
●男だって悩んでる！●
請求記号 タイトル 著者名 出版社 出版年

367.5/ﾀﾅ
男がつらいよ：絶望の時代の希望の男性
学

田中  俊之 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2015

367.5/ﾕﾔ 男をこじらせる前に 湯山  玲子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2015

367.5/ｵｸ 男性漂流 奥田  祥子 講談社 2015

367.7/ﾅｶ 男おひとりさま術 中沢  まゆみ 法研 2010

367.5/ｳｴ 男おひとりさま道 上野  千鶴子 法研 2009

367.5/ｼﾌﾞ 平成オトコ塾 渋谷  知美 筑摩書房 2009

367.4/ｲｽﾞ オトコの婚活 泉  直樹 実業之日本社 2009

367.5/ﾀｶﾞ 男らしさの社会学 多賀  太 世界思想社 2006

367.5/ｵﾄ 男の電話相談
『男』悩みのホットライン
∥編著

かもがわ出版 2006

367.5/ﾅｶ 男性の「生き方」再考 中村  彰 世界思想社 2005

367.5/ﾂ
男を脱ぐ！ ： ジェンダーが救う新・サラ
リーマン幸福論

蔦森  樹 全日出版 2003

367.5/ﾄ オトコが「男らしさ」を棄てるとき 豊田 正義 飛鳥新社 1997

●やってみよう！家事●
請求記号 タイトル 著者名 出版社 出版年

590/ﾅｶ
主夫になってはじめてわかった主婦の
こと

中村  シュフ 猿江商会 2015

916/ｻｶﾞ 主夫になろうよ！ 佐川  光晴 左右社 2015

S590/ﾂﾈ 男の四世代料理 常木  明 一粒書房 2013

498.5/ﾐﾗ
パパがつくる産前産後のおいしいごは
ん

みらいたべる
文化学園文化出版
局

2012

596.0/ﾀｷ パパ料理のススメ 滝村  雅晴 赤ちゃんとママ社 2011

590/ｷｮｳ 今日からはじめる男の家事 阿部  絢子∥監修 講談社 2010

590/ﾓﾓ やれば得する！ビジネス発想家事 ももせ  いづみ 六耀社 2009

596/ｵｵ かんたん、手抜き、うまい「おとこ飯」 大島  清 新講社 2006

596/ﾌｼﾞ 図説主夫の「なんちゃって」料理術 藤岡  良 彩流社 2005

596/ｵ おやじの手料理
神奈川みなみ医療生協逗子
診療所グループ湘南スパイス
∥編

一光社 2004

590/ﾔ 主夫のたしなみ 柳田  家事夫 ぶんか社 2004

596/ﾀｷ 単身赴任の料理講座 ：Ｍｅｎ ｓ ｃｏｏｋｉｎｇ 滝沢 真理 ひかりのくに 1994

2016年7月 展示コーナー

これからどうする？

～男性の生き方・家庭のこと～

●○●あなたと情報をリンク！男女共同参画をもっと身近に！●○●



●父親になったあなたへ●
請求記号 タイトル 著者名 出版社 出版年

598.2/ｵｷﾞ ダンナのための妊娠出産読本 荻田  和秀 講談社 2015

366.7/ﾌｧ 新しいパパの働き方
ファザーリング  ジャ
パン

学研教育出版 2014

599/ﾌｧｻﾞ 新しいパパの教科書
ファザーリング  ジャ
パン

学研教育出版 2013

599.0/ｽｽﾞ そだてば 鈴木  のりたけ 朝日新聞出版 2013

599/ｱﾝ パパ１年生 安藤  哲也∥編著 かんき出版 2012

366.7/ｱﾂ イクメンで行こう！ 渥美  由喜
日本経済新聞出版
社

2010

599/ｺｻﾞ わが家の子育てパパしだい！ 小崎  恭弘 旬報社 2010

598.2/ｵｵ/2 メンズのための安産バイブル 大葉  ナナコ 主婦の友社 2010

367.3/ｱｹ
忙しいパパのための子育てハッピーア
ドバイス

明橋  大二 １万年堂出版 2007

●介護を考える●
請求記号 タイトル 著者名 出版社 出版年

369.26/ﾜﾀﾞ
働きながら、親をみる：自分の人生をあ
きらめない介護

和田  秀樹 ＰＨＰ研究所 2015

366.7/ｺﾔ/1 ワーク介護バランス 1 小山  朝子 旬報社 2015

916/ｵｵ 介護はつらいよ 大島  一洋 小学館 2014

369.2/ﾂﾄﾞ ケアメンを生きる 津止  正敏 クリエイツかもがわ 2013

369.2/ｵｵ
７０歳すぎた親をささえる７２の方法：
「いよいよかも…」と思ったら

太田  差惠子 かんき出版 2012

369.2/ﾊﾅ 男も出番！介護が変わる 羽成  幸子 春秋社 2012

726.1/ｵｶ ペコロスの母に会いに行く 岡野  雄一 西日本新聞社 2012

369.2/ﾏﾂ
これからの老老介護にそなえるための
心得４０

松本  一生 河出書房新社 2011

369.2/ｳｴ
３０～４０代独身のための親の介護と
仕事を両立させる本

上原  喜光 秀和システム 2010

493.7/ﾅｶ 男の介護 中村  和仁 新泉社 2010

598.4/ｵﾄ オトコの介護を生きるあなたへ
男性介護者と支援者の全
国ネットワーク∥編著 クリエイツかもがわ 2010

369.2/ｵｵ 老親介護とお金 太田  差惠子
アスキー・メディア
ワークス

2008

369.2/ｵﾁ
ビジネスマンのための男を磨く！老親
介護

おち  とよこ 東京新聞出版局 2005

開室）平日 9：00～18：00 土日祝 9：00～17：00
休室）第１・３・５日曜、図書整理日、年末年始
貸出）お一人様 本５冊、ビデオ２本 ２週間まで。

貸出には、カードが必要です。
お問い合わせ）TEL：054-255-8763 FAX：054-255-8759

２ 階

あざれあ図書室

ご利用案内

●○●あなたと情報をリンク！男女共同参画をもっと身近に！●○●


