
◆男性の更年期
タイトル 著者名 出版者 請求記号 出版年

ホルモン力が人生を変える 堀江重郎／著 小学館 491.4/ﾎ 2009

男の更年期障害を治す 天野俊康／著 講談社 493.1/ｱ 2005

定年不調 石蔵文信／著 集英社 493.1/ｲ 2019

熟年期障害
男が更年期の後に襲われる問題

熊本悦明／[著] 祥伝社 493.1/ｸ 2018

うつかな?と思ったら男性更年期を疑いな
さい  テストステロンを高めて「できる人」になる!

堀江重郎／著
東洋経済新報
社

493.1/ﾎ 2016

男の養生訓
男性更年期をのりきる知恵

松江一彦／著 学研 493.1/ﾏ 2009

男も更年期で老化する 和田秀樹／著 小学館 493.1/ﾜ 2011

◆夫婦（パートナー）と更年期
タイトル 著者名 出版者 請求記号 出版年

快楽
更年期からの性を生きる

工藤美代子／著 中央公論新社 367.9/ｸ 2006

夫婦二人三脚で更年期越え
赤星たみこ／
[著]

講談社 493.1/ｱ 2009

女性と男性の更年期Ｑ＆Ａ
お互いの心身の変化を理解するために

後山尚久／編著
ミネルヴァ書
房

493.1/ｳ 2005

男も女も更年期から始めよう
976人に聞いたその時の変化、これからの準備

野末悦子／[ほ
か]著

ゆうエージェ
ンシー

493.1/ｵ 2001

食卓で黙り込む夫婦は長生きできない
男と女、すれ違う心をつなぐ処方箋

姫野友美／著
学研パブリッ
シング

493.1/ﾋ 2014

「更年期の夫(パートナー)」とつきあうレ
シピ

宮西ナオ子／著 三修社 493.1/ﾐ 2000

知っておきたい男の更年期
パートナーと一緒に読んで治す更年期障害

横山博美／著 池田書店 493.1/ﾖ 2001

女と男の更年期 小山嵩夫／著 誠文堂新光社 495.1/ｺ 2008

◆食事、運動、医療で乗り切る
タイトル 著者名 出版者 請求記号 出版年

更年期ホルモンの変調を感じたら読む本
漢方と養生でケアする更年期障害

森裕紀子／著 法研 493.1/ﾓ 2020

女性の自律神経の乱れは腸で整える 小林暁子／著 PHP研究所 493.4/ｺ 2018

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 495/ﾏ 2013

女性外来のお医者さんが教える「更年期の苦
痛」のやわらげ方

天野惠子／著 PHP研究所 495.1/ｱ 2019

メディカルエンジェルストレッチ更年期
バレエメソッド+解剖学+リハビリ経験

伊集院霞／著 技術評論社 495.1/ｲ 2013
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男も女も必見！ 更年期を乗り越える



更年期をのりきる食べ方
対馬ルリ子／ほ
か解説

マガジンハウ
ス

495.1/ｺ 2011

50歳からのつらい症状にはこれしかない!
「更年期」を元気に乗り切る方法

高橋浩子／著 ワニブックス 495.1/ﾀ 2016

「閉経」のホントがわかる本
更年期の体と心がラクになる!

対馬ルリ子／ほ
か著

集英社 495.1/ﾂ 2020

つらい更年期障害をしっかり乗り越える方
法  女性ホルモンの攻略による40代からの更年期対策

対馬ルリ子／著
ナショナル出
版

495.1/ﾂ 2017

プレ更年期の漢方
まいにちの食で体調を整える!

杏仁美友／監修 つちや書店 495.1/ﾌﾟ 2019

女性のための薬膳レシピ 辰巳洋／著 緑書房 498.5/ﾀ 2017

女性のためのヘルシーレシピ 中村丁次／監修 講談社 596/ｼﾞ 2012

更年期120のヒント
ココロもカラダも軽くなる!

日経ヘルスプル
ミエ／編

日経BP社
大型

L495.1/ｺ
2011

女性の不調まるごと解消BOOK 笠倉出版社
大型

L495.1/ｼﾞ
2018

Positive YOGA　全４巻
ポジティブスター
ヨガ /監督

オルスタック
ソフト販売

ＤＶＤ
DWｵ/1892-

95/3
2013-20

◆ジェンダー研究から見た更年期
タイトル 著者名 出版者 請求記号 出版年

女性の発達臨床心理学
園田雅代／ほか
編

金剛出版 143.5/ｼﾞ 2007

ジェンダーの日本史 上
脇田晴子／ほか
編

東京大学出版
会

367.21/ｼﾞ 1994

年代別女性の健康と働き方マニュアル
ワーク・ライフ・バランスとヘルスケア

水沼英樹／監修 SCICUS 495/ﾈ 2012

◆更年期の体験記、小説、映画など
タイトル 著者名 出版者 請求記号 出版年

産婦人科医河野美代子の更年期ダイアリー 河野美代子／著 高文研 495/ｺ 2006

横森理香の「もしかして、更年期!?」 横森理香／著 祥伝社 495.1/ﾖ 2012

あなたがパラダイス 平安寿子／著 朝日新聞出版 913.6/ﾀ 2010

母の遺産 水村美苗／著 中央公論新社 913.6/ﾐ 2012

ぬるい生活 群ようこ／著 朝日新聞社 914.6/ﾑ 2006

40代♥大人女子のための“お年頃”読本 横森理香／著 アスペクト 914.6/ﾖ 2012

たそがれたかこ 1～10巻 入江喜和／著 講談社
マンガ

Ｃ/ｲ
2014-17

ホットフラッシュ
ワタシたちスーパー・ミドルエイジ！

スーザン・シーデル
マン/監督，製作,

マクザム（発
売・販売）

ＤＶＤ

DFｼ/1637
2014

 ※新型コロナウィルス感染症対策のため、利用時間等を一部制限している場合がございます。詳しくはお問い合わせください。

◆◇◆ ウィルあいち情報ライブラリー 案内 ◆◇◆
●貸出数・貸出期間 図書：10冊 視聴覚資料：３本 １５日以内
●利用時間：火～日曜 ９：00～19：00 電話：052-962-2510
●休業日：毎週月曜日、国民の祝日（土日は開業）、年末年始、整理期間


