
企画展示  

「家族のカタチ」 
 

 

 

 

 

 

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った方もい

るのではないでしょうか。今回の企画展示では、家族に関する本を集めてみました。 

 

小説やエッセイだけでなく、子育てや夫婦関係に関する本、著名人の家族についての

本など、さまざまなジャンルの本をご用意しています。 

 

生活環境が変わるこの季節に、ぜひ図書館の本を通して、家族とはどんな存在なの

か、親子、夫婦、きょうだい、ペットなど、さまざまな家族の関係を改めてみつめ直して

みてはいかがでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

展示期間：令和 3年 3月 11日（木）～4月 21日（水） 

 

山口市立中央図書館 



読みもの　家族

請求記号 資料コード 書名 著者名 出版年 出版者

/ｵﾋ/ 003216741 家族写真 荻原 浩∥著 2013.5 講談社

/ｶﾄ/ 003504353 コーヒーが冷めないうちに 川口 俊和∥著 2015.12 サンマーク出版

/ｺﾋ/ 003730870 万引き家族 是枝 裕和∥著 2018.6 宝島社

/ｼﾀ/ 003166601 美しい家 新野 剛志∥著 2013.2 講談社

/ﾂﾐ/ 003379494 家族シアター 辻村 深月∥著 2014.1 講談社

/ﾌﾒ/ 003871150 涙をなくした君に 藤野 恵美∥著 2019.12 新潮社

/ﾓﾋ/ 003167563 家族往来 森 浩美∥著 2013.1 双葉社

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

T/ｻﾏ/ 003218922 カフェ・デ・キリコ 佐藤 まどか∥著 2013.4 講談社

049/ｵｶ/ 003392558 おかんメール
『おかんメール』
制作委員会∥編

2014.5 扶桑社

読みもの　夫婦

請求記号 資料コード 書名 著者名 出版年 出版者

/ｱｶ/ 002476802 夫婦一年生 朝倉 かすみ∥著 2008.8 小学館

/ｴｶ/ 001988730 赤い長靴 江國 香織∥著 2005.1 文藝春秋

/ｺﾐ/ 000759843 限りなくキョウダイに近いフウフ 小林 光恵∥著 2002.6 作品社

/ｻｼ/ 003746920 ふたりぐらし 桜木 紫乃∥著 2018.7 新潮社

/ﾆｶ/ 002097856 きいろいゾウ 西 加奈子∥著 2006.3 小学館

/ﾌﾁ/ 003268878 君のいた日々 藤野 千夜∥[著] 2013.11 角川春樹事務所

F/ｴﾃ/ 001583971
世界で初めて女性に変身した男と、
その妻の愛の物語

デビッド・エバーショフ∥著 2003.7 講談社

F/ｺｴ/ 002252396 理想的な結婚の後始末 エイヴリー・コーマン∥著 2007.3 求龍堂

B/ﾀｵ/ 002564166 ヴィヨンの妻・人間失格ほか 太宰 治∥著 2009.5 文藝春秋

B/ﾜﾏ/ 003425213 夫婦フーフー日記 川崎フーフ∥原作 2015.4 小学館

B914/ｱﾖ/ 003595147 愛情生活 荒木 陽子∥[著] 2017.1 KADOKAWA

367.3/ﾛｸ/ 002572758 60歳のラブレターセレクション 日本放送出版協会∥編 2009.5 日本放送出版協会

M/ﾃﾂ/ 003190732 振り子 鉄拳∥著 2012.12 小学館

読みもの　きょうだい

請求記号 資料コード 書名 著者名 出版年 出版者

/ｼｼ/ 002485846 庵堂三兄弟の聖職 真藤 順丈∥著 2008.1 角川書店

/ｼﾕ/ 003891410 三兄弟の僕らは 小路 幸也∥著 2020.3 PHP研究所

/ﾃﾊ/ 003590660 月のぶどう 寺地 はるな∥著 2017.1 ポプラ社

T/ｲﾐ/ 003899691 朔と新 いとう みく∥著 2020.2 講談社

T/ｾﾏ/ 002407326 戸村飯店青春100連発 瀬尾 まいこ∥作 2008.3 理論社



読みもの　祖父母

請求記号 資料コード 書名 著者名 出版年 出版者

/ｲﾕ/ 003877785 雲を紡ぐ 伊吹 有喜∥著 2020.1 文藝春秋

B/ﾅﾋ/ 003613400 PTAグランパ! 中澤 日菜子∥[著] 2017.3 KADOKAWA

B/ﾕｶ/ 002038957 西日の町 湯本 香樹実∥著 2005.1 文芸春秋

B/ﾐﾐ/ 003368846 淋しい狩人 宮部　みゆき／著 2014.8 新潮社

T/ﾅｶ/ 003632119 西の魔女が死んだ 梨木 香歩∥[著] 2017.4 新潮社

TB/ｺﾋ/ 002652017 僕とおじいちゃんと魔法の塔 1 香月 日輪∥[著] 2010.1 角川書店

読みもの　ペット

請求記号 資料コード 書名 著者名 出版年 出版者

/ﾋｶ/ 003251767 昭和の犬 姫野 カオルコ∥著 2013.9 幻冬舎

/ﾑﾖ/ 002933965 パンとスープとネコ日和 1 群 ようこ∥[著] 2012.4 角川春樹事務所

B/ｱﾋ/ 003601230 旅猫リポート 有川 浩∥[著] 2017.2 講談社

913/ｺﾝ/ 003164581
近藤史恵リクエスト!
ペットのアンソロジー 我孫子 武丸∥著 2013.1 光文社

T/ｴｶ/ 001200499 デューク 江国 香織∥文 2000.11 講談社

T/ﾏﾏ/ 002658893 かのこちゃんとマドレーヌ夫人 万城目 学∥著 2010.1 筑摩書房

ペット

請求記号 資料コード 書名 著者名 出版年 出版者

910/ｻﾂ/ 002202879 作家の猫 コロナ ブックス編集部∥編 2006.6 平凡社

910/ｻﾂ/ 002294300 作家の犬 コロナ ブックス編集部∥編 2007.6 平凡社

645/ﾀﾅ/ 003133622 うちの犬(ムク)、知りませんか? たかぎ なおこ∥著 2012.1 文藝春秋

645/ﾈｺ/ 003465760 ねことじいちゃん 1 ねこまき∥著 2015.8 KADOKAWA

646/ﾛｳ/ 003605120 いたずらオウムの生活雑記 2016 ろう飼い主∥著 2016.7 一迅社

夫婦関係

請求記号 資料コード 書名 著者名 出版年 出版者

916/ﾏﾕ/ 003617834 スキンシップゼロ夫婦 まゆ∥著 2017.3 ワニブックス

143/ｸｲ/ 004341056 妻のトリセツ 黒川 伊保子∥編著 2018.1 東京 講談社

152/ｺｼ/ 003833231
「夫婦神話」を捨てたら
幸せになっちゃいました 心屋 仁之助∥著 2019.6 WAVE出版

367.3/ｲﾀ/ 003949760 不機嫌な妻無関心な夫 五百田 達成∥[著] 2020.11
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

367.3/ｲﾌ/ 003392576
なぜ妻は、夫のやることなすこと
気に食わないのか

石蔵　文信／著 2014.9 幻冬舎

367.3/ｲﾐ/ 003371504 ダメダンナ図鑑 井上　ミノル／著 2014.8 創元社

367.3/ｶﾝ/ 003700257 僕と妻の場合 漢弾地∥著 2017.12 飛鳥新社

367.3/ｺﾐ/ 003785097 妻と正しくケンカする方法 小林 美智子∥著 2018.12 大和書房

367.3/ﾀﾉ/ 003873930
「空気が読めない夫と
突然キレる妻」の心理学

滝口 のぞみ∥著 2019.12 大和出版

367.3/ﾔﾕ/ 003934974 夫のLINEはなぜ不愉快なのか 山脇 由貴子∥著 2020.9 文藝春秋



著名人の家族

請求記号 資料コード 書名 著者名 出版年 出版者

B726/ｹｹ/ 002944690 ゲゲゲの娘、レレレの娘、らららの娘 水木 悦子∥著 2012.5 文藝春秋

B779/ｼﾖ/ 002198705 がばいばあちゃんの幸せのトランク 島田 洋七∥著 2006.1 徳間書店

910/ﾅｿ/ 001458505 漱石の孫 夏目 房之介∥著 2003.4 実業之日本社

914/ｻｱ/ 002369778 わが孫育て 佐藤 愛子∥著 2008.1 文藝春秋

914/ﾊﾕ/ 003220130 旅する種まきびと 早川 ユミ∥著 2013.5 アノニマ・スタジオ

DV・虐待

請求記号 資料コード 書名 著者名 出版年 出版者

367.2/ｽﾚ/ 003908802 目に見えない傷
レイチェル・ルイーズ・
スナイダー∥[著] 2020.6 みすず書房

367.3/ｱﾕ/ 003465117 モラ夫のトリセツ 麻野 祐香∥著 2015.8 合同フォレスト

369.4/ﾌｶ/ 003888161 さらわれた赤ちゃん 藤原 一枝∥著 2019.12
幻冬舎メディア
コンサルティング

379/ｵﾄ/ 003842034 ルポ教育虐待 おおた としまさ∥[著] 2019.7
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

K369/ｺﾐ/ 003887725 ぼくの家はかえで荘 小林 美津江∥監修　文2016.10 埼玉福祉会

多様化する家族

請求記号 資料コード 書名 著者名 出版年 出版者

/ｲｺ/ 003896682
赤ちゃんをわが子として
育てる方を求む 石井 光太∥著 2020.4 小学館

916/ｳｻ/ 003132661
産めないから、
もらっちゃった! うさぎママ∥著 2012.11 メタモル出版

367.3/ﾎﾃ/ 003537234 それでも母が大好きです 細川 貂々∥著 2016.5 朝日新聞出版

367.9/ﾐﾂ/ 003849835 ふたりぱぱ みっつん∥著 2019.8 現代書館

369.4/ｳﾐ/ 003233421 海を渡ってきたわが子 キム・スコグルンド∥編 2013.3 梨の木舎

369.4/ﾌｴ/ 002960559
シングルマザーを生き抜く
15のノウハウ ふじ えりこ∥著 2012.6 合同出版

369.4/ﾖﾅ/ 003480409
子どものいない夫婦のための
養子縁組ガイド 吉田 奈穂子∥著 2015.10 明石書店

378/ﾑﾅ/ 003642189 孫がASDって言われたら?! ナンシー・ムクロー∥著 2017.7 明石書店

490/ﾗﾎ/ 003726895
子どもを持つ親が病気に
なった時に読む本 ポーラ　ラウフ∥著 2018.4 創元社

645/ﾏﾄ/ 002846886 さよならの合図 松田 朋子∥著 2011.8 メディアファクトリー


