
1[ここに入力] 

６月２３日～２９日は内閣府が定める男女共同参画週間です。豊橋市ではこの週間にあわせて、フォ
トコンテストを行っています。本年度のテーマは「男性の料理」！「お父さん」に限らず、おじいちゃ
んも、お兄ちゃんも、一人暮らしの方も大募集しました。 

今年度は、子どもたちと料理を楽しむ作品が多く集まりました。また、お父さんだけでなく、おじい
ちゃんやおばあちゃんとのつながりが感じられる作品もありました。食べることは生きていくのにかか
せません。私たちにとって、料理は、最も身近な男女共同参画の一つです。 

コロナ禍の今、応募された素敵な作品のように、みなさまもおうちご飯を楽しんではいかがでしょう
か。そして、男女共同参画の輪が今後も広がっていくことを願います。 

今号では、紙面のスペースの関係から、最優秀作品と優秀作品を掲載いたしました。

最優秀賞 

「新鮮！豊橋産あま～いミニトマトた

っぷりのコクうまミートスパ！」 

白藤 謙一 さん

作品のコメント：一度に沢山調理でき、作り置きも出来る万能
ミートソースは、娘たちも大好きなパパの大人気定番メニュ
ーです
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1[ここに入力] 

「じーじと手作りピザ！初めての
共同作業！」      yui さん 

作品のコメント：母ちゃんが子供の頃も作ってくれ

たピザを親子 3世代で作って食べる日が来ました！

料理って作る時間も楽しい

「はじめての父娘クッキング『イワシのつ
みれ揚げ』」         ひろ C さん 
作品のコメント：お父さんが釣ってきた新鮮なイワシを使っ

て、今日の夕ご飯のおかずを作ります。つみれの材料をまぜま

ぜ！

優秀賞 

優秀賞 優秀賞 
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「新米パパが作る！離乳食

プレート」
    室井 崇広 さん 

作品のコメント：ママに頼りがちな離乳

食。０歳の息子でも食べられるマグロの

ハンバーグをメインに作りました！



『炎上しない企業情報発信　ジェンダーはビジネスの新教養である』　　治部れんげ
話題のビジネスキーワードが、この本から誕生！ジェンダー炎上とは？

『「男女格差後進国」の衝撃　無意識のジェンダー・バイアスを克服する』　　治部れんげ
日本の男女格差は先進国で最下位、中国・韓国よりも下位。日本であなたの娘は輝けますか？

『ジェンダーからソーシャルワークを問う』　　横山登志子ほか
フェミニズム／ジェンダーの力がソーシャルワークを変革する。

『新たな時代のジェンダー・イシュー　性差と育児、科学と女性を問う』　　信田理奈、村上涼
ジェンダー平等の社会へ向けて「性差と育児」「科学と女性」をめぐる問題についての、発達心理学・教育社会学的
アプローチ！

『面前ＤＶ、虐待被害者の叫び』　　須賀明子
面前ＤＶとは、子どもの前で、親が配偶者に暴力を振るうこと。11名のインタビュー調査のまとめ。

『フェミニズム大図鑑』　　ハンナ・マッケン他
フェミニズムとは何か？あらゆる角度からフェミニズムに光を当てるこの本は、無知を撃退してくれる。

『女性リーダーが生まれるとき－「一皮むけた経験」に学ぶキャリア形成』　　野村浩子
これからの時代の新しいリーダーと像とは？女性の思考と行動が社会を変える。

『男性育休の困難　取得を阻む「職場の雰囲気」』　　齋藤早苗
なぜ、男性育休は職場からの「逸脱」とみなされるのか。

『おとめ六法』　　上谷さくら、岸本学
六法+α　女性の一生に寄り添う法律を網羅。すべての女性の味方になる法律の本。

『いちばんやさしい奥様のための相続のはなし』　　坂本将来・古谷祐一
”知らない”がゆえに相続トラブルに巻き込まれる方を、一人でも減らしたい。女性が知っておくと安心できるガイ
ド。

『社会的処方－孤立という病を地域のつながりで治す方法』　　西智弘
市民活動が誰かの薬になるらしい。それなら100歳まで生きてみたい。

『マスコミ・セクハラ白書』　　ＷｉＭＮ編著
どんなに辛い過去の出来事も、伝えることで未来は変えられる。

『不安の時代の抵抗論－災厄後の社会を生きる想像力』　　田村あずみ
大震災、原発事故、そして感染症―日常に突然生じた亀裂が私たちの生の脆さを暴くとき、希望を語りなおすことは
できるのか？

『桃太郎のきびだんごは経費で落ちるのか？』　　高橋創、井上マサキ
新宿の場末のあるところに、昔の主人公たちが「税の相談」にやってくる小さな税理士事務所がありました。

『子育て支援の経済学』　　山口慎太郎
「次世代への投資＝子育て支援」そのエビデンスを、一冊に凝縮！

『さよなら一強政治　徹底ルポ小選挙区制の日本と比例代表制のノルウェー』　　三井マリ子
比例代表制選挙こそ私たちの政治不信を解消する希望の道。

『刑事司法とジェンダー』　　牧野雅子
刑事司法は性暴力加害者をどのように扱ってきたのか。

『何とかならない時代の幸福論』　　ブレディみかこ、鴻上尚史
どうする？「本音」と「建前」の二重構造、「みんな同じに」の圧力、下がり続ける暮らし。

『コミュニティ・オーガナイジング－ほしい未来をみんなで創る５つのステップ』　　鎌田華乃子
「仕方がない」から「仕方がある」へ、身近なことから法律まで「社会の変え方」実践ガイド

『カラスは飼えるか』　　松原始
案外とヘタレで弱気なのに嫌われがちなカラスの生態やポイントを、あますところなく伝えます。

『ぼくは縄文大工』　　雨宮国広
原始人の暮らしが未来を変える！太古の丸木舟で３万年前の航海をたどる。

『恋するサル　類人猿の社会で愛情について考えた』　　黒島英俊
伝説の飼育員が見た…男女の愛・血を超えた親子の愛・種を超えた愛。支配しない、理解する。

女性

社会

文化

図書室のご案内

■ 利用時間 午前9時～午後9時

■ 貸出方法 利用者登録をしていただきます。
身分の証明できるものを持参してください。

■ 貸出期間等 一人3冊まで、2週間貸出します。
返却は豊橋市役所1階の「じょうほうひろば」でもできます。

新 着 本
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文化
『ダキシメルオモイ』　　ダキシメルオモイプロジェクト
東日本大震災の一年後に始めた　ダキシメルオモイ　プロジェクト　親が子を抱きしめる

『還暦からの底力　歴史・人・旅に学ぶ生き方』　　出口治明
定年制も敬老の日もいらない。人生の楽しみは喜怒哀楽の総量で決まる！

『これからの男の子たちへ』　　太田啓子
弁護士ママが悩みながら考えた、ジェンダー平等時代の子育て論。

『おやときどきこども』　鳥羽和久
学びの現場で子どもたちと向き合い、対話と思考を重ねてきた著者が描く、もう一度、大人が子どもと出会い直すた
めの本。

『２１世紀の「女の子」の親たちへ　女子校の先生たちからのアドバイス』　　おおたとしまさ
女子がありのままでいられれば、社会は変わる！

『６５歳から心ゆたかに暮らすために大切なこと』　　ショコラ
５０代から少しずつ準備して、いま最高の自由を手に入れました。

『在宅ひとり死のススメ』　　上野千鶴子
おひとりさまでも、認知症でも大丈夫。慣れ親しんだ自宅で幸せな最期を迎える方法。

『保育園に通えない子どもたち』　　可知悠子
社会から孤立した親子を救うための何ができるのか。

『子どもを守る言葉「同意」って何？』　　レイチェル・ブライアン
暴力やイジメから自分を守り、人を傷つけない。そんなヒミツが、ここにあるよ！

『「繊細さん」の本』　　武田友紀
「人間関係も仕事も楽になった！」と大評判。今日から実践できる超・実践的テクニック。

『死を受け入れること』　　小堀鴎一郎、養老孟司
死と向き合ってきた二人が、いま、遺したい「死」の講義。生と死をめぐる対談。

『世界を変えた微生物と感染症』　　左巻健男
感染症の元になるウィルスから、健康・暮らしに役立つものまで、世界は微生物が動かしている。

『小児科医のママが教える大切なウンチの話』　　工藤紀子
「できる子」「伸びる子」に育てたいならウンチについて学んでください。

『愛着障害　子ども時代を引きずる人々』　　岡田尊+C3:C29司
本当の問題は発達より愛着にあった。いっぱいだっこしてあげてください。お子さんの幸せのために…

『アスピーガールの心と体を守る性のルール』　　デビ・ブラウン
誰も教えてくれなかった性の知識と疑問

『CHOICE　自分で選びとるための「性」の知識』　　シオリーヌ（大貫詩織）
学校も親も友達も教えてくれない「性」の話を、もっと気軽にオープンに！

『ヒトはなぜ先延ばしをしてしまうのか』　　ピアーズ・スティール
後悔するとわかっているのに、なぜ「ぐずぐず癖」はなおらないのか。それはヒトの遺伝子に組み込まれていたからだった？

『推し、燃ゆ』　　宇佐美りん
第１６４回芥川賞受賞作！２１歳、驚異の才能、現る。推しが、炎上した。

『心淋し川』　　西條奈加
第１６４回直木賞受賞作！江戸の片隅、どぶ川沿いで懸命に生きる人々のささやかな喜びと深い哀しみが胸に沁みる
感動連作！

『家族じまい』　　桜木紫乃
親の終活、二世帯同居、老老介護―。大人の諦観と慈愛に満ちた傑作小説。

『来世の記憶』　　藤野可織
ささやかでひんやりしていて、それでいてあたたかなよろこび、すべての感情が詰まった輝ける物語たち。

『タクジョ！』　　小野寺史宜
お客様の人生、心をこめて、運びます。

『ＣＡボーイ』　　宮木あや子
ずっとパイロットになりたかった。でも転職先は、客室乗務員！笑えて泣けるお仕事エンタメ。

『彼女が天使でなくなる日』　　寺地はるな
あなたのほんとうの願いは―ただ、願うだけでいいの？小さな島にある、やすらぎの託児所兼民宿。

『汚れた手をそこで拭かない』　　芹沢央
ひたひたと忍び寄るおそろしさ、ぬるりと変容する日常から、目を背けてはならない。

『ババヤガの夜』　　玉谷晶
友情でも愛情でも性愛でもない、ただ深いところで結ばれたこの関係に、名前など付けられない。

『信長島の惨劇』　　田中啓文
本能寺の変の後、謎めいた島の館へと招かれた武将たちは、一人また一人と殺害されていく。

『草むらにハイヒール－内から外への欲求』　　小倉千加子
結婚制度、政治、芸能、犯罪と話題は自在に飛びまわり、硬軟おりまぜて紡がれる88本のエッセイ集！

『鳥類学者だからって、鳥が好きだと思うなよ』　　川上和人
生き物を愛するひとにも、そうでない人にも楽しめる、汗と笑いの自然科学エッセイ。

文学

生活

健康
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『そして、星の輝く夜がくる』　　真山仁
震災三部作第１弾　”阪神・淡路”を体験した応援教師が「3.11」の地で子どもたちと向き合った。

『海は見えるか』　　真山仁
震災三部作第２弾　進まない復興。それでも「まいど先生」とこどもたちは奮闘を続ける。

『それでも、陽は昇る』　　真山仁
震災三部作完結編　伝えなければいけないこと。それは―

『櫓太鼓がきこえる』　　鈴村ふみ
第３３回小説すばる新人賞受賞作　角界の裏方「呼出」に光をあてる、新しい相撲小説。

『52ヘルツのクジラたち』　　町田そのこ
2021年本屋大賞第１位　自分の人生を家族に搾取されてきた女性・貴湖と、母に虐待され「ムシ」と呼ばれていた少
年。

『海をあげる』　　上間陽子
私はたぶん朝をはじめる前に、どこかで一度、泣いておけばよかったのだ。

『十の輪をくぐる』　　辻堂ゆめ
二つの五輪を貫く、三世代の大河小説！

『Ｐａｓｓｉｏｎ　ケアという「しごと」』　　白崎朝子
自分自身の暗闇や傷に向き合わない「支援」は、支配や暴力に変わる―。

『おいしいものでできている』　　稲田俊輔
食事は最高のエンタメだ！とめどない偏愛エッセイ。

『ひきこもり図書館　部屋から出られない人のための１２の物語』　　頭木弘樹　編
ひきこもるとは、いったいどういうことなのか？部屋の中で、何が起きるのか？

『アフリカ人学長、京都修行中』　　ウスビ・サコ
「いけずな町」に飛び込んだ外国人学者、「悪戦苦闘」の３０年。

『ヤングケアラー　わたしの語り－子どもや若者が経験した家族のケア・介護』　　澁谷智子
多様にあるケアの経験を、当事者だった７人が書き下ろした、それぞれの「わたしのストーリー」

『心の傷を癒すということ』　　安克昌
心のケアに奔走した精神科医が、被災地から発信した克明な記録。

『心が叫びたがってるんだ。』　　豊田美加
言葉で人を傷つけてしまった少女は、二度とお喋りができないように言葉を封印されてしまいました。

『みらいめがね』　　荻上チキ・ヨシタケシンスケ
ああ、みんなそれぞれに大変なんだな、自分だけじゃないんだな、って、ちょっと安心できますように。

文学

5



■予約の受付・問合せ 
「面接相談」及び「法律相談」は、予約受付開始
日以降の毎日午前９時～午後３時の間に男女共
同参画センター（ 33-2822）まで。ただし、
日曜日・祝休日・第３月曜日（９月は2１日も）
はお休みです。 

○女性のための悩みごと面接相談（予約制） 
時 間：午後1時30分・２時４0分 

（1人約60分） 

○女性弁護士による法律相談（予約制） 
時  間：午後1時30分～3時 30分 

（1人約30分）

○女性のための悩みごと電話相談 
ちょっとした不安や切実な悩みごとなど、お気
軽にお電話ください。 
・毎週月～土曜日 午前 9時～午後３時 
・TEL（0532）33－3098  
※日曜日・祝休日・年末年始・第３月曜日（９
月は2１日も）は、お休みです。 

私たち一人一人が男女共同参画について考え

る契機とするため、我が国における男女共同参

画の進展を考えるうえで参考となる各種統計

を、「数字で見る男女共同参画」ということで随

時掲載していきます。 

【答え】 

地方議会における女性議員比率です（2020

年 12月末現在）。 

【解説】 

2020 総務省調査によると、全自治体（47

都道府県、815市区、９２６町村）の女性議員

総数は 4,685 人で、総定数 32,711 人に占め

る割合は 14.3％。前回（2019 年 12 月末）

を 45 人、0.1 ポイント上回り、割合は過去最

高となりました。

地方議会女性議員数・割合・順位（2020.12.31現在）

順位 都道府県 議員数（人） 定数（人） 割合(%) 

1 東京都 524 1,806 29.0 

2 神奈川県 197 879 22.4 

3 埼玉県 292 1364 21.4 

4 大阪府 212 998 21.2 

5 京都府 111 563 19.7 

～

9 愛知県 198 1245 15.9 

～

43 長崎県 38 444 8.6 

44 島根県 30 353 8.5 

45 山梨県 38 448 8.5 

46 青森県 53 632 8.4 

47 大分県 31 394 7.9 

10％に満たない県が、上記を含め13県に上ります。 

因みに、豊橋市は定数36人に対し女性議員6人で16.7％です。 

※相談日程は、変更することがあります。
該当月の「広報とよはし」でご確認くだ
さい。

相 談 日 予約受付開始日 

９月１0日(金) ９月１日(水) 

９月２4日(金) 〃 

１０月１５日(金) １０月１日(金) 

１０月２２日(金) 〃 

１１月１２日(金) １１月１日(月) 

１１月２６日(金) 〃 

１２月１０日(金) １２月１日(水) 

１２月２４日(金) 〃 

１月１４日(金) １月４日(火) 

１月２８日(金) 〃 

２月２５日(金) ２月１日(火) 

３月１１日(金) ３月１日(火) 

３月２５日(金) 〃 

相 談 日 予約受付開始日 

９月１７日(金) ９月１日(水) 

１１月１９日(金) １１月１日(月) 

１月２１日(金) １月４日(火) 

３月１８日(金) ３月１日(火) 

電話による相談 

面談による相談 
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数字で見る男女共同参画 

14.3％ 

女性のための 

相談室のご案内 
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