
ウィルあいち情報ライブラリー資料リスト　　2015.6

　迷えるミッドライフ
書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

女性心理学　現代を女性として生きるために 肥田 幸子∥ほか著 唯学書房 2008.3 143.5ジ

第３の年齢を生きる
高齢化社会・フェミニズムの先進国スウェーデンから

Ｐ．チューダー＝サンダー
ル∥著,訓覇 法子∥訳

海鳴社 2004.12 159チ

これであなたも生まれ変わる。 働く女の１０ケ条
自分はこのままでいいのかしらと思う人へ。

岩田 萌実∥著 成美堂出版 2010.8 159.4イ

女３５歳からの「ひとり論」 有川 真由美∥著 静山社 2011.2 159.6ア

女５０代、人生本番！ 沖藤 典子∥著 佼成出版社 2012.5 159.6オ

わたし、このままでいいの？ 長井 和子∥監修 文芸社 2009.12 159.6ナ

「女のしあわせ♡」がなくなる日
“本当にハッピーな人生”を手に入れるためにすべきこと

ももせ いづみ∥著 主婦の友社 2011.3 159.6モ

中年の新たなる物語
動物学、医学、進化学からのアプローチ

デイヴィッド・ベインブリッ
ジ∥著,成田 あゆみ∥訳

筑摩書房 2014.11 491.3ベ

人生相談比呂美の万事ＯＫ 伊藤 比呂美∥著 西日本新聞社 2012.5 914.6イ

迷える大人女子の人生相談ラウンジ 横森 理香∥著 宝島社 2014.12 914.6ヨ

４０代❤大人女子のためのしあわせ読本 横森 理香∥著 アスペクト 2014.5 914.6ヨ

４０代。自分が変わる生き方 吉永 みち子∥著 海竜社 2008.7 914.6ヨ

横森理香のベター・エイジング 横森 理香∥著 フォー・ユー 2008.6 914.6ヨ

　　　体の不調・心の不調
書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

もっと知りたい「女性ホルモン」
４０歳であわてない！５０歳で迷わない！

小山 嵩夫∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2014.1 495コ

年代別女性の健康と働き方マニュアル
女性も男性も暮らしも職場もｈａｐｐｙ！に

水沼 英樹∥監修,女性の健
康とメノポーズ協会∥編著 ＳＣＩＣＵＳ 2012.2 495ネ

アフター更年期からの不調を治す５０の習慣 浜中 聡子∥著 主婦の友社 2014.7 495ハ

４０歳からの女性の不調にやさしく効く漢方の本 松村 圭子∥著 日東書院本社 2013.6 495マ

自分の体にもっとやさしく
なんだか疲れて、悲しく、虚しい女性たちへ

武者 稚枝子∥著 現代書林 2013.7 495ム

更年期を知れば心とカラダはこんなに楽になる 有沢 正義∥著 現代書林 2013.4 495.1ア

メディカルエンジェルストレッチ更年期
伊集院 霞∥著,坂井 建
雄∥ほか監修

技術評論社 2013.11 495.1イ

横森理香の「もしかして、更年期！？」 横森 理香∥著 祥伝社 2012.2 495.1ヨ

５０歳からの自分メンテナンス術 横森 理香∥著 大和書房 2014.8 498.3ヨ

ミッドライフ・クライシスとは、中年世代に起きる心の危機を指します。
人生の折り返し地点である中年期には、「今までの自分の人生は本当にこれでよかったのか？」

「もっと違う道があったのでは？」 といった自分への問いかけが芽生えます。
体の不調と共に、心の不調が現れる中年期をどう乗り越えるか？ ヒントになる本を集めました。



　夫婦の不調
書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

「夫婦」はもっと仲良くなれる 武石 晃一∥監修 河出書房新社 2012.2 367.3フ

定年後に夫婦を愉しむ　穏やかな関係のつくり方 保坂 隆∥著 朝日新聞出版 2012.11 367.3ホ

すてきな夫婦暮らし　６０歳からのスローライフ
村瀬 敦子∥著,村瀬 幸
浩∥著

旬報社 2009.12 367.3ム

いい妻、リセット宣言 百世 瑛衣乎∥著 共同通信社 2007.12 367.3モ

夫婦の断捨離　モノも気持ちも溜め込まない！ やました ひでこ∥著 すばる舎 2014.1 367.3ヤ

　　　まだまだこれから！
書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

４０歳からの人生を輝かせる５０のヒント 近藤 典子∥著 光文社 2012.10 159.6コ

これからがうまくいく！　４０代選択の知恵 佐藤 綾子∥著 学研教育出版 2013.7 159.6サ

５０代のいまこそ、しておきたいこと
一生、輝く女性でいるために

中山 庸子∥著 三笠書房 2013.2 159.6ナ

５０歳からラクになる人生の断捨離
「新しい自分」と生きるために

やました ひでこ∥著 祥伝社 2013.4 159.7ヤ

しごととわたし 梶山 ひろみ∥著 イースト・プレス 2014.11 366.2カ

５５歳から６５歳で始める「ちょっといい仕事」１００ 講談社 2012.3 366.2ゴ

オトナ婚です、わたしたち　十人十色のつがい方 大塚 玲子∥著 太郎次郎社エディタス 2013.3 367.4オ

　先達に学ぶ
書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

Ｔｈｅ女子力
ＮＨＫ「Ｔｈｅ♡女子力」取
材班∥監修

角川マーケティング 2010.8 159.6ザ

四十路越え！＜戦術編＞ 湯山 玲子∥著 ワニブックス 2011.12 159.6ユ

老いの覚悟 下重 暁子∥著 海竜社 2011.12 159.7シ

そうだ、やっぱり愛なんだ　５０歳からの幸福論 柴門 ふみ∥著 海竜社 2013.10 914.6サ

群れない媚びないこうやって生きてきた
下重 暁子∥著,黒田 夏
子∥著

海竜社 2014.6 914.6シ

中年以後 曽野 綾子∥著 光文社 1999.3 914.6ソ

幸せになっちゃ、おしまい 平 安寿子∥著 マガジンハウス 2009.1 914.6タ

ファンタスティックに生きる
ようこそ、女のセカンドステージへ

久田 恵∥著 共同通信社 2010.3 914.6ヒ

こんなはずじゃなかった　自分探しの奮闘記 松原 惇子∥著 リヨン社 2003.10 914.6マ

あなたは欠けた月ではない 光野 桃∥著 文化学園文化出版局 2011.11 914.6ミ

私の四十歳　女が人生と向きあうとき 大和書房編集部∥編 大和書房 1996.12 914.6ワ

　　　　　　　　　　　　発行：愛知県女性総合センター　情報ライブラリー
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