
★　友だち編多様なふうふ

書名 著者 出版社 出版年 請求№

1 妻は他人 1～3 さわぐち けいすけ KADOKAWA
2017～
2018

B33ツ

2 母ふたりで“かぞく”はじめました。 小野 春 講談社 2020
C11ハ
（北）

3 ベニシアと正、人生の秋に
梶山 正、 ベニシア・
スタンリー・スミス

風土社 2019
B33ベ
（北）

4 しあわせのつくり方
引田 かおり
引田 ターセン

KADOKAWA 2019
B33シ
（北）

5 夫婦ってなんだ? トミヤマ ユキコ 筑摩書房 2019 B33フ

6 夫の扶養からぬけだしたい ゆむい KADOKAWA 2019
B33オ
（北）

7 結婚の奴 能町 みね子 平凡社 2019
B17ケ
（北）

8 ふたりぱぱ みっつん 現代書館 2019 C11フ

9 僕が夫に出会うまで 七崎 良輔 文藝春秋 2019
C11ボ
（南）

10 蒼い空へ　夫・西城秀樹との18年 木本 美紀 小学館 2018 B33ア

11 女にとって夫とはなんだろうか 西舘好子・井上 麻矢 ベストセラーズ 2018 B33オ

12 夫婦という他人 下重 暁子 講談社 2018 B33フ

13 あなたの夫は素晴らしい人だと叫びたくなる 渡辺千穂 マガジンハウス 2017 B33ア

14 結婚の嘘 柴門 ふみ 中央公論新社 2017 B17ケ

★ パートナーシップと夫婦

1 すべての夫婦には問題があり、すべての問題には解決策がある 犬山 紙子 扶桑社 2020
B33ス
（北）

2 仲良きことはよき哉 斎藤 茂太 新講社 2020
B33ナ
（南）

3 夫婦・パートナー関係も それでいい。 細川 貂々・水島 弘子 創元社 2019
B33フ
（北）

4 夫のトリセツ 黒川 伊保子 講談社 2019 B33オ

5 夫婦幻想 奥田 祥子 筑摩書房 2019
B33フ
（北）

6 心が折れそうな夫のためのモラハラ妻解決BOOK 高草木陽光 左右社 2019 Ｂ33モ

7 ニコイチ幸福学 前野 隆司・前野マドカ CCCメディアハウス 2019 Ｂ33ニ

8 妻のトリセツ 黒川 伊保子 講談社 2018
Ｂ33ツ
（北）

9 なぜ夫は何もしないのか なぜ妻は理由もなく怒るのか 高草木 陽光 左右社 2017
Ｂ33ナ
（北）

10 帰宅恐怖症 小林 美智子 文藝春秋 2017
Ｂ33キ
（北）

11 マリッジノート　一生幸せなふたりでいるための10のワーク 湯原 玲奈 朝日新聞出版 2017 Ｂ33マ
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夫婦のカタチ



★ 家事と夫婦

書名 著者 出版社 出版年 請求№

1 名もなき家事で疲れない毎日のつくり方
梅田 悟司
家事シェアハウス

宝島社 2020
Ｄ112ナ
（北）

2 やめる家事 ー 扶桑社 2020 Ｄ112ヤ

3 #ゴミ捨てろ gomi_sutero KADOKAWA 2020
Ｂ33ゴ
（北）

4 主婦をサラリーマンにたとえたら想像以上にヤバくなった件 河内 瞬 主婦の友社 2019
Ｂ33シ
（北）

5 もう「女の家事」はやめなさい 佐光 紀子  さくら舎 2019 Ｄ112モ

6 夫が知らない家事リスト 野々村 友紀子 双葉社 2019 Ｄ112オ

7 家事のワンオペ脱出術 佐光 紀子 エクスナレッジ 2019
Ｄ112カ
（北）

8 今日も妻のくつ下は、片方ない。 劔樹人 双葉社 2017
Ｂ33キ
（北）

★　性別から自由になる（LGBT）育児と夫婦

1 親になったの私だけ!? ゆむい  KADOKAWA 2020
Ｂ33オ
（北）

2 夫婦のミゾが埋まらない 渡辺 大地  KADOKAWA 2019 Ｂ33フ

5 コウノトリが二羽飛んできた ミハイロ 日本文芸社 2019 Ｂ3411コ

6 僕たちは育児のモヤモヤをもっと語っていいと思う 常見 陽平 自由国民社 2019 Ｂ3411ボ

7 アドラー式子育て　家族を笑顔にしたいパパのための本 熊野 英一 小学館 2018
Ｂ3411カ
（北）

8 おいしい育児 佐川 光晴 世界思想社 2018 Ｂ3411オ

3 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 太田出版 2017 Ｂ33コ

4 おっぱいがほしい！ 樋口 毅宏 新潮社 2017
Ｂ3411オ
（南）

★　年を重ねるセックスと夫婦

1 私の穴がうまらない おぐら なおみ KADOKAWA 2020
Ｂ33ワ
(北）

2 それでも俺は、妻としたい 足立 紳  新潮社 2019 Ｂ33ソ

3 夫のＨがイヤだった。 Mio 亜紀書房 2019 Ｂ33オ

4 ＜喧嘩とセックス＞夫婦のお作法 おおた としまさ イースト・プレス 2017 Ｂ33ケ

5 夫とは、したくない。 二松 まゆみ ブックマン社 2012 Ｂ33オ

★ 60歳以後の夫婦

1 つかず離れず婚 和田 秀樹 池田書店 2020 Ｂ33ツ

2 「夫の介護」が教えてくれたこと 川村 隆枝 アスコム 2018 Ｂ33オ

3 定年後に夫婦仲良く暮らすコツ 清水義範 ベストセラーズ 2018 Ｂ33テ

4 セカンドライフ、はじめてみました bonpon 大和書房 2018 Ｂ33セ



★ 離婚と夫婦

書名 著者 出版社 出版年 請求№

1 読書で離婚を考えた。 円城 塔・田辺青蛙 幻冬舎 2020
Ｂ33ド
（北）

2 離婚しそうな私が結婚を続けている29の理由 アルテイシア 幻冬舎 2020 Ｂ33リ

3 離婚の経済学 橘木 俊詔・迫田 さやか  講談社 2020 Ｂ17リ

4 ぼくたちの離婚 稲田 豊史 KADOKAWA 2019 Ｂ17ボ

5 離婚してもいいですか？ 翔子の場合 野原 広子  KADOKAWA 2018 Ｂ17リ

★　夫婦の小説・エッセイ

1 夫の墓には入りません 垣谷 美雨 中央公論新社 2019 カ

2 幸せな結婚 小島 慶子 新潮社 2018 コ

3 異類婚姻譚 本谷 有希子 講談社 2018 モ

4 主夫のトモロー 朱川 湊人 NHK出版 2016 シ

5 妻が椎茸だったころ 中島 京子  講談社 2016 ナ

6 夫婦の散歩道 津村 節子 河出書房新社 2015 ツ

7 可愛い世の中 山崎 ナオコーラ 講談社 2015 ヤ

8 夫の彼女 垣谷 美雨 双葉社 2013 カ

9 夫の悪夢 藤原 美子 文藝春秋 2010 フ

10 妻の超然 絲山 秋子 新潮社 2010 イ

11 赤い長靴 江國 香織 文藝春秋 2008 エ

12 無印結婚物語 群 ようこ KADOKAWA 2002 ムＫ

13 秘事 河野 多恵子 新潮社 2000 コ

★　性別から自由になる（LGBT）独身という選択

1 ひとりでも幸せに生きる 和田 秀樹 新講社 2020 Ｂ16ヒ

2 ゆるり より道ひとり暮らし おづ まりこ 文藝春秋 2019 オＭ

3 シニアシングルズ 女たちの知恵と縁 わくわくシニアシングルズ 大月書店 2018 Ｂ16シ

4 オンナひとりでもどうにか生きていけるっぽい！ 東 園子 KADOKAWA 2016
仕14

Ｂ16オ

5 未婚当然時代 にらさわ あきこ ポプラ社 2016
Ｂ16ミ
（北）

6 非婚ですが、それが何か! ?
上野 千鶴子
水無田 気流

ビジネス社 2015 Ｂ16ヒ

7 愛しきシングル・ウーマンへ 成田 万寿美 主婦の友社 2014 Ｂ16イ


