
●　新しい家族のかたち

No. 資料名 著者名 出版者 請求記号

1 夫婦という他人 下重 暁子∥著 講談社 367.3 /フ

2
遊び・会話・家事で今こそ
「家族のコミュニケーション力」アップ

司馬 理英子∥著 主婦の友社 367.3 /ア

3 犬と一緒に生き残る防災BOOK 犬防災編集部∥編 日東書院本社 645.6 /イ

4 誓います
ダン　サヴェージ∥著
大沢 章子∥訳

みすず書房 936 /チ

5 僕が夫に出会うまで 七崎 良輔∥著 文藝春秋 916 /ホ

6 同性婚だれもが自由に結婚する権利 同性婚人権救済弁護団∥編 明石書店 367.9 /ト

7 夫婦をやめたい 南 和行∥著 集英社 324.6 /フ

8 家族終了 酒井 順子∥著 集英社 367.3 /カ

9
獣医さんが教える
愛犬のための手作りごはん

小林 豊和∥監修
春木 英子∥栄養と料理指導
主婦の友社∥編

主婦の友社 645.6 /シ

10 ちいさな大きなたからもの
瀬奈 じゅん∥著
千田 真司∥著

方丈社 367.3 /チ

11
ときどき女装するシングルパパが娘ふたりを
育てながら考える家族、愛、性のことなど 仙田 学∥著 WAVE出版 916 /ト

12 沈没家族 加納 土∥著 筑摩書房 778.7 /チ

13 日本の子連れ再婚家庭 新川 てるえ∥著 太郎次郎社エディタス 367.3 /ニ

14 家族って しまお まほ∥著 河出書房新社 914 /シマ

15 産まなくても、育てられます 後藤 絵里∥著 講談社 367.3 /ウ

16 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 /ハ

　2021年12月　玄関展示本リスト

『家族』を考える

★「請求記号」とは図書の場所を示すものです。

★これらの本は貸出できます。また、貸出中の本は予約ができます。

長いコロナ禍で、自宅で過ごす時間が増え、家族と向き

合う機会が多くなりました。そこで、図書館では家族に

関する本を集めました。 

家族とはどんな存在なのか、さまざまな家族の関係を

みつめ直してみませんか。 

(令和3年10月1日現在 瀬戸市の人口：128,869人 世帯：57,328世帯)



●　家族がテーマの小説

No. 資料名 著者名 出版者 請求記号

1 佐渡の三人 長嶋 有∥著 講談社 F /ナ114 

2 罪の声 塩田 武士∥著 講談社 F /シ116 

3 ノースライト 横山 秀夫∥著 新潮社 F /ヨ44 

4 水やりはいつも深夜だけど 窪 美澄∥著 KADOKAWA F /ク71 

5 とめどなく囁く 桐野 夏生∥著 幻冬舎 F /キ54 

6 代理母、はじめました 垣谷 美雨∥著 中央公論新社 F /カ129 

7 夏物語 川上 未映子∥著 文藝春秋 F /カ142 

8 にじいろガーデン 小川 糸∥著 集英社 F /オ129

9 ははのれんあい 窪 美澄∥著 KADOKAWA F /ク71 

10 母さんのコロッケ 喜多川 泰∥著 大和書房 F /キ80

11 雨上がりの川 森沢 明夫∥著 幻冬舎 F /モ57 

12 雪のなまえ 村山 由佳∥著 徳間書店 F /ム22 

13 不在 彩瀬 まる∥著 KADOKAWA F /ア135

14 人魚の眠る家 東野 圭吾∥著 幻冬舎 F /ヒ16 

15 悪いものが、来ませんように 芦沢 央∥著 角川書店 F /ア144 

16
母親からの小包は
なぜこんなにダサいのか

原田 ひ香∥著 中央公論新社 F /ハ89

17 とわの庭 小川 糸∥著 新潮社 F /オ129 

18 ワンダフル・ライフ 丸山 正樹∥著 光文社 F /マ88 

19 路上のX 桐野 夏生∥著 朝日新聞出版 F /キ54 

20 そして、バトンは渡された 瀬尾 まいこ∥著 文藝春秋 F /セ14 



●　子育て

No. 資料名 著者名 出版者 請求記号

1 子育て手帳のつくりかた *LuLu Cube*∥著 G.B. 599 /コ

2 その叱り方、問題です! 菅原 ますみ∥著 主婦の友社 379.9 /ソ

3 ちがうことは強いこと 星山 麻木∥著 河出書房新社 370.4 /チ

4 別れてもふたりで子育て しばはし 聡子∥著 笑がお書房 367.4 /ワ

5 産めないけれど育てたい。
池田 麻里奈∥著
池田 紀行∥著

KADOKAWA 367.3 /ウ

6 子育ての経済学
マティアス　ドゥプケ∥著
ファブリツィオ　ジリボッティ∥著
鹿田 昌美∥訳

慶應義塾大学出版会 371.3 /コ

7 「育てにくい子」と感じたときに読む本 佐々木 正美∥著 主婦の友社 379.9 /ソ

8 令和時代の子育て戦略 下園 壮太∥著 講談社 379.9 /レ

●　コミックエッセイ

No. 資料名 著者名 出版者 請求記号

1 お互い40代婚 たかぎ なおこ∥著 KADOKAWA 726.1 /オ

2 ありがとう
本田 美奈子∥原作
辻 友紀子∥絵

ポプラ社 726.6 /ア

3 限界家族 中村 純子∥著 毎日新聞社 726.1 /ケ

4 ファン・ホーム
アリソン　ベクダル∥著
椎名 ゆかり∥訳

小学館集英社
プロダクション

726.1 /フ

5 消えていく家族の顔 吉田 美紀子∥著 竹書房 726.1 /キ

6 ママは悪くない!
 NHKスペシャル「ママたちが非常事
態!?」取材班∥監修
ふじい まさこ∥著

主婦と生活社 599 /マ

7 夫とふたりでもうまく暮らすコツ 青沼 貴子∥著 メディアファクトリー 916/オ

8 離婚してもいいですか? 野原 広子∥著 KADOKAWA 367.4 /リ

9 おひとり様のふたり暮らし スタジオクゥ∥著 イースト・プレス 365.3 /オ

10 親孝行できるかな? たかぎ なおこ∥著 KADOKAWA 367.3 /オ

11 それでも母が大好きです 細川 貂々∥著 朝日新聞出版 367.3 /ソ

12 娘が学校に行きません 野原 広子∥著 メディアファクトリー 916 /ム

13 子どもを叱りつける親は失格ですか?
アベ ナオミ∥著
小川 大介∥監修

KADOKAWA 367.3 /コ



●　毒親にならないために

No. 資料名 著者名 出版者 請求記号

1 毒親からの完全解放 影宮 竜也∥著 アチーブメント出版 367.3 /ト

2 毒親 中野 信子∥著 ポプラ社 367.3 /ト

3 モンスターペアレント!? 諸富 祥彦∥著 アスペクト 374.6 /モ

4 生まれ、育つ基盤
松本 伊智朗∥編著
湯澤 直美∥編著
松本 伊智朗∥編集代表

明石書店 369.4 /ウ

5 母がしんどい 田房 永子∥著 新人物往来社 726.1 /ハ

6 しんどい母から逃げる!! 田房 永子∥著 小学館 916 /シ

7 母と娘の「しんどい関係」を見直す本 石原 加受子∥著 学研パブリッシング 367.3 /ハ

8 解縛 小島 慶子∥著 新潮社 779.9 /ケ

9 親の支配脱出マニュアル 藤木 美奈子∥著 講談社 146.8 /オ

10
きらいな母を看取れますか?
関係がわるい母娘の最終章

寺田 和代∥著 主婦の友社 367.3 /キ

11
「勉強しなさい!」エスカレートすれば
教育虐待

日経DUAL∥編 日経BP 376.8 /ヘ

12 気づけない毒親 高橋 リエ∥著 毎日新聞出版 367.3 /キ

13 愛を知らなかった子
ダイアン　リーロウ∥著
バーニー　リーロウ∥著
庭田 よう子∥訳

講談社 936 /ア

14
毒母育ちの私が家族の
しがらみを棄てるまで

越田 順子∥著 彩図社 916 /ト

15
長女はなぜ「母の呪文」を
消せないのか

大美賀 直子∥著 さくら舎 367.3 /チ

瀬戸市立図書館　　82-2202

●瀬戸市子ども・若者センター●
　　　　　　　　子どもや若者へ総合的な支援ができる相談窓口です　　　　　　　　　　82-1990
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　88-2636
　
●【内閣府】24時間対応ＤＶ相談窓口●
　　　　　　　　最寄りの配偶者暴力支援センターにつながる「ＤＶ相談ナビ」に加え
　　　　　　　　あらたに「ＤＶ相談ナビ＋（プラス）」を開設しました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＤＶ相談ナビ　　　　　　　 　　 0570-0-55210
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ＤＶ相談ナビ＋（プラス）　 　 0120-279-889
 　　詳しいことは瀬戸市ホームページをご覧ください。　www.city.seto.aichi.jp


