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◆男のユーウツ
書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

男性不況　「男の職場」崩壊が日本を変える 永浜 利広∥著 東洋経済新報社 2012.11 366.2ナ

日本人はいつから働きすぎになったのか
〈勤勉〉の誕生

礫川 全次∥著 平凡社 2014.8 366.9コ

「居場所」のない男、「時間」がない女 水無田 気流∥著 日本経済新聞出版社 2015.6 367ミ

アラフォー男子の憂鬱
常見 陽平∥編著,おおた
としまさ∥編著

日本経済新聞出版社 2013.12 367.5ア

男性漂流　男たちは何におびえているか 奥田 祥子∥著 講談社 2015.1 367.5オ

おとなの男の心理学 香山 リカ∥著 ベストセラーズ 2007.12 367.5カ

〈４０男〉はなぜ嫌われるか 田中 俊之∥著 イースト・プレス 2015.8 367.5タ

男をこじらせる前に
男がリアルにツラい時代の処方箋

湯山 玲子∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2015.1 367.5ユ

男が４０を過ぎてなんとなく不調を感じ始めたら
読む本

秋下 雅弘∥著 メディカルトリビューン 2012.8 493.1ア

男もつらいよ！男性更年期 石蔵 文信∥著 ソシム 2007.12 493.1イ

男の養生訓　男性更年期をのりきる知恵 松江 一彦∥著 学研 2009.8 493.1マ

男も更年期で老化する 和田 秀樹∥著 小学館 2011.6 493.1ワ

心が折れそうなビジネスマンが読む本
中森 勇人∥著,吉岡 俊
介∥監修

ソフトバンククリエイ
ティブ

2010.5 498.8ナ

◆心と体をケアする
書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

ストレスに負けない技術
コーピングで仕事も人生もうまくいく！

田中ウルヴェ京∥著,奈
良 雅弘∥著

日本実業出版社 2005.8 146.8タ

ストレスに負けない家族をつくる
子どもとお母さんとお父さんの「みんな元気になる」魔法

田中 純∥著 みくに出版 2014.2 367.3タ

 医師が教える自然療法症状別セルフケアバイ
ブル

中村 裕恵∥著 河出書房新社 2009.1 492.7ナ

女医が教える働く男の怒りと疲れをパワーに変
える処方箋

奥田 弘美∥著 メディカルトリビューン 2014.6 498.3オ

７の女、８の男
節目年齢に負けない３４のトラブル回避術

福田 千晶∥監修 新潮社 2013.3 498.3ナ

男は「段取り脳」でよみがえる 米山 公啓∥〔著〕 講談社 2008.11 498.3ヨ

白沢教授の働く男の外食術
太らない・疲れない・アンチエイジング

白沢 卓二∥著 中央法規出版 2013.4 498.5シ

働く男女のための栄養学入門 山崎 広治∥著 マイナビ 2014.2 498.5ヤ



働く人のための「読む」カウンセリング
ピープル・スキルを磨く

高山 直子∥著 研究社 2010.2 498.8タ

がんばりやのあなたをラクにするメンタルデトッ
クス

田原 祐子∥著 実業之日本社 2010.5 498.8タ

職場での心のデトックス
クレア・ハリス∥著,河井
直子∥訳

産調出版 2007.11 498.8ハ

◆育児や料理でリフレッシュ!
書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

パパの危機管理ハンドブック
家族の笑顔を守ろう！

安藤 哲也∥著 ホーム社 2012.2 367.3ア

パパ力、はじめよう！　子どもで人生を変えた男たち 歌代 幸子∥著 オレンジページ 2008.3 367.3ウ

１５分でできる男の薬膳 正岡 慧子∥著 実業之日本社 1996.3 498.5マ

スローライフなおじさんの台所
ひとりを快適に生きる

音羽 健∥著 主婦の友社 2004.8 590オ

今日からはじめる男の家事 阿部 絢子∥監修 講談社 2010.11 590キ

やれば得する！ビジネス発想家事
思考革命！ビジネス発想でやる楽しい家事の極意

ももせ いづみ∥著 六耀社 2009.5 590モ

エプロンおじさん
日本初の男性料理研究家牧野哲大の味

高原 たま∥編著 国書刊行会 2013.1 596エ

いくつになっても始められる男の料理入門塾
２人のかけあいから料理がわかる！

亀淵 昭信∥著,土井 善
晴∥著

学研パブリッシング 2010.11 596カ

男をあげるこの一品
人生をゆたかにする、私の定番料理

白井 操∥編著 中央法規出版 2004.10 596シ

パパ料理のススメ　父親よ大志を抱け 滝村 雅晴∥著 赤ちゃんとママ社 2011.4 596タ

おかん男子の毎日ごはん
つの まこと∥著,さとう ゆ
し∥マンガ

出版芸術社 2014.4 596ツ

家めしの王道　家庭料理はシンプルが美味しい 林 望∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2014.5 596ハ

料理ができる男は無敵である 福本 陽子∥著 サンマーク出版 2015.9 596フ

料理男子のこだわりレシピ
作りたい、作ってあげたいメニュー満載！

オレンジページ 2011.3 596リ

忙しいビジネスマンのための３分間育児 おおた としまさ∥著
ディスカヴァー・トゥエ
ンティワン

2013.5 599オ

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
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