７〜１１／９は読書週間です。あざれあ図書室ではこんな企画をご用意しました！

●「子育てパパ＆ママの図書室でリフレッシュ」
子育て中のパパやママ、あざれあの託児を利用して図書室でゆっくり自分の時間を過ごして
みませんか？
・ 開催日：１１／６（火） １０:００〜１２:００
・ 申込方法：１０／１（月）〜１０／２０（土） （１０:００〜１６:００に電話でお申込みください。）
・ 開催場所：静岡県男女共同参画センタ−２Ｆ あざれあ図書室
・ 託児：１歳６ヶ月から就学前までのお子様（無料）
・ 定員：１５人（予約抽選制）
Âお申込・お問合せ あざれあ図書室（直通ＴＥＬ）：０５４−２５５−８７６３

●「返却しおり」
期間中、男女共同参画のクイズやデータを載せた返却しおりをお配りします。きっと新しい発
見がある？！合わせてクイズやデータを作成するのに使用した資料を展示します。お楽しみ
に！
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センター休館

日

図書整理日（休室）

読書週間
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子育てパパ＆ママの図書室でリフレッシュ

あざれあ図書室利用案内
開室時間 ・・・ 平日 9：00〜18：00
休室日 ・・・ 第 1・3・5 日曜日

土日 9：00〜17：00

祝日

年末年始

図書整理日

利用カードの発行 ・・・ 現住所・生年月日を確認できるものをお持ちください。
＊運転免許証・健康保険証・パスポートなど
＊カウンターに備え付けの貸出カード申請書にご記入いただきます。
貸出 ・・・ 図書 5 冊

ビデオ 2 本

静岡県男女共同参画センター２Ｆ
〒422-8063
TEL
HP

あざれあ図書室

静岡市駿河区馬渕 1 丁目 17−1

054−255−8763（直通）

E-mail

2 週間まで

FAX

054−255−8759

library@azarea.pref.shizuoka.jp

http://azarea.pref.shizuoka.jp/tosho/azareatosyo.htm

ご意見・ご感想を
お待ちしています！

