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 あなたも読んでみませんか？

 ■多様なパートナー・家族のかたち
書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

家族の悪知恵
身もフタもないけど役に立つ４９のヒント

西原 理恵子∥著 文芸春秋 2014.5 159サ

現代家族の法と実務
多様化する家族像－婚姻・事実婚・別居・離婚・介
護・親子鑑定・ＬＧＢＴＩ

小島 妙子、伊達 聡子、水
谷 英夫∥著

日本加除出版 2015.2 324.6ゲ

問いからはじめる家族社会学
多様化する家族の包摂に向けて

岩間 暁子、大和 礼子、田
間 泰子∥著

有斐閣 2015.3 361.6ト

リスク社会のライフデザイン
変わりゆく家族をみすえて

宮本 みち子、岩上 真珠∥
編著

放送大学教育振
興会

2014.3 361.6リ

家族を超える社会学
新たな生の基盤を求めて

牟田 和恵∥編、上野 千鶴
子∥〔ほか〕著

新曜社 2009.12 361.6カ

日本の親子　不安・怒りからあらたな関係の創造へ
平木 典子、柏木 惠子∥編
著

金子書房 2015.10 367.3ニ

家族という病 下重 暁子∥著 幻冬舎 2015.3 367.3シ

データで読む平成期の家族問題
四半世紀で昭和とどう変わったか

湯沢 雍彦∥著 朝日新聞出版 2014.10 367.3ユ

愛は遠く離れて
グローバル時代の「家族」のかたち

ウルリッヒ・ベック、エリーザ
ベト・ベック＝ゲルンスハイ
ム∥著、伊藤 美登里∥訳

岩波書店 2014.3 367.3ベ

 ライブラリーＢｏｏｋＣａｆｅにやって来たウィルおじさんとあい子さん。
　　　ウィルおじさん「新メニューだって！これにしよう！」

　　　あい子さん「虹色ミックスジュース？いろいろ混ざっているからおいしい…最近の社会みたいね。」
　　　ウィルおじさん 「それってどういうこと？」

　　　　　　　　　■『みんなで考える家族・家庭支援論
　　　　　　　　　　　知っていますか？いろいろな家族・家庭があることを』
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　草野いづみ∥編著/同文書院/2013.4/369.4ミ

　　　　　　　　　　ひとり親家庭、離婚や再婚を経た家庭、ＤＶにさらされる保護者、虐待され
　　　　　　　　　　る子ども、定住外国人家族、被災地に暮らす家族…さまざまな子どもとその
　　　　　　　　　　家族・家庭をどう支援するか考える。

　　　あい子さん「性別、年齢、人種、文化、いろいろあるから面白いと多様性を受け入れていく動きね。
　　　　　家族だっていろいろ、再婚家庭なんか珍しくなくなっているし、パートナーは同性という人たちもいるわ。
         最近はそういう性的マイノリティ（ＬＧＢＴ）に対しても職場や学校で少しずつ配慮が進んでいるようよ。」
　　　ウィルおじさん 「そうなんだ、早速本を読んでみなきゃ！」

 情報ライブラリーには、多様なパートナーや家族のあり方についての本がたくさんあります。

情報ライブラリーBook CAFE 

多様なパートナー・家族のかたち 

ウィルあいち情報ライブラリー資料リスト  2015.12 



書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号
非婚ですが、それが何か！？
結婚リスク時代を生きる

上野 千鶴子、水無田 気流
∥著

ビジネス社 2015.9 367.4ウ

「家族」難民
生涯未婚率２５％社会の衝撃

山田 昌弘∥著 朝日新聞出版 2014.1 367.4ヤ

主夫になってはじめてわかった主婦のこと 中村 シュフ∥著 猿江商会 2015.3 590ナ

新ニッポンの父ちゃん　兼業主夫ですが、なにか？
杉山 錠士∥作、アベ ナオ
ミ∥絵

主婦の友インフォ
ス情報社

2014.5 599ス

大黒柱マザー
夫が仕事をやめたから一家で海外に引っ越してみ
た！

小島 慶子∥著 双葉社 2014.12 779.9コ

朝が来る 辻村 深月∥著 文芸春秋 2015.6 913.6ツ

週末は家族 桂 望実∥著 朝日新聞出版 2014.12 913.6カ

平成大家族 中島 京子∥著 集英社 2008.2 913.6ナ

「モザイク一家」の国境なき人生
パパはイラク系ユダヤ人、ママはモルモン教アメリ
カ人、妻は日本人、そして子どもは…

長坂 道子∥著 光文社 2013.2 916ナ

カレンダー ひこ・田中∥著 福音館書店 2014.1 K913ヒ

じつはウチ、フランス婚　結婚してない、でも家族 しばざき としえ∥著
モバイルメディアリ
サーチ

2008.12 Cシ

ママがおうちにかえってくる！
トメク・ボガツキ∥絵、ケイ
ト・バンクス∥文、木坂 涼
∥訳

講談社 2004.5 Eボ

 ■同性でも家族
書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

オトナ婚です、わたしたち
十人十色のつがい方

大塚 玲子∥著
太郎次郎社エディ
タス

2013.3 367.4オ

ふたりで安心して最後まで暮らすための本
同性パートナーとのライフプランと法的書面

永易 至文∥著
太郎次郎社エディ
タス

2015.10 367.9ナ

　　　　　　　　　■『同性婚　私たち弁護士夫夫(ふうふ)です』
　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　南和行∥著/祥伝社/2015.7/367.9ミ
　
　　　　　　　　　　多様な性を当たり前に感じる社会であってこそ、すべての人が自分らしく生
　　　　　　　　　　きられる！著者である弁護士が、自身の同性婚や同性愛者の葛藤と困難、法
　　　　　　　　　　律が家族や婚姻をどう捉えているのかを語る。

　■『ふたりのママから、きみたちへ』
　　　　　　　東小雪、増原裕子∥著/イースト・プレス/2013.12/T367ヒ
　
　２０１３年春に東京ディズニーリゾートで結婚式を挙げた女性カップルが、
　ふたりの未来の子どもに向けて、国際的な同性婚法の流れやＬＧＢＴの基
　本的な知識を織り込みながら「家族」のかたちや「パートナーシップ」、
　「自由」について考える。



書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号
カムアウトする親子
同性愛と家族の社会学

三部 倫子∥著 御茶の水書房 2014.6 367.9サ

同性婚、あなたは賛成？反対？
フランスのメディアから考える

浅野 素女∥著
パド・ウィメンズ・
オフィス

2014.2 367.9ア

にじいろガーデン 小川 糸∥著 集英社 2014.10 913.6オ

レズビアン的結婚生活
東 小雪、増原 裕子∥著
すぎやま えみこ∥マンガ

イースト・プレス 2013.12 916ヒ

夫夫円満　ＨＵＳＢＡＮＤＳ
パトリック・ジョセフ・リネハ
ン、エマーソン・カネグスケ
∥著

東洋経済新報社 2014.7 936リ

きのう何食べた？　1-10（刊行中） よしなが ふみ∥著 講談社 2007.11- Cヨ

タンタンタンゴはパパふたり

ジャスティン・リチャードソ
ン、ピーター・パーネル∥文
ヘンリー・コール∥絵　尾辻
かな子、前田 和男∥訳

ポット出版 2008.4 Eリ

 ■家族をつくる
書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

人工授精の近代
戦後の「家族」と医療・技術

由井 秀樹∥著 青弓社 2015.3 495.4ユ

グローバル化時代における生殖技術と家族形成 日比野 由利∥編著 日本評論社 2013.12 495.4ヒ

家族をつくる
提供精子を使った人工授精で子どもを持った人たち

ケン・ダニエルズ∥著、仙
波 由加里∥訳

人間と歴史社 2010.10 495.4ダ

生殖医療と家族のかたち
先進国スウェーデンの実践

石原 理∥著 平凡社 2010.6 495.4イ

わが子よ
出生前診断、生殖医療、生みの親・育ての親

共同通信社社会部∥編 現代書館 2014.11 495.6ワ

 ■養子、里親、再婚家庭
書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

いま知ってほしい養子縁組のはなし 西岡 攻、伊藤 浩∥共著 日本法令 2014.3 324.6ニ

子どもの養子縁組ガイドブック
特別養子縁組・普通養子縁組の法律と手続き

家庭養護促進協会大阪事
務所∥編集

明石書店 2013.12 324.6コ

ステップファミリーをいかに生き，育むか
うまくいくこと，いかないこと

パトリシア・ペーパーナウ∥
著、中村 伸一、大西 真美
∥監訳

金剛出版 2015.9 367.3ペ

継母という存在
真実と偏見のはざまで

Ｗ．マーティン∥著、伊藤
幸代∥訳

北大路書房 2015.7 367.3マ

継母ですが？
もう１つのシンデレラストーリー

新川 てるえ∥原案、本間
千恵子∥漫画

エンターブレイン 2013.10 367.3マ

子連れ再婚を考えたときに読む本
養子縁組すべき？再婚後の養育費は？継子との関
係は？気になることがすべてわかる

新川 てるえ∥著
太郎次郎社エディ
タス

2011.7 367.3シ

別れてもふたりで育てる
子どもを犠牲にしない離婚と養育の方法

ジョアン・ペドロ‐キャロル∥
著、丸井 妙子∥訳

明石書店 2015.3 367.4ペ

ステップキンと７つの家族
再婚と子どもをめぐる物語

ペギー・ランプキン∥著、中
川 雅子∥訳、永田 智子∥
絵

太郎次郎社エディ
タス

2006.5 367.4ラ



書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

里親家庭・ステップファミリー・施設で暮らす子ども
の回復・自立へのアプローチ
中途養育の支援の基本と子どもの理解

津崎 哲郎∥著 明石書店 2015.3 369.4ツ

「赤ちゃん縁組」で虐待死をなくす
愛知方式がつないだ命

矢満田 篤二、万屋 育子∥
著

光文社 2015.1 369.4ヤ

養子でわくわく家族 中村 芳子∥著 小学館 2012.2 369.4ナ

産めないから、もらっちゃった！ うさぎママ∥著 メタモル出版 2012.11 916ウ

ねえねえ、もういちどききたいな わたしがうまれたよ
るのこと

ジェイミー・リー・カーティス
∥作、ローラ・コーネル∥
絵、坂上 香∥訳

偕成社 1998.3 Eカ

 ■ひとり親、シングル
書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

多縁社会
自分で選んだ縁で生きていく。

篠原 聡子、空間研究所、ア
サツーディ・ケイ∥著

東洋経済新報社 2015.8 365.3タ

親元暮らしという戦略
アコーディオン・ファミリーの時代

キャサリン・Ｓ．ニューマン
∥著、萩原 久美子、桑島
薫∥訳

岩波書店 2013.11 367.3ニ

父子家庭が男を救う 重川 治樹∥著 論創社 2012.5 367.3シ

シングルトン
ひとりで生きる！

エリック・クライネンバーグ
∥著、白川 貴子∥訳

鳥影社 2014.11 367.4ク

境界を生きるシングルたち 椎野 若菜∥編 人文書院 2014.3 367.4キ

孤族の国
ひとりがつながる時代へ

朝日新聞「孤族の国」取材
班∥著

朝日新聞出版 2012.5 368コ

ルポ母子家庭 小林 美希∥著 筑摩書房 2015.5 369.4コ

ひとり親の子育て
離婚、死別、「実質シングル」。ひとりで子育てする
すべての人へ。

諸富 祥彦∥著 ＷＡＶＥ出版 2015.2 369.4モ

ひとり親家庭 赤石 千衣子∥著 岩波書店 2014.4 369.4ア

子づれシングルと子どもたち
ひとり親家族で育つ子どもたちの生活実態

神原 文子∥著 明石書店 2014.3 369.4カ

発行：愛知県女性総合センター　情報ライブラリー

　　■『シングルのつなぐ縁』
　　　 　　　　　　　　　　　　　椎野若菜∥編/人文書院/2014.4/367.4シ

　　世界中の血縁家族をつくらない人たちに注目。既存の家族から離れ、いった
　　ん「ひとり」になった個としての人間が、友人、新しい家族、再び新たな縁
　　を結んでいく様を分析し、人の絆とは何かに迫る。
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