
2017年6月企画展示・「帰りたい。」

結婚の本
請求記号資料コード 書名 著者名 出版年 出版者

        /ｱｹ 003333514 ある日の結婚 淺川 継太∥著 2014.4 講談社

        /ｱｻ 002385218 婚約のあとで 阿川 佐和子∥著 2008.2 新潮社

        /ｱﾌ 003448929 つまをめとらば 青山 文平∥著 2015.7 文藝春秋

        /ｲｱ 002930829 結婚 井上 荒野∥著 2012.3 角川書店

        /ｲｲ 002933938 コンカツ? 石田 衣良∥著 2012.4 文藝春秋

        /ｺﾀ 003262500 ジューン・プライド 小島 達矢∥著 2013.10 文藝春秋

        /ﾊｵ 003349708 結婚 橋本 治∥著 2014.7 集英社

911.4 /ｺﾝ 003213634 婚活川柳 パートナーエージェント∥編 2013.5 主婦の友社

  914 /ﾐｼ 003339409 夫婦のルール 三浦 朱門∥著 2014.5 講談社

  916 /ﾎﾃ 002173588 ツレがうつになりまして。 細川 貂々∥著 2006.3 幻冬舎

367.3 /ｼﾄ 002896062 専業主婦に、なりたい!? 白河 桃子∥著 2011.12 講談社

367.3 /ﾀﾐ 002509960 つれづれふたり暮らし たかはし みき∥著 2008.11 アスペクト

367.4 /ｲｿ 003581571 はたらく人の結婚しない生き方 池田 園子∥[著] 2016.11 クロスメディア・パブリッシング

  766 /ﾌｲ 000452351 フィガロの結婚 モーツァルト∥[作曲] 2001.8 音楽之友社

A161 /ﾓ 040045322 恋とはどんなものかしら エリザベート・シュワルツコップフ 1995 東芝ＥＭＩ

A290 /ﾐ 040031597 ミュージック・フォー・ウェディング （オムニバス） 2001 ㈱ポニ－キャニオン

V161 /ﾓ 040086359 モーツァルト／歌劇《フィガロの結婚》全曲 演奏：ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団1999 ユニテル

V311 /ｹ 040052194 結婚行進曲 監督：市川　崑 1997 東宝

家族の本
請求記号資料コード 書名 著者名 出版年 出版者

       /ｲﾀ 002527879 パパママムスメの10日間 五十嵐 貴久∥著 2009.2 朝日新聞出版

    B /ﾋﾀ 003560896 「ファミリーラブストーリー」 樋口 卓治∥[著] 2016.9 講談社

    B /ｼﾕ 003495560 家族はつらいよ (1) 山田 洋次∥原案 2015.12 講談社

291.0 /ｵﾔ 002082115 親孝行のお値段! 親孝行を真剣に考える会∥編 2006.1 ロコモーションパブリッシング

291.3 /ﾀﾕ 002248364 高野優の親子であっちこっち探検隊 高野 優∥著 2007.3 主婦と生活社

  334 /ﾎｶ 001928998 ポカポカ地球家族 2004.9 テレビ朝日コンテンツ事業部

367.2 /ﾎｽ 002974712 変わりゆく日本の家族 スーザン　ヴォーゲル∥著 2012.7 ミネルヴァ書房

367.3 /ｶﾃ 002373809 家族の実力 柏木 哲夫∥著 2007.12 幻冬舎

  596 /ｸﾘ 002897656 くり返し作りたい家族の好きないつものごはん276 家の光協会∥編 2012.2 家の光協会

  597 /ｶｿ 000406804 家族を幸せにするインテリア 大山 直美∥編著 2000.9 講談社

  746 /ﾌﾖ 003432316 家族を撮る。 藤本 陽子∥著 2015.5 マイルスタッフ

  748 /ｵﾌ  001069155 KAZOKU ブルース　オズボーン∥著 2001.3 角川書店

  778 /ﾜﾀ 002235704 渡る世間は鬼ばかり岡倉さん家(ち)の人生いろいろ 橋田 壽賀子∥監修 2007.1 音羽出版

Q748 /ﾁｷ 002236374 続・地球家族 1997.12 TOTO出版

    M /ﾌｼ 001225271 ぽっかぽか 深見 じゅん∥著 1988 集英社

T367 /ｷﾖ 002679679 わたしが家族について語るなら 桐島 洋子∥著 2010.3 ポプラ社

T367 /ﾂｱ 002813254 アンナ流親子ゲンカはガチでいけ! 土屋 アンナ∥著 2011.5 河出書房新社

T914 /ｻﾓ 001536250 まる子だった さくら ももこ∥絵と文 1997.9 集英社

V311 /ｶ 040085333 家族ゲーム 監督：森田　芳光 2001 日活，ＡＴＧ

V391 /ﾛ 040085093 ロッタちゃんはじめてのおつかい 監督：ヨハンナ・ハルド 2002 スベンスク　他

お父さん（夫）の本
請求記号資料コード 書名 著者名 出版年 出版者

       /ｲﾀ 002180493 パパとムスメの7日間 五十嵐 貴久∥著 2006.10 朝日新聞社

       /ﾔﾋ 002222069 父の晩年 山口 瞳∥著 2007.1 河出書房新社

  914 /ﾏﾐ 002577634 オトーさんという男 益田 ミリ∥著 2009.5 光文社

     B /ﾂﾀ 002213462 父の肖像　（上） 辻井 喬∥著 2007.1 新潮社

     B /ﾂﾀ 002213453 父の肖像　（下） 辻井 喬∥著 2007.1 新潮社

2017年6月の企画展示テーマは、「帰りたい。」読めば思わず家に帰りたくなるような、家族に関する本を集めました。
最近すっかり日本でも「ジューン・ブライド」という言葉が定着しましたね。この言葉は、「6月に結婚した花嫁は幸せになれる」という欧米の言い伝えから生まれた言葉
です。
この言い伝えの由来には三つの説が考えられており、①「June（6月）」という言葉がローマ神話の女神「Juno」からきている。Junoは結婚をつかさどる神であるため。
②ヨーロッパの6月は1年の中で最も雨が少なく、式を挙げるのに適しているため。③昔のヨーロッパでは農作業の妨げとなるので3・4・5月は結婚が禁止されており、6
月に結婚するカップルが多かったため。とされています。
また、6月は父の日、5月は母の日もあります。1年の中で、最も「家族」を意識する期間かもしれませんね。



 B914 /ｼｷ002422941 うちのパパが言うことには 重松 清∥[著] 2008.5 角川書店

  143 /ｲｹ 000328147 娘の結婚運は父親で決まる 岩月 謙司∥著 1999.9 日本放送出版協会

  361 /ｼｷ 001620284 お父さんエラい! 重松 清∥著 2003.9 講談社

  366 /ｱﾀ 003355126 新しいパパの働き方 ファザーリング　ジャパン∥著 2014.7 学研教育出版

367.3 /ｶｴ 002269852 強い男は尻にしかれる エリオット　カッツ∥著 2007.4 サンマーク出版

367.3 /ｻｴ 002487811 ダンナちゃん、よくできました! エイミー　サザーランド∥著 2008.9 早川書房

367.3 /ﾀﾂ 003291911 Dadism ダッディズム編集部∥編 2013.12 小学館集英社プロダクション

367.3 /ﾑｽ 002393104 娘と息子がつづるおやじのせなか おやじを語るプロジェクト∥編 2008.2 朝日新聞社

  379 /ｲｿ 002208010 父親力検定 石原 壮一郎∥著 2006.11 岩崎書店

  379 /ﾐﾀ 002010238 おとうさんはウルトラマン/おとうさんの育自書 宮西 達也∥作　絵 2005.6 学研

  379 /ﾒﾄ 003236468 親父の役目 恵 俊彰∥著 2013.6 マガジンハウス

  726 /ｵｸ 003336739 野原ひろしの名言 大山 くまお∥著 2014.4 双葉社

T930 /ﾘｼ 002359441 天国のパパへのおくりもの ジーン　リトル∥作 2007.11 女子パウロ会

V311 /ﾁ 040090772 父と暮せば 黒木　和雄／監督 バンダイビジュアル株式会社

お母さん（妻）の本
請求記号資料コード 書名 著者名 出版年 出版者

        /ｱｼ 003151433 崖っぷちの花嫁 赤川 次郎∥著 2012.12 実業之日本社

        /ｱｼ 002895573 売り出された花嫁 赤川 次郎∥著 2011.12 実業之日本社

        /ｶﾐ 002255518 八日目の蟬 角田 光代∥著 2007.3 中央公論新社

        /ﾑﾕ 002101341 ママの神様 室井 佑月∥著 2006.3 講談社

        /ﾔﾖ 003498678 小説母と暮せば 山田 洋次∥著 2015.12 集英社

  914 /ｵｶ 002125555 おかあさん 毎日新聞大阪本社学芸部∥編 2006.5 大和書房

  914 /ｵｶ 002219140 オカン、おふくろ、お母さん 文藝春秋∥編 2006.12 文藝春秋

  916 /ｱｱ 003428410 ダメ親と呼ばれても学年ビリの3人の子を信じてどん底家族を再生させた母の話ああちゃん∥著 2015.2 KADOKAWA

     B /ｶﾐ 002699368 ロック母 角田 光代∥[著] 2010.6 講談社

     B /ﾅｽ 003537887 逆襲、にっぽんの明るい奥さま 夏石 鈴子∥著 2016.6 小学館

B367.3 /ｲﾕ002468611 モンスターマザー 石川 結貴∥著 2008.8 光文社

B376 /ｻｱ 003242055 お母さんの「発見」 相良 敦子∥著 2013.8 文藝春秋

B726 /ﾊﾏ 003559098 サザエさんからいじわるばあさんへ 樋口 恵子∥著 2016.9 朝日新聞出版

  726 /ﾐｼ 002401390 ゲゲゲの女房 武良 布枝∥著 2008.3 実業之日本社

  366 /ﾔﾏ 003318937 ワーママ時間3倍術 山守 麻衣∥著 2014.2 WAVE出版

367.3 /ｶﾖ 003322639 女房対策 川北 義則∥著 2014.2 サンマーク出版

  596 /ｵｻ 002004337 母に習えばウマウマごはん 小栗 左多里∥著 2005.6 ソニー・マガジンズ

   TF /ｷｷ 003139794 ママは大統領 キャシディ　キャロウェイ∥著 2012.11 小学館

T367 /ﾉｻ 002731408 ザ・ママの研究 信田 さよ子∥著 2010.9 理論社


