
◆女性の体に起こること、それは…！
書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

これからのヴァギナの話をしよう
リン・エンライト／著,小
澤身和子／訳

河出書房新社 2020.9 367.9ｴ

禁断の果実　女性の身体と性のタブー
リーヴ・ストロームクヴィス
ト／作,相川千尋／訳

花伝社 2018.12 367.9ｽ

医者が教える女体大全
オトナ女子の不調に効く!自分のカラダの「取扱説明書」

宋美玄／著 ダイヤモンド社 2020.8 495ｿ

世界中の女子が読んだ!　からだと性の教科書
エレン・ストッケン・ダール／
ほか著,高橋幸子／医療監修,
池田真紀子／訳

NHK出版 2019.12 495ﾀﾞ

女性のからだ ちょっとした不調をなくす本 対馬ルリ子／著 ぴあ 2019.2 495ﾂ

ハッピーライフのために女性が知っておきたい30のこと
あすから役立つ医学のはなし

吉村泰典／編著 毎日新聞出版 2018.2 495ﾊ

あなたも知らない女のカラダ　希望を叶える性の話 船曳美也子／著 講談社 2017.10 495ﾌ

雅先生教えて!　女子が知りたい自分のカラダと向き合う本 松永雅美／著
幻冬舎メディアコン
サルティング

2019.9 495ﾏ

ともに学ぼう,実践しよう!　“女性の健康力”サポートブック
宮原富士子／著,松本
佳代子／著

薬事日報社 2019.2 495ﾐ

ライフサイクルでみる女性の保健と健康
小國美也子／著,木下
博勝／ほか著

ミネルヴァ書房 2020.3 495ﾗ

生理で知っておくべきこと
自分の体を守る正しいデータを持てなかった女性たちへ

細川モモ／著,佐藤雄一／
監修,奈良岡佑南／監修

日経BP 2021.5 495.1ｾ

月経前症候群PMS　正しい知識をもつために 武谷雄二／著 メジカルビュー社 2020.10 495.1ﾀ

女子のうつ　PMSがラクになる本 西村留美／著 飛鳥新社 2019.8 495.1ﾆ

女性ホルモンは賢い
感情・行動・愛・選択を導く「隠れた知性」

マーティー・ヘイゼルトン／
著,西田美緒子／訳

インターシフト 2020.4 495.1ﾍ

専門医が語る子宮とのつきあい方
生理痛や子宮の病気について理解を深めてすこやかにあなたらし
い日々を

梶原健／著,三輪真唯
子／著

ライフサイエンス出
版

2019.7 495.4ｶ

生理ちゃ ん　 全4巻 小山健／著 KADOKAWA
2018.6～
2020.11

Cｺ

◆子どもにつたえたい、正しい知識
書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

3～9歳ではじめるアクロストン式

いま、子どもに伝えたい性のQ&A
アクロストン／著 主婦の友社 2020.4 367.9ｱ

親子で話そう!性教育
子どもを性被害から守るために大切なこと

浅井春夫／監修,艮香
織／監修

朝日新聞出版 2020.6 367.9ｵ

子どもたちの頭の中がこんなことになってるなんて!
思春期の性と恋愛

アクロストン／著 主婦の友社 2020.10 367.9ｺ

産婦人科医宋美玄先生が娘に伝えたい性の話
宋美玄／監修,カツヤマ
ケイコ／漫画

小学館 2020.2 367.9ｻ

改訂　性の“幸せ”ガイド　若者たちのリアルストーリー 関口久志／著 エイデル研究所 2021.4 367.9ｾ
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生理にまつわるetc.
男性にも 知って欲しいことが あります。



ハタチまでに知っておきたい性のこと　第2版
橋本紀子／編,田代美
江子／ほか編

大月書店 2017.3 367.9ﾊ

おうち性教育はじめます
一番やさしい!防犯・SEX・命の伝え方

フクチマミ／著,村瀬幸
浩／著

KADOKAWA 2020.3 367.9ﾌ

3万人の大学生が学んだ　恋愛で一番大切な“性”のはなし 村瀬幸浩／著 KADOKAWA 2020.12 367.9ﾑ

思春期女子のからだと心Q&A 八田真理子／著 労働教育センター 2020.11 374.9ﾊ

女の子が知っておきたい卵子のハナシ。 浅田義正／著 主婦の友社 2020.4 491.3ｱ

CHOICE　自分で選びとるための「性」の知識 シオリーヌ／著 イースト・プレス 2020.12 598.2ｼ

はなそうよ!恋とエッチ　みつけよう!からだときもち
すぎむらなおみ／著,え
すけん／著

生活書院 2014.12 T367ｽ

生理のコト体のコト恋のコト全部知って　JC女子力向上BOOK
関川香織／著,高橋祥
子／監修

秀和システム 2017.5 T367ｾ

10代の<性の悩み>白書
思春期外来in上野皮フ科・
婦人科クリニック／著

扶桑社 2020.12 T367.9ｳ

ドクターが教える!

親子で考える「子宮頸がん」と「女性のカラダ」
太田寛／著 日東書院本社 2020.9 T495ｵ

大切なのに誰も教えてくれなかった　女子の心と体のトリセツ 神藤多喜子／著 大和書房 2020.11 T495ｼ

あっ!そうなんだ!性と生　幼児・小学生そしておとなへ
浅井春夫／編著,安達
倭雅子／ほか編著

エイデル研究所 2014.3 K367ｱ

12歳までに知っておきたい女の子の心と体ノート 保健師めぐみ／監修 ナツメ社 2018.8 K367ｼﾞ

サッコ先生と!からだこころ研究所
小学生と考える「性ってなに?」

高橋幸子／著 リトルモア 2020.11 K367ﾀ

赤ちゃんはどこからくるの?　親子で学ぶはじめての性教育
のじまなみ／著,林ユミ
／絵

幻冬舎 2020.2 K367ﾉ

女子も!男子も!　生理を知ろう　全3巻 宋美玄／監修 汐文社 2020 K495ｼﾞ

◆生理用品が買えない!? 女性の貧困問題
書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

日常のなかの「フツー」を問いなおす
現代社会の差別・抑圧

植上一希／編,伊藤亜
希子／編

法律文化社 2018.8 361.8ﾆ

アンダークラス　新たな下層階級の出現 橋本健二／著 筑摩書房 2018.12 361.8ﾊ

シングルマザーの貧困はなぜ解消されないのか
「働いても貧困」の現実と支援の課題

中囿桐代／著 勁草書房 2021.4 366.3

ルポ貧困女子 飯島裕子／著 岩波書店 2016.9 367.21ｲ

シングル女性の貧困
非正規職女性の仕事・暮らしと社会的支援

小杉礼子／編著,鈴木
晶子／ほか編著

明石書店 2017.9 367.21ｼ

日本の貧困女子　衰退途上にあるこの国のリアル 中村淳彦／著 SBクリエイティブ 2019.11 367.21ﾅ

女性と子どもの貧困　社会から孤立した人たちを追った 樋田敦子／著 大和書房 2015.12 367.21ﾋ

アンダークラス化する若者たち　生活保障をどう立て直すか
宮本みち子／編著,佐藤
洋作／ほか編著

明石書店 2021.3 367.6ｱ

貧困世代　社会の監獄に閉じ込められた若者たち 藤田孝典／著 講談社 2016.3 367.6ﾌ

コロナ禍、貧困の記録　2020年、この国の底が抜けた 雨宮処凛／著 かもがわ出版 2021.4 368.2ｱ

貧困とセックス
中村淳彦／著,鈴木大
介／著

イースト・プレス 2016.8 368.2ﾅ



定点観測新型コロナウイルスと私たちの社会
忘却させない。風化させない。　2020年前半・後半

森達也／編著 論創社
2020.9
2021.3

498.6ﾓ

風俗嬢の見えない孤立 角間惇一郎／著 光文社 2017.4 673.9ｶ

性風俗サバイバル　夜の世界の緊急事態 坂爪真吾／著 筑摩書房 2021.4 673.9ｻ

女子大生風俗嬢　性とコロナ貧困の告白 中村淳彦／著 宝島社 2021.5 673.9ﾅ

新型コロナと貧困女子 中村淳彦／著 宝島社 2020.7 673.9ﾅ

大阪ミナミの貧困女子
村上薫／著,川澄恵子
／著

宝島社 2021.2 673.9ﾑ

本当の貧困の話をしよう　未来を変える方程式 石井光太／著 文藝春秋 2019.9 T368.2ｲ

◆いたわろう、じぶんのからだ
書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

温かくてしなやかな「ちつと骨盤」が体と心を幸せにす
る。

関口由紀／監修,YUKO
／ほか監修

日本文芸社 2019.11 495ｱ

大人女子的カラダのトリセツ　症状別のセルフケアで解決!
池下育子／監修,朝日
新聞出版／編著

朝日新聞出版 2020.12 495ｵ

女と骨盤 片山洋次郎／著 文藝春秋 2021.1 495ｶ

膣の女子力　女医が教える「人には聞けない不調」の治し方 駒形依子／著 KADOKAWA 2020.7 495ｺ

更年期障害、生理不順、不妊…女性の不調をなくす

デリケートゾーンケアの教科書 神藤多喜子／著 主婦の友インフォス 2020.1 495ｼ

相談しにくい　ちつとカラダの話
森田敦子／監修,太田
博明／医療監修

朝日新聞出版 2019.4 495ｿ

ハピちつ　HAPPYちつLIFE

八田真理子／監修,つぼゆ
り／体験マンガ,CLASSY.
編集部／編

光文社 2018.6 495ﾊ

フランス式1分膣トレ　くびれ腹凹若返り思うまま! ベルジェロン容子／著 学研プラス 2019.7 495ﾍﾞ

これってホルモンのしわざだったのね
女性ホルモンと上手に付き合うコツ

松村圭子／著 池田書店 2020.8 495ﾏ

医者が教える女性のための最強の食事術
女性ホルモンを味方につけた食べ方のススメ

松村圭子／著 青春出版社 2018.9 495ﾏ

感じるところ　Where I feel 森田敦子／著 幻冬舎 2019.8 495ﾓ

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 2019.12 495.1ﾌﾟ

改訂版　女性のためのピルの本 佐藤力／著
幻冬舎メディアコン
サルティング

2019.5 495.4ｻ

生理痛ぬけ。　漢方で痛みゼロへ 杉山卓也／[著] 三才ブックス 2019.8 495.4ｽ

月のヨガ　一生もののセルフケア サントーシマ香／著 大和書房 2019.11 498.3ｻ

子宮力アップレシピ　PMS・妊娠・更年期をのりきる! 阪口珠未／著 主婦の友社 2014.1 498.5ｻ

女性のための薬膳レシピ 辰巳洋／著 緑書房 2017.10 498.5ﾀ

女子アスリートの「食事と栄養」
パフォーマンスを高める体のつくり方

佐藤郁子／監修
メイツユニバーサル
コンテンツ

2019.11 780.1ｼﾞ



◆生理にまつわるetc.
書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

月経と犯罪　“生理”はどう語られてきたか 田中ひかる／著 平凡社 2020.12 326.3ﾀ

エトセトラ　VOL.3　特集私の私による私のための身体 長田杏奈／責任編集 エトセトラブックス 2020.5 367.1ｴ

フェミニスト現象学入門　経験から「普通」を問い直す
稲原美苗／編,川崎唯
史／ほか編

ナカニシヤ出版 2020.6 367.1ﾌ

生理用品の45年の軌跡 小野清美／編著 ふくろう出版 2006.6 495.1ｵ

生理用品の社会史 田中ひかる／[著] KADOKAWA 2019.2 495.1ﾀ

布ナプキンのすべてがわかる本 田上玲子／[著] 地球丸 2015.9 495.1ﾀ

月経をアンネと呼んだ頃　 
生理用ナプキンはこうして生まれた

田中ひかる／著 ユック舎 2006.7 495.1ﾀ

わたし、39歳で「閉経」っていわれました たかはしみき／著 主婦と生活社 2018.7 495.1ﾀ

「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／著,吉川千
明／著

集英社 2020.9 495.1ﾂ

死んでも女性ホルモン減らさない!
葉石かおり／著,吉野一
枝／監修

KADOKAWA 2020.7 495.1ﾊ

女性アスリートの教科書　部活女子からトップ選手まで 須永美歌子／著 主婦の友社 2018.8 780.1ｽ

ガール・コード
プログラミングで世界を変えた女子高生二人のほんとうのお話

ソフィー・ハウザー／ほ
か著,堀越英美／訳

Pヴァイン 2019.10 936ﾊ

パッドマン　５億人の女性を救った男 R・バールキ／監督
ソニー・ピクチャーズ
エンタテインメント

2019.8
DMﾊﾞ
1880

※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。

　　　　「生理の貧困」ってなに？ もう少し詳しく知りたい！という方は以下のサイトの記事もぜひ読んでみてね！

　　☞#みんなの生理 Official

　　☞NHKクローズアップ現代　特集「生理の貧困」

●ウィルあいち情報ライブラリー利用案内●

○貸出 図書：１０冊 視聴覚資料：３点 （１５日以内）

○利用時間：火～日曜 ○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

○問い合わせ先 （０５２）９６２－２５１０ （名古屋市東区上竪杉町１番地）

「５人に１人の学生が経済的な理由で生理用品を買うのに苦労したことがある」 #みんなの生理調べ

というニュースは私たちに少なくないショックを与えました。生理用品購入費や医療機関への診察費用

など生理にまつわる経済的な負担に関する調査結果を始めとする学生たちの現実や、

彼らがが社会に訴えかける声を知ることができます。

新型コロナウイルスの感染拡大の影響下でより浮き彫りになった女性の貧困を #みんなの生理 の調査

結果を通して考えます。海外での生理用品に対する非課税の動きや、校内のトイレでの生理用品無償

配布などの社会の動きから、子どもへの性教育の重要性、女性議員の少なさが及ぼす

影響など様々な課題が浮かび上がりました。
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