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■欲しい？欲しくない？…今も昔も悩む⼥性たち
★２０１０年代〜現代

書名 著者名 出版者 請求記号 出版年

人口の心理学へ 少子高齢社会の命と心
柏木惠子／編
高橋惠子／編

ちとせプレス 361.4ｼﾞ 2016

わたしが子どもをもたない理由(わけ) 下重暁子／著 かんき出版 367.1ｼ 2017

女子と出産 晩産時代を、どう生きる? 山本貴代／著
日本経済新聞出版
社

367.2ﾔ 2010

「子供を産まない」という選択 衿野未矢／著 講談社 367.21ｴ 2011

「子なし」のリアル 奥平紗実／著
幻冬舎メディアコン
サルティング

367.21ｵ 2017

ノンママという生き方
子のない女はダメですか?

香山リカ／著 幻冬舎 367.21ｶ 2016

後悔しない「産む」×「働く」
齊藤英和／著
白河桃子／著

ポプラ社 367.21ｻ 2017

子の無い人生 酒井順子／著 KADOKAWA 367.3ｻ 2018

はたらく人の結婚しない生き方 池田園子／[著]
クロスメディア・パブ
リッシング

367.4ｲ 2016

「婚・産・職」女の決めどき
結婚、出産、仕事をいつ、どうする!?

牛窪恵／著 大和書房 367.4ｳ 2010

フランス女性はなぜ結婚しないで子ど
もを産むのか

井上たか子／編著 勁草書房 367.4ﾌ 2012

私、子ども欲しいかもしれない。
妊娠・出産・育児の“どうしよう”をとことん考えてみま
した

犬山紙子／著 平凡社 598.2ｲ 2017

母になるための<知りたくもなかった>教
訓について

ペギー・オレンスタイン／
著、 和波雅子／訳

光文社 936ｵ 2012

★２０００年代
書名 著者名 出版者 請求記号 出版年

子どもという価値　少子化時代の女性の心理 柏木惠子／著 中央公論新社 334.3ｶ 2001

少子 酒井順子／著 講談社 334.3ｻ 2003

女の産みどき 大内悦子／著 WAVE出版 367.2ｵ 2005

子どもがいてもいなくても
子どもを持つことは女にとって本当に必要か

マデリン・ケイン／著
新谷寿美香／訳

ワニブックス 367.2ｹ 2001

⼦どもを持つということ、
持たないということ。



キャリア・ダウンのすすめ
大人の女の新しい選択

島藤真澄／著
乃木りか／著

ポプラ社 367.2ｼ 2002

産まない理由
今まで誰にも言えなかった私たちのホンネ

葉石かおり／[著] イースト・プレス 367.2ﾊ 2006

産む、産まない　妻たちのつぶやき 森本和子／著 アースメディア 367.2ﾓ 2009

女を幸せにしない「男女共同参画社会」 山下悦子／著 洋泉社 367.2ﾔ 2006

未妊 　「産む」と決められない 河合蘭／著 日本放送出版協会 367.21ｶ 2006

カチャ・クルマン32歳
産まないって、決めたわけじゃなくて…

カチャ・クルマン／著
たかおまゆみ／訳

新水社 367.23ｸ 2007

「産まない」時代の女たち
チャイルド・フリーという生き方

ジェーン・バートレット／
著,遠藤公美恵／訳

とびら社 367.23ﾊﾞ 2004

女たちの単独飛行
中年シングルをどう生きるか

C.M.アンダーソン／著,S.スチュ
アート／著,平野和子／訳 新曜社 367.25ｱ 2004

おふたりさま的生活
子どもはあってよし、なくてよしの明るいDINKS夫婦!

たかぎりょうこ／著 グラフ社 367.3ﾀ 2009

そろそろ産まなきゃ
出産タイムリミット直前調査

三浦天紗子／著
阪急コミュニケーショ
ンズ

598.2ﾐ 2008

★〜１９９０年代
書名 著者名 出版者 請求記号 出版年

いつ産むか 長田渚左／著 ネスコ 366.3ｵ 1998

親になる日。子になる日。
産む女。産まない女。産めない女。 2

中島勝枝／著 主婦の友社 367ﾅ 1991

ノーキッズ・ウーマン
子どもを持たない女性たちへのインタビュー

山田真奈美／編 ユック舎 367.04ﾉ 1991

私らしさで産む、産まない
青木やよひ／共著
丸本百合子／共著

農山漁村文化協会 367.2ｱ 1991

産まない選択 子どもを持たない楽しさ 福島瑞穂／編 亜紀書房 367.2ｳ 1992

産みます産みません グループRIM／編 NTT出版 367.2ｳ 1993

出産ストライキ 　産めない理由、産まない理由 高野瀬順子／著 叢文社 367.2ﾀ 1991

女が子どもを産みたがらない理由(わ
け)

吉広紀代子／編著 晩成書房 367.2ﾖ 1991

チャイルド・フリー
子どもがいない女の生き方

スーザン・S・ラング／著
海原純子、矢沢聖子／訳

講談社 367.2ﾗ 1993

「子供を持たない」という生き方
なぜほしいの?ほしくないの?

吉田あゆみ／著 ダイヤモンド社 367.3ﾖ 1998



■不妊と向き合って
書名 著者名 出版者 請求記号 出版年

誰も教えてくれなかった子どものいない
人生の歩き方

くどうみやこ／著 主婦の友社 367.1ｸ 2018

産まないことは「逃げ」ですか? 吉田潮／著 ベストセラーズ 367.21ﾖ 2017

A子と不妊治療
日本初の不妊治療医療過誤訴訟を経て

荒木晃子／著 晃洋書房 495.4ｱ 2012

「産まない女」として生きるあなたへ
リンダ・H.アントン／著
久坂翠／訳

ベストセラーズ 495.4ｱ 2001

産みたいのに産めない 卵子老化の衝撃 NHK取材班／編著 文藝春秋 495.4ｳ 2013

私、産めるのかな? 小林裕美子／著 河出書房新社 495.4ｺ 2014

不妊を語る 　19人のライフストーリー 白井千晶／[著] 海鳴社 495.4ｼ 2012

不妊、当事者の経験
日本におけるその変化20年

竹田恵子／著 洛北出版 495.4ﾀ 2018

妊活に疲れたら、開く本 平山史朗／著 主婦の友インフォス 495.4ﾋ 2017

不妊治療のやめどき 松本亜樹子／著 WAVE出版 495.4ﾏ 2016

こうのとり追って 晩産化時代の妊娠・出産 毎日新聞取材班／著 毎日新聞社 495.4ﾏ 2013

不妊治療者の人生選択 安田裕子／著 新曜社 495.4ﾔ 2012

「卵子の老化」と「高齢妊娠」の真実 河野美香／著 講談社 495.6ｶ 2018

40代初産をはじめた女性たち 新井容子／著 情報センター出版局 598.2ｱ 2006

俺たち妊活部
「パパになりたい!」男たち101人の本音

村橋ゴロー／著 主婦の友社 598.2ﾑ 2016

私が不妊治療をやめたわけ
海原こうめ／著
桜井明弘／監修

イースト・プレス 916ｳ 2018

それでも、産みたい
40歳目前、体外受精を選びました

小林裕美子／著 新潮社 916ｺ 2016

■やっぱり欲しい?多様な家族のカタチ
書名 著者名 出版者 請求記号 出版年

産まなくても、育てられます
不妊治療を超えて、特別養子縁組へ

後藤絵里／著 講談社 367.3ｺﾞ 2016

<ハイブリッドな親子>の社会学
血縁・家族へのこだわりを解きほぐす

野辺陽子／ほか著 青弓社 367.3ﾊ 2016

子どものいない夫婦のための里親ガイ
ド　家庭を必要とする子どもの親になる

吉田奈穂子／著 明石書店 369.4ﾖ 2009



子どものいない夫婦のための養子縁組
ガイド 制度の仕組みから真実告知まで

吉田奈穂子／著 明石書店 369.4ﾖ 2015

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 916ｳ 2012

うちの子になりなよ
ある漫画家の里親入門

古泉智浩／著 イースト・プレス 916ｺ 2015

うちの子になりなよ
里子を特別養子縁組しました

古泉智浩／著 イースト・プレス 916ｺ 2017

■物語で描く…⼦どもを持つこと、持たないこと
書名 著者名 出版者 請求記号 出版年

産まなくてもいいですか? 小林裕美子／著 幻冬舎 Cｺ 2015

女の子は、明日も。 飛鳥井千砂／著 幻冬舎 913.6ｱ 2014

マザーズ　僕には3人の母がいる
吉田紀子／脚本,青山美
智子／ノベライズ

主婦と生活社 913.6ｱ 2016

産む、産まない、産めない 甘糟りり子／著 講談社 913.6ｱ 2014

産まなくても、産めなくても 甘糟りり子／著 講談社 913.6ｱ 2017

迷産時代 宇佐美游／著 双葉社 913.6ｳ 2007

欲ばりたい女たち 白石まみ／著 幻冬舎 913.6ｼ 2011

朝が来る 辻村深月／著 文藝春秋 913.6ﾂ 2015

もうすぐ 橋本紡／著 新潮社 913.6ﾊ 2009

結婚 橋本治／著 集英社 913.6ﾊ 2014

身ごもる女たち 真野朋子／[著] 幻冬舎 913.6ﾏ 2012
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