
バウンド 著 

功能聡子、佐藤寛 監修 

技術評論社 

 

※ 性行為をするかどうか自ら判断できるとみなされる年齢の下限のことです。 

 

 

 

人気心理カウンセラーの著者が怒り・不安・ 

焦りといったネガティブな感情を味方にして、 

自分をもっと好きになる方法を紹介します。 

感情をコントロールするヒントが満載です。 

 

中島 輝 著 

ＳＢクリエイティブ㈱ 

ピーター・メイル 著 

谷川俊太郎 訳 

河出書房新社 

技術評論社 

 

性教育絵本の世界的

ロングセラー 

石原 加受子 著 

日本実業出版社 

 

岐阜市女性センター・情報コーナー 

 

 

 

                    

                                                                                                                        

                                          

 

 

                                                 

 

                      

            

 

                                                                                                                  

 

 

 

                                                                                

                                                              

                                                                   

 

  

                                                    

 

                                                                                           

 

   

  

 検索 

令和 3年 1月 第 8号 

発行：岐阜市女性センター 〒500-8521 岐阜市橋本町 1-10-23 ハートフルスクエアーG (JR岐阜駅東隣) 

       
                                                                        

 
TEL（０５８）２６８－１０５２            岐阜市女性センター  検索 

体のことって 

話しづらいなあ。 

まだ、早いの？ 

どうやって教えるの？ 

ホームページから 

情報が見られます 

情報コーナーでは男女共同参画に役立つ資料を閲覧・貸し出しを行っています。 

貸し出し期間は 2週間。一度に借りられるのは 3冊（DVD含む）までです。 

 

 

感情はコントロールしなくていい 

「ネガティブな気持ち」を味方にする方法 

新刊のお知らせ 
 

 

 

 

60分で分かる！  

SDGｓ 超入門 

国連が策定した１７の目標 

（ゴール）とターゲット層、 

取り組みについて分かりや 

すく解説されています。 

ビジネスと両立した事例も 

紹介されています。 

何があっても「大丈夫。」と思えるようになる 

自己肯定感の教科書    

自己肯定感（自分が自分であ

ることに満足し価値ある存在

として受け入れられること）

を自然に高める方法を学び自

分を大切にするための一歩に 

是非、お勧めです。 

 

 

子どもから突然やってくる 

素朴な質問の答え方から思 

春期に訪れる男女の心と体 

の変化まで親子で一緒に学 

べます。 

大人にとっても性の学び直

しになります。 

 

ぼくどこからきたの？  

 

「どうして赤ちゃんは生まれ

るの？」直面する子どもから

の問いかけに楽しいイラスト

とユーモアな言葉かけで応え

る大人も楽しんで学べる絵本

です。 

 

 

 

 

 岐阜市女性センターは、男女共同参画を推進する上で、皆さまにお貸しする書籍（ジェンダー、ワーク・ 

ライフ・バランス、DV・仕事・フェミニズムなど）やDVDを取り揃えています。 

新型コロナウイルスの流行による自粛生活の中で “おうち時間”の楽しみ方も多様になってきました。 

この機会に、性について改めて考えてみませんか。 

 

 

 

 

 

性交同意年齢 ※ 知っていますか？ 

  右の表を見ても日本の年齢が低いことがわかります。 

 世界で引き上げが進む中（韓国は今年 16歳に）、 

 日本は明治時代に制定されたまま変わっていません。 

 

参考資料 

我慢ばかりして 

生きていませんか❓ 
 

★裏面にも岐阜市女性センターで貸し出して 

 いる新刊図書を紹介しています。 

 

おうち性教育はじめます 

フクチマミ 村瀬幸浩 著 

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

幼児・小学生そしておとなへ 
 

近田春夫ほか 編著 

エイデル研究所 

あっ！そうなんだ！ 

性と生 

いのちの誕生～ジェンダー

について分かりやすくまと

められています。素朴な疑

問にもイラストを用いて丁

寧に答えています。 

性交同意年齢の国際比較 

13歳 日本・韓国 

 14歳 ドイツ・台湾  

15歳 フランス・スウェーデン 

 16歳 カナダ・イギリス・フィンランド 

 

 

 

 

 日本における性交同意年齢は「13 歳」 

プライベートパーツ 

口 胸 

性器 

おしり 

 なぜなら 

命に直接関わる場所 
 

 

 だから大切に      

扱わないといけない 
 

 

 

一番やさしい！防犯・ＳＥＸ・命の伝え方 

 

勝手に触らない 

勝手に触らせない 

 

あなたの身近な人、大事な人を被害から守り、傷つけないために、日頃からコミュニケーションを 

とり、子どもも大人も、体と心の大切さを学びたいですね。 

 
おすすめ図書 

2020.5月、 

16歳に引き 

上げられた 
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わの会母親カウンセラーネットワーク 
★1993 年（平成５年）岐阜県女性政策課(現男女共同参画室) 主催の 

 母親カウンセラー講座受講生の有志で 1997 年に岐阜市にできました。 

  様々な人間関係の中で人が人として円滑な人間関係を進めるには 

  どのようなコミュニケーションを持つか､その術を学び､訓練し育て合う集いです。 

 「カウンセリングの心をめざして」というテーマで様々な講座を開催。講師の話を聞いた後、話し 

 合う時間を設けていますので、ビジターの方も打ち解け気楽に発言できる和やかな会だと好評です。 

 会の特徴として、リーダーがなく、皆同じ立場で自分たちの会であるという自覚のもとに 

 年間１０回ある定例会は、会員全員で各月の企画運営（司会､記録､講師との連絡等）を分担します。 

★ ロ  ゴ： 学び高める心の「和」 広げよう心の「和」の「輪」 

  テーマ： カウンセリングの心をめざして    サブテーマ：分かり合うために 

★ 定例会   日時：毎月第４水曜日午前 10～12 時 

             会場：ＪＲ岐阜駅東ハートフルスクエアーＧ又はみんなの森 ぎふメディアコスモス 

★ ホームページ 

    https://wanokai39.jimdofree.com/             QR コードからも見られます。→ 

                    

 

 

課 

 相談名 相談内容 開催日 時 間 相談方法 

電

話 

電話相談 女性が日常生活で直面

する様々な悩み 

月～土曜日 10：00～16：00 
0120-786874

な や む は な し

 

夜間電話相談 第 1・3金曜日 17：00～20：00 

 

 

 

面

接 

法律相談 女性が出会う法律上の

問題 
第 2・3火曜日 
（弁護士） 

 

 

13：00～15：00 

20～30分／人 

 

 

＜予約必要です＞ 

予約電話 

(058)268-1052 

心の相談 女性の心の不安や悩み 
第 2水曜日 

（生き方カウンセラー） 

家計相談 生活設計、教育資金、

老後の蓄えなどの悩み 

第 3木曜日 

（１級ファイナンシャルプランニ

ング技能士 CFP®） 

女性のための 

再就職相談 再就職や転職に関する

悩み、キャリアの棚卸し 

第 1土曜日・ 

第 3水曜日 
（キャリアコンサルタント・   

産業カウンセラー） 

健康相談 育児の悩み、女性特有

の体の変化など 
第 2・4土曜日   
（看護師・助産師） 

 相談名 相談内容 開催日 時 間 相談方法 

電

話 

電話相談 女性が日常生活で直面

する様々な悩み 

月～土曜日 10：00～16：00 
0120-786874

な や む は な し

 

夜間電話相談 第 1・3金曜日 17：00～20：00 

 

 

 

面

接 

法律相談 女性が出会う法律上の

問題 
第 2・3火曜日 
（弁護士） 

 

 

13：00～15：00 

20～30分／人 

 

 

＜予約必要です＞ 

予約電話 

(058)268-1052 

心の相談 女性の心の不安や悩み 
第 2水曜日 

（生き方カウンセラー） 

家計相談 生活設計、教育資金、

老後の蓄えなどの悩み 

第 3木曜日 

（１級ファイナンシャルプランニ

ング技能士 CFP®） 

女性のための 

再就職相談 再就職や転職に関する

悩み、キャリアの棚卸し 

第 1土曜日・ 

第 3水曜日 
（キャリアコンサルタント・   

産業カウンセラー） 

健康相談 育児の悩み、女性特有

の体の変化など 
第 2・4土曜日   
（看護師・助産師） 

 相談名 相談内容 開催日 時 間 相談方法 

電

話 
電話相談 女性が日常生活で直面

する様々な悩み 

月～土曜日 
10：00～12：00 

13：00～16：00 0120-786874
な や む は な し

 

夜間電話相談 第 1・3金曜日 17：00～20：00 

 

 

 

面

接 

法律相談 
女性が出会う法律上の

問題 
第 2・3火曜日 
（弁護士） 

 

 

13：00～15：00 

20～30分／人 

 

 

＜予約必要です＞ 

予約電話 

(058)268-1052 

心の相談 女性の心の不安や悩み 
第 2水曜日 

（生き方カウンセラー） 

家計相談 生活設計、教育資金、 

老後の蓄えなどの悩み 

第 3木曜日 

（１級ファイナンシャルプランニ

ング技能士 CFP®） 

女性のための 

再就職相談 
再就職や転職に関する

悩み、キャリアの棚卸し 

第 1土曜日・ 

第 3水曜日 
（キャリアコンサルタント・   

産業カウンセラー） 

健康相談 
育児の悩み、女性特有

の体の変化など 

第 2・4土曜日 
（看護師・助産師） 

☆「ハートフルネットぎふ」に参加している団体を紹介します。 
 

 あなたも参加してみませんか   

男女共同参画、人権、福祉などの活動をする市民団体と交流する場として、毎月開催しています。 

現在 25 団体が登録し団体の活動紹介、女性センター事業などについての提案や意見交換、男女 

共同参画に関する学習や情報提供などをしています。 （原則 毎月第２木曜日 時間 13：30～） 

 「ハートフルネットぎふ」への問合せ先：岐阜市女性センター ＴＥＬ ０５８-２６８－１０５２ 

          

   

    

 

LGBTｓ集いと支援の場 ぎふ・ぱすぽーと 

「ぎふ・ぱすぽーと」は性的少数者を支援する団体です。2018 年 4 月の正式発足以来、当事者

の生活環境改善のための活動を行っています。行政への要請（例：不要な性別欄の廃止や投票所で

の当事者への配慮、表面に性別記載のない健康保険証の発行など）、月 1 回の定例集会の開催、当時

者への差別・偏見をなくし理解を促すための講演活動、報道機関（新聞、テレビなど）への正確な情

報提供、当事者からの個別の悩み相談、など活動の内容は多岐にわたっています。 

活動の中心は岐阜県内になりますが、集会や悩み相談には県外からの参加も増えています。当事者

の方、アライの方、ご相談はメール・お電話で受け付けています。いつでもどうぞ。 

 

LGBTｓ集いと支援の場 ぎふ・ぱすぽーと 

事務局 岐阜市殿町 5-568-2 

連絡先 090-6072-2244（雪齋） 

Mail：tgakuenlove@outlook.jp 

    マイノリティ作家 2 人の作品を通して当時のアメリカの社会情勢の中、 

      変わろうとした時代と今の日本を重ね合わせてコロナ禍の今、学びましょう。 

    講 師：岐阜市立女子短期大学 国際文化学科 専任講師 柳楽 有里さん  
  時 間：１３：３０～１５：００    場 所：大研修室 

   定 員：40 人                     締 切：２月１０日（水）必着     

２／２１ 

（日） 
  

岐阜市女性センターの講座と相談事業  

文学界のレジェンド  

 性と人種のマイノリティ作家から学ぶ 心のつながり 

岐阜市女性センター相談室   

３／６ 

（土） 
  

Zoom で参加もできます 

相談無料 コロナ禍でつらい思いをされている方へ～お気軽にご利用ください。 

 

  岐阜市女性センターの HP「講座お申込み」から応募又は、往復はがきに①講座 ②氏名（ふりがな） 

  ③年齢 ④〒・住所 ⑤電話番号を明記の上、お申込みください。 

 ※新型コロナウイルス感染の観点から、託児は今年度休止とさせていただきます。 

 ☆詳細はチラシ／HP をご覧ください。   ＜岐阜市女性センター ℡ 058-268-1052＞ 

 

コロナ禍を生きる！！ 

 ～何が変わった？何ができる？今こそつながろう～ 

  

≪ココロとからだ・性の健康関連講≫

座 

ココロとからだ・性の健康関ココロとか

らだ・性の健康関連講座 

 

≪国際女性デー関連講座≫ 

ココロとからだ・性の健康関ココロと

からだ・性の健康関連講座 

 

    ３月８日は国際女性デーです。女性の人権など歴史を振り返りながら 

   コロナと共に私たちはどうなるか、今後について学びましょう。 

     講 師：一般財団法人岐阜県地域女性団体協議会  理事 度会 さち子さん  
   時 間：１３：３０～１５：００    場 所：大研修室 

    定 員：40 人                     締 切：２月２５日（木）必着     

＜お申込み方法＞ 

ココロとからだ・性

の健康関ココロとか

らだ・性の健康関連

講座 

 

https://wanokai39.jimdofree.com/
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