
 ２０１５年９月特集展示「年を重ねる」

請求記号 書名 著者名 出版者名
159オ 楽々往生 帯津　良一 ベストセラーズ
159オ 私らしい人生のしまい方 大前　伶子 講談社
159オ 定年から輝く生き方 帯津　良一 東洋経済新報社
159カ 人生は６５歳からがおもしろい 河村　幹夫 海竜社
159キ 老いの作法 菊池　和子 宝島社
159コ 生涯青春！ 近藤　裕 河出書房新社
159タ 老年の智恵人生の英知 谷沢　永一 海竜社
159ヒ 俺たちの老いじたく 弘兼　憲史 祥伝社

B281コ 独特老人 後藤　繁雄 筑摩書房
B281ツ 珍日本超老伝 都築　響一 筑摩書房
289.1ク チョッちゃんは、もうじき１００歳 黒柳　朝 主婦と生活社
289.1コ 綾子とあかい糸 さとう　ひさえ 文化出版局
289.1タ はげましてはげまされて 竹浪　正造 廣済堂出版
289.1ヨ 吉行あぐり１０２歳のことば 石　寒太 ホーム社
289.3ト １０１歳、人生っていいもんだ。 ジョージ・ドーソン 飛鳥新社
324.7イ 失敗しないエンディングノートの書き方 石崎　公子 法研
324.7ウ 遺産分割のことならこの１冊 内海　徹 自由国民社
324.7ス 住田裕子の老後安心相談所 住田　裕子 日本経済新聞出版社
324.7ソ 相続・贈与Ｑ＆Ａ 東京南部法律事務所 日本評論社
324.7タ 親に気持ちよく遺言書を準備してもらう本 竹内　豊 日本実業出版社
324.7チ ど素人がよくわかる相続の本 チェスター 翔泳社
364.6シ もらえる年金が本当にわかる本　’１４～’１５年版 下山　智恵子 成美堂出版
367.3イ 姑の言い分嫁の言い分 今井　美沙子 作品社
367.3キ 孫とかしこく付き合う法 ヘルガ・ギュルトラー 草思社
367.3ク とはいえ、熟年離婚に物申す 工藤　美代子 メディアパル
367.3ヒ 祖母力 樋口　恵子 新水社
367.7イ ご機嫌な老活（ローカツ） 生島　ヒロシ 日経ＢＰ社
367.7カ 老い楽対談 上坂　冬子 海竜社
367.7キ うれしい定年さびしい定年 北　連一 有楽出版社
367.7ク 老いを考える１００冊の本 久我　勝利 致知出版社
367.7サ おばあさんの魂 酒井　順子 幻冬舎
367.7サ 人生の「秋」の生き方 堺屋　太一 ＰＨＰ研究所
367.7シ 気がつけばドッキョロージン 澁澤　幸子 じゃこめてい出版
367.7ツ ふたり老後もこれで幸せ 辻川　覚志 水曜社
367.7ナ 嫌老社会 長沼　行太郎 ソフトバンククリエイティブ

367.7フ 夫婦で老後を考えたら最初に読む本 溝口　博敬 自由国民社
367.7フ 暴走老人！ 藤原　智美 文藝春秋
369.2オ 後悔しない高齢者施設・住宅の選び方 岡本　典子 日本実業出版社
369.2カ 介護をはじめるときに読む本 下　正宗 成美堂出版
369.2カ 介護で仕事を辞めないために グループ・けあ＆けあ２１ 創元社
369.2ク あなたは「ひとり」で最期まで生きられます 栗原　道子 講談社
385.6オ 安心できる「永代供養墓」の選び方 小原　崇裕 草思社
385.6オ お葬式もお墓もなしで人生を満足に締めくくる方法 主婦の友社 主婦の友社
491.3タ 女の老い・男の老い 田中　冨久子 ＮＨＫ出版
492.7オ おばあちゃんが伝える健康知恵袋 沢　賀津子 家の光協会
493.1ソ 天寿を生きる 祖父江　逸郎 角川書店
493.1ハ 大養生の作法 早川　一光 角川書店
493.7オ 老いてさまよう 毎日新聞特別報道グループ 毎日新聞社
498.3シ １００歳まで長寿美人 白澤　卓二 中央公論新社
498.3ス 図解６０歳から始める筋力アップと体力づくり！らくらく長寿法 原　幸夫 日東書院本社
498.3ナ １００歳までの健康の知恵 中村　雅美 日本経済新聞出版社
589ナ ５０歳からのおしゃれのコツ 中山　庸子 海竜社
589ホ おばあちゃんのオシャレ採集 堀川　波 幻冬舎
590ク 暮らし上手の知恵袋 澤　賀津子 家の光協会
590シ 新・世界のおばあちゃんの知恵袋 イーメディア 三修社
591ア 老いのシンプル節約生活 阿部　絢子 大和書房
591オ 定年までに知らないとヤバイお金の話 岡崎　充輝 彩図社
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591オ 「おひとりさま」のお金の本 森永　卓郎 主婦と生活社
591フ 定年後破産しないために今やるべき３つのこと 深田　晶恵 すばる舎
596オ おばあちゃんの台所 テレビせとうち『おばあちゃんの台所』プロジェクトチ イースト・プレス

596.3オ あまったパンで魔法のレシピ 尾田　衣子 世界文化社
596.3サ 昔ながらの漬け物 酒井　玲子 主婦の友インフォス情報社

596.6イ なつかしいおやつのレシピ 池上　保子 成美堂出版
772コ 全身女優　私たちの森光子 小松　成美 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
772ナ 人生の終 中村　メイコ 青春出版社
778タ 高峰秀子暮しの流儀 高峰　秀子 新潮社
778ヨ 淀川長治　カムバック、映画の語り部 河出書房新社
779ウ 悩むヒマありゃ、動きなさいよ！ 内海　桂子 牧野出版
779ウ 桂子八十歳の腹づつみ 内海　桂子 東京新聞出版局
779コ 古今亭志ん生　総特集 河出書房新社
779ミ ミヤコ蝶々 ミヤコ蝶々 日本図書センター
779ヤ 柳家金語楼　泣き笑い五十年 柳家　金語楼 日本図書センター

783.7エ 王貞治壮絶なる闘い 江尻　良文 竹書房
784ミ 生きがい。 三浦　雄一郎 山と溪谷社
902ク 老いるということ 黒井　千次 講談社

911.4シ シルバー川柳 全国有料老人ホーム協会 ポプラ社
911.5シ くじけないで 柴田　トヨ 飛鳥新社
914ア 種を蒔く日々 秋山　ちえ子 講談社
914ア 隠居大学　よく遊びよく遊べ 天野　祐吉 朝日新聞出版

B914ウ 私の幸福論 宇野　千代 集英社
914キ 学んで楽しんで８６歳、こころ若く生きる 清川　妙 あすなろ書房

B914サ 老いの楽しみ 沢村　貞子 筑摩書房
914サ 役にたたない日々 佐野　洋子 朝日新聞出版
914シ この命、何をあくせく 城山　三郎 講談社
914シ いのちのレッスン 新藤　兼人 青草書房
B914ソ 引退しない人生 曽野　綾子 ＰＨＰ研究所
914ト 老楽力 外山　滋比古 展望社
914ヒ いのち、生ききる 日野原　重明 光文社
914ミ オレって老人？ 南　伸坊 みやび出版

B914ヤ あと千回の晩飯 山田　風太郎 朝日新聞社
914ヨ ９２歳。小さなしあわせを集めて生きる 吉沢　久子 海竜社

B915ナ 摘録断腸亭日乗　下 永井　荷風 岩波書店
B915ナ 摘録断腸亭日乗　上 永井　荷風 岩波書店
917タ 老いてこそ上機嫌 田辺　聖子 海竜社

B918ウ 内田百間集成　１０ 内田　百間 筑摩書房
B933オ 隅の老人の事件簿 バロネス・オルツィ 東京創元社
B933ク 運命の裏木戸 アガサ・クリスティー 早川書房
B933ヘ 老人と海　改版 ヘミングウェイ 新潮社
BFア 恍惚の人 有吉　佐和子 新潮社
BFオ 老妓抄 岡本　かの子 新潮社
BFカ 山の音 川端　康成 新潮社
Fナ 要介護探偵の事件簿 中山　七里 宝島社
BFフ 静かな木 藤沢　周平 新潮社
Fム 作家ソノミの甘くない生活 群　ようこ 毎日新聞社
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