
書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

ルポ父親たちの葛藤　仕事と家庭の両立は夢なのか おおたとしまさ／著 PHP研究所 2016.7 366.7オ

ジェンダーで学ぶ社会学　全訂新版
伊藤公雄／編,牟田和恵
／編

世界思想社 2015.10 367.1ジ

モテる構造　男と女の社会学 山田昌弘／著 筑摩書房 2016.11 367.1ヤ

イクメンじゃない「父親の子育て」
現代日本における父親の男らしさと<ケアとしての子育て>

巽真理子／著 晃洋書房 2018.5 367.3タ

「家族する」男性たち
おとなの発達とジェンダー規範からの脱却

大野祥子／著 東京大学出版会 2016.4 367.5オ

男という名の絶望　病としての夫・父・息子 奥田祥子／著 幻冬舎 2016.3 367.5オ

不自由な男たち　その生きづらさは、どこから来るのか
小島慶子／[著],田中俊
之／[著]

祥伝社 2016.6 367.5コ

非モテの品格　男にとって「弱さ」とは何か 杉田俊介／著 集英社 2016.10 367.5ス

男性という孤独な存在
なぜ独身が増加し、父親は無力化したのか

橘木俊詔／著 PHP研究所 2018.1 367.5タ

男が働かない、いいじゃないか！ 田中俊之／[著] 講談社 2016.3 367.5タ

男性は何をどう悩むのか
男性専用相談窓口から見る心理と支援

濱田智崇／編,『男』悩み
のホットライン／編

ミネルヴァ書房 2018.3 367.5ダ

男性問題から見る現代日本社会
谷壽夫／編,市川季夫／
編,加野泉／編

はるか書房 2016.9 367.5ダ

とまどう男たち　生き方編／死に方編 大阪大学出版会 2016.7 367.5ト

広がるミサンドリー
ポピュラーカルチャー、メディアにおける男性差別

ポール・ナサンソン／ほ
か著,久米泰介／訳

彩流社 2016.9 367.5ナ

男性権力の神話
《男性差別》の可視化と撤廃のための学問

ワレン・ファレル／著,久
米泰介／訳

作品社 2014.4 367.5フ

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
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困難な結婚 内田樹／著
アルテスパブリッシン
グ

2016.7 152.2ウ

ワンオペ育児　わかってほしい休めない日常 藤田結子／著 毎日新聞出版 2017.6 367.21フ

なぜ妻は、夫のやることなすこと気に食わないのか
エイリアン妻と共生するための15の戦略

石蔵文信／著 幻冬舎 2014.9 367.3イ

産後クライシス
内田明香／著,坪井健人
／著

ポプラ社 2013.11 367.3ウ

帰宅恐怖症 小林美智子／著 文藝春秋 2017.6 367.3コ

夫に死んでほしい妻たち 小林美希／著 朝日新聞出版 2016.4 367.3コ

「専業主夫」になりたい男たち  白河桃子／著 ポプラ社 2016.1 367.3シ

子どもが生まれても夫を憎まずにすむ方法
ジャンシー・ダン／著,村
井理子／訳

太田出版 2017.10 367.3ダ

日本の夫婦　パートナーとやっていく幸せと葛藤
柏木惠子／編著,平木典
子／編著

金子書房 2014.4 367.3ニ

離婚してもいいですか？　翔子の場合 野原広子／著 KADOKAWA 2018.4 367.3ノ

夫婦関係と心理的健康　子育て期から高齢期まで
伊藤裕子／著,池田政子
／著,相良順子／著

ナカニシヤ出版 2014.2 367.3フ

ウィルあいち情報ライブラリー資料リスト　2018.6

ここちよい夫婦関係を築く
～脱フラリーマンのすゝめ～



みんな「夫婦」で病んでいる　なぜ、自分で選んだ人がエ
イリアン夫モンスター妻に変わるのか

本田りえ／著 主婦の友社 2015.12 367.3ホ

夫婦の断捨離　モノも気持ちも溜め込まない！ やましたひでこ／著 すばる舎 2014.1 367.3ヤ

産後が始まった！　夫による、産後のリアル妻レポート
渡辺大地／著,青柳ちか
／マンガ・イラスト

KADOKAWA 2014.3 367.3ワ

「逃げ恥」にみる結婚の経済学
白河桃子／著,是枝俊悟
／著

毎日新聞出版 2017.10 367.4シ

妻と別れたい男たち 三浦展／著 集英社 2012.7 367.4ミ

なぜ、結婚はうまくいかないのか？ 森川友義／[著]
ディスカヴァー・トゥエ
ンティワン

2013.9 367.4モ

夫婦という病　夫を愛せない妻たち 岡田尊司／著 河出書房新社 2016.1 493.7オ

夫婦の危機は発達障害が原因かもしれない
離婚を考える前に読むカップルセミナー入門

宮尾益知／著,滝口のぞ
み／著

河出書房新社 2017.8 493.7ミ

出産・育児ママのトリセツ
「子どもができて妻が別人になりました」というあなたへ

山本ユキコ／著,高倉美
恵／イラスト

忘羊社 2016.3 598.2ヤ

ふたりは同時に親になる　産後の「ずれ」の処方箋 狩野さやか／著 猿江商會 2017.12 599カ

皿洗いするの、どっち？ 山内マリコ／著 マガジンハウス 2017.2 914.6ヤ

今日も妻のくつ下は、片方ない。
妻のほうが稼ぐので僕が主夫になりました

劔樹人／著 双葉社 2017.6 Cツ
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子ども・パートナーの心をひらく「聴く力」 辰由加／著 秀和システム 2017.6 367.3タ

夫婦・カップルのためのアサーション
自分もパートナーも大切にする自己表現

野末武義／著 金子書房 2015.8 367.3ノ

大切な人ともっとうまくいく「気持ちの伝え方」
「どうして、わかってくれないの?」がなくなる！

平木典子／著,野末武義
／著

三笠書房 2013.12 367.3ヒ

家族を生きる　違いを乗り越えるコミュニケーション
平木典子／著,柏木惠子
／著

東京大学出版会 2012.9 367.3ヒ

「未熟な夫」に、もうガマンしない！ 山崎雅保／著 二見書房 2013.10 367.3ヤ

チビポテトシンドローム　彼との関係がきっとよくなる！
岡俊介／著,藍川みゑ／
絵

講談社 2012.6 367.3ヨ
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家庭と仕事の心理学
子どもの育ちとワーク・ライフ・バランス

尾形和男／編著 風間書房 2018.3 143カ

家族>仕事(しごとよりもかぞく)で生きる。 赤城夫婦／著 SBクリエイティブ 2017.8 159.4ア

<オトコの育児>の社会学　家族をめぐる喜びととまどい
工藤保則／編著,西川知
亨／ほか編著

ミネルヴァ書房 2016.5 367.3オ

家族病　夫の問題 妻の問題 子の問題 金盛浦子／著 さくら舎 2016.1 367.3カ

結婚と家族のこれから　共働き社会の限界 筒井淳也／著 光文社 2016.6 367.3ツ

家族はなぜうまくいかないのか　論理的思考で考える 中島隆信／[著] 祥伝社 2014.12 367.3ナ

タイトル 制作 制作年
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