
タ イ ト ル 著 者 表 示 請求記号
明日も前へ－歳を重ねても楽しいことが
いっぱいある－

吉沢久子／著 367.7 ﾖ

安心、安全、便利でラクラク シニアのため
の応援グッズ－あなたの「困った」を楽チ
ン解決－

ダイヤモンド・ビジネス企画／
編・著

369.1 ｱ

家康、江戸を建てる 門井慶喜／著 ｶﾄﾞ
一笑一若一怒一老－こんな老後を生きて
みたい－

斎藤茂太／著 159.7 ｻ

一生動ける体のつくり方－今からでも間
に合う足腰のスロトレ－

石井直方／著 498.3 ｲ

茨木のり子の献立帖(コロナ・ブックス 茨木のり子／著　平地勲／写 911.5 ｲ
美しいものを－花森安治のちいさな絵と
言葉集－

花森安治／[画] 726.5 ﾊ

老いを超える生き方－禅的人生の英知－ 枡野俊明／著 188.8 ﾏ
老いを愉しむ言葉－心の専門医がすす
める一言－(朝日新書　247)

保坂隆／編著 367.7 ﾎ

老い方上手の楽しい台所 吉沢久子／著 596.0 ﾖ
老いかたレッスン 渡辺淳一／著 914 ﾜﾀ
老い力 佐藤愛子／著 914 ｻﾄ
老いてこそ遊べ 遠藤周作／著 914 ｴﾝ
老いてますます明るい不良 嵐山光三郎／著 914 ｱﾗ
老いては自分に従え 山藤章二／著 914 ﾔﾏ
老いのこころ－加齢と成熟の発達心理学
－(有斐閣アルマ　Specialized)

佐藤眞一／著　高山緑／著
増本康平／著

143.7 ｵ

老いの才覚(ベスト新書　295) 曽野綾子／著 367.7 ｿ

老いのレッスン－品格のある12人の日本
人－

松原泰道／著　石井好子／著
小野田寛郎／著　メイ牛山／
著　岡井隆／著　板橋興宗／

281.0 ｵ

老いのレッスン　2　これが私の生きる道 281.0 ｵ 2
老いも病も受け入れよう 瀬戸内寂聴／著 914 ｾﾄ
老い楽対談 上坂冬子／著　曽野綾子／著 367.7 ｶ
老楽力 外山滋比古／著 914 ﾄﾔ
老いるヒント－長寿先進国イギリスに学
ぶ人生の秋の深め方－

シャーウィン裕子／著 367.7 ｼ

緒方貞子戦争が終わらないこの世界で 小山靖史／著 289.1 ｵｶﾞ
荻原博子のハッピー老後－貯金ゼロでも
大丈夫!－

荻原博子／著 591 ｵ

男おひとりさま道 上野千鶴子／著 367.7 ｳ
男の老後力 鷲田小彌太／著 159.7 ﾜ
大人しく老いてなんかいられない 広瀬久美子／著 914 ﾋﾛ
おひとりさまの最期 上野千鶴子／著 367.7 ｳ
おひとりさまの老後 上野千鶴子／著 367.7 ｳ
おひとりさま老後の便利帳－安心してシ
ンプルに暮らすための88のヒント－

シニアの暮らし研究会／編 367.7 ｵ

親には一人暮らしをさせなさい 三村麻子／著 367.7 ﾐ
家事で脳トレ65－3歩あるくと忘れる、人
の名前が出てこなくなったら－

加藤俊徳／著 498.3 ｶ

角野栄子の毎日いろいろ－『魔女の宅急
便』が生まれた魔法のくらし－

角野栄子／著 910.2 ｶ

下流老人－一億総老後崩壊の衝撃－(朝
日新書　520)

藤田孝典／著 367.7 ﾌ
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タ イ ト ル 著 者 表 示 請求記号
かんたん、楽しい!高齢者といっしょにつく
る壁面かざり

小池寛子／監修 369.2 ｶ

管理栄養士が考えたシニア夫婦のおいし
い一汁二菜－食べて健康!体を整えて不
調知らずに。　カロリー塩分量付き!－

井出杏海／著 498.5 ｲ

気がつけばドッキョロージン－ハッピーシ
ングルライフ－

澁澤幸子／著 367.7 ｼ

91歳。今日を悔いなく幸せに 吉沢久子／著 914 ﾖｼ
99%後悔しない65歳からのリフォーム&家
づくり－女性の生活目線でわかった!　将
来を少し見据えて理想の住まいをつくる
－

小川千賀子／著 527 ｵ

九十歳和の躾 木村孝／著 593.8 ｷ
今日すべきことを精一杯!－105歳の医師
の原点－(ポプラ新書　125)

日野原重明／著 490.4 ﾋ

空也上人がいた 山田太一／著 ﾔﾏ
くじけないで 柴田トヨ／著 911.5 ｼ
鯨分限 伊東潤／著 ｲﾄ
嫌老社会を超えて 五木寛之／著 914 ｲﾂ
好運の条件－生き抜くヒント!－(新潮新書
623)

五木寛之／著 914 ｲﾂ

こうして作れば医者はいらない－若杉ば
あちゃんの台所－

若杉友子／著 498.5 ﾜ

高齢者が元気になるやさしい音楽レクリ
エーション

渋谷久美子／監修 369.2 ｺ

高齢者につくってあげたいスイーツレシピ
－おいしく楽しく食べて、心と体の健康

代居真知子／著　太田道子／
著

498.5 ﾖ

小林カツ代伝－私が死んでもレシピは残
る－

中原一歩／著 289.1 ｺﾊﾞ

媚びない老後－親の本音を言えますか? 桐島洋子／著 914 ｷﾘ
辞書になった男－ケンボー先生と山田先
生－

佐々木健一／著 813.1 ｻ

60+PLUS「老い」の技法－アクティブ・シニ
アを支える便利な暮らしの道具－

浜田きよ子／著 369.2 ﾊ

質問老いることはいやですか? 落合恵子／著 914 ｵﾁ
自由に老いる－おひとりさまのあした－ 海老坂武／著 367.7 ｴ
週末介護 岸本葉子／著 914 ｷｼ
旬の味－登紀子ばぁばの料理教室から 鈴木登紀子／著 LB 596.2 ｽ
白洲家の流儀－祖父母から学んだ「人生
のプリンシプル」－(小学館101新書　030)

白洲信哉／著 289.1 ｼﾗ

人生の流儀
萩本欽一／著　加古里子／著
高村薫／著　稲川淳二／著
降旗康男／著　市原悦子／著

281.0 ｼﾞ

人生は65歳からがおもしろい 河村幹夫／著 159.7 ｶ
新・世界のおばあちゃんの知恵袋 イーメディア／編 590 ｼ
新六十歳からの生き方－自由人として本
当の人生がここから始まる－

多湖輝／著 159.7 ﾀ

世界を救う13人のおばあちゃんの言葉
キャロル・シェーファー／著　白
石由利奈／監訳

280.4 ｼ

世界のエリートがやっている最高の休息
法－「脳科学×瞑想」で集中力が高まる

久賀谷亮／著 498.3 ｸ

戦国史を歩んだ道(シリーズ「自伝」my life
my world)

小和田哲男／著 289.1 ｵﾜ

想定外の老年－納得できる人生とは－ 曽野綾子／著 914 ｿﾉ
祖父・渋沢栄一に学んだこと 鮫島純子／著 289.1 ｼﾌﾞ
祖父母手帳－もう孫育てで悩まない!祖父
母&親世代の常識ってこんなにちがう?－

森戸やすみ／監修 599 ｿ



タ イ ト ル 著 者 表 示 請求記号
台所おばあちゃんの結婚－永島トヨさん
の料理一筋人生－

田辺真知子／著 289.1 ﾅｶﾞ

大晩年－老いも病いも笑い飛ばす!－ 永六輔／著 914 ｴｲ
ただ生きていく、それだけで素晴らしい 五木寛之／著 914 ｲﾂ
脱出老人－フィリピン移住に最後の人生
を賭ける日本人たち－

水谷竹秀／著 334.4 ﾐ

団塊の後－三度目の日本－ 堺屋太一／著 ｻｶ
父の生きる 伊藤比呂美／著 915 ｲﾄ
長寿県長野の秘密－白澤卓二が解き明
かす－

白澤卓二／[著] 498.3 ｼ

長男・長女の「終活力」 弘兼憲史／著 367.7 ﾋ
鳥類学者だからって、鳥が好きだと思うな
よ。

川上和人／著 488.0 ｶ

超老人の壁 養老孟司／著　南伸坊／著 367.7 ﾖ
チョッちゃんは、もうじき100歳 黒柳朝／著　黒柳徹子／聞き 289.1 ｸﾛ
ちょっと早めの老い支度(ORANGE PAGE
BOOKS)

岸本葉子／著 367.7 ｷ

ちょっと早めの老い支度　続(ORANGE
PAGE BOOKS)

岸本葉子／著 367.7 ｷ 2

登紀子ばぁばの70年つくり続けてきた私
の味(NHKきょうの料理シリーズ)

鈴木登紀子／著 596.2 ｽ

年を取るのが楽しくなる教養力(朝日新書
579)

齋藤孝／著 159.7 ｻ

歳をとるのは面白い－70代、80代も豊か
に生きられる人、つまらなくなる人。－

『PHP』編集部／編 159.7 ﾄ

独居老人スタイル 都築響一／著 367.7 ﾂ
トットちゃんとソウくんの戦争 黒柳徹子／著　田原総一朗／ 916 ｸﾛ
トットひとり 黒柳徹子／著 914 ｸﾛ
トリム体操で100歳まで元気!－病気や寝
たきりにならない－

岩永愛子／著 498.3 ｲ

「長生き時代」を生きる－老・病・死の不安
をどう乗り越えるか－

小澤利男／著　加賀乙彦／著
落合恵子／著

367.7 ﾅ

長生きは三百文の得－大滝秀治写文集
－

大滝秀治／著　谷古宇正彦／
写真

772.1 ｵ

70歳をすぎた親が元気なうちに読んでお
く本－入院、死亡、認知症、相続の対応
がすべてわかる－

永峰英太郎／著　たけだみり
こ／マンガ

367.7 ﾅ

70歳からのひとり暮らし－楽しくやんちゃ
に忙しく－

遠藤順子／著 914 ｴﾝ

なるほど!育じい道－お医者さんが実践し
ている孫育て術－

石蔵文信／著 599 ｲ

日本より幸せなアメリカの下流老人(朝日
新書　581)

矢部武／著 369.2 ﾔ

人間力を高める読書法 武田鉄矢／著 019.9 ﾀ
認知の母にキッスされ ねじめ正一／著 ﾈｼﾞ
萩本家・母は100歳のお嬢さま－欽ちゃん
兄弟を育てたトミの筋書きのないコント－

萩本悦久／著 289.1 ﾊｷﾞ

ハゲ川柳
ツル多はげます会／著　竹浪
正造／絵

911.4 ﾂ

85歳のチアリーダー 滝野文恵／著 289.1 ﾀｷ
87歳。紫竹おばあちゃん幸せの花園 紫竹昭葉／著 629.7 ｼ
八十八歳と八十五歳。－ひとりを楽しむ
手紙友達、食べ友達－

吉沢久子／著　清川妙／著 915 ﾖｼ

初女さんのお漬け物 佐藤初女／著 LB 596.3 ｻ
ばんざいまたね 萩本欽一／著 779.9 ﾊ



タ イ ト ル 著 者 表 示 請求記号
「ひとり老後」を楽しむ本－元気のコツは、
生きがい、つきあい、助けあい－

保坂隆／著 367.7 ﾎ

ヒマ道楽 坪内稔典／著 914 ﾂﾎﾞ
百歳 柴田トヨ／著 911.5 ｼ
100歳、元気、あたりまえ! 吉川敏一／著 498.3 ﾖ
100歳、ずっと必要とされる人－現役100
歳サラリーマンの幸せな生き方－

福井福太郎／著　広野彩子／
著

289.1 ﾌｸ

百歳日記(生活人新書　332) まどみちお／著 914 ﾏﾄﾞ
100歳の流儀 新藤兼人／著 778.2 ｼ
100歳までガンにならない食べ方ボケない
食べ方(青春新書INTELLIGENCE　PI-

白澤卓二／著 498.5 ｼ

百歳まで元気に生きるための知恵－平成
養生訓－

下方浩史／著 498.3 ｼ

百歳までの生き方－たおやかに、しなや
かに愉しむ人生－

久野幸子／著 281.0 ｸ

百歳までの読書術 津野海太郎／著 019.0 ﾂ
100歳までボケない朝一番の簡単スープ 白澤卓二／著 498.5 ｼ
100歳までボケない101の方法－脳とここ
ろのアンチエイジング－(文春新書　769)

白澤卓二／著 498.3 ｼ

一〇三歳になってわかったこと－人生は
一人でも面白い－

篠田桃紅／著 914 ｼﾉ

百寿力－長寿遺伝子のミラクル－ 白澤卓二／著 491.3 ｼ
病気に強くなる免疫力アップの生活術－
100歳まで生きる人の免疫力はどう違うの

廣川勝昱／著 491.8 ﾋ

病気にならない暮らし事典－自然派医師
が実践する76の工夫－

本間真二郎／著 492.5 ﾎ

夫婦のルール 三浦朱門／著　曽野綾子／著 914 ﾐｳ
プロが教える本当に役立つ介護術－イラ
スト図解－

福辺節子／監修 369.2 ﾌﾟ

訪問看護師が見つめた人間が老いて死
ぬということ

宮子あずさ／著 490.1 ﾐ

ボケてたまるか! 伊東四朗／著 775.2 ｲ
ほんとうに70代は面白い 桐島洋子／著 914 ｷﾘ
孫と私の小さな歴史 佐藤愛子／著 914 ｻﾄ
無意味な人生など、ひとつもない 五木寛之／著 914 ｲﾂ
昔話はなぜ、お爺さんとお婆さんが主役
なのか

大塚ひかり／著 388.1 ｵ

目の不自由な人も耳の不自由な人もいっ
しょに楽しめるかんたん体操25

斎藤道雄／著 369.2 ｻ

ゆうゆうシニアライフご指南帖－健康・趣
味・ボランティア・田舎暮らし－

読売新聞生活情報部／編 367.7 ﾕ

余命－これからの時間をいかに豊かに生
きるか－

五木寛之／著 914 ｲﾂ

リーチ先生 原田マハ／著 ﾊﾗ
リハビリおりがみ－伝承おりがみから創
作おりがみまで、きれいで簡単、楽しい60
点－(高齢者のクラフトサロン　1)

丹羽兌子／著　佐々木隆志／
監修

369.2 ﾆ

「林住期」を生きる－仕事や家を離れて第
三のライフステージへ－

山折哲雄／編著 367.7 ﾔ

レッツゴー・ばーさん! 平安寿子／著 ﾀｲ
恋歌 朝井まかて／著 ｱｻ
老筋力－100歳になっても自力で歩きた
い人の筋肉トレーニング－

久野信彦／著 493.1 ｸ

老後ぐらい好きにさせてよ－楽しい時間
は、「自分流」に限る!－

野末陳平／著 367.7 ﾉ

老後ひとりぼっち(SB新書　358) 松原惇子／著 367.7 ﾏ



タ イ ト ル 著 者 表 示 請求記号
老後はひとり暮らしが幸せ－自由に気ま
まに、最後まで。－

辻川覚志／著 367.7 ﾂ

老嬢物語 高楼方子／著 914 ﾀｶ
老人が社会と戦争をはじめるとき－超高
齢化社会をいかに生きるか－

フランク・シルマッハー／著　佐
藤正明／訳

367.7 ｼ

老人の壁 養老孟司／著　南伸坊／著 367.7 ﾖ
老年の見識－大切なことは、自分らしく生
きること－

三浦朱門／著 914 ﾐｳ

老年の品格 三浦朱門／著 914 ﾐｳ
若杉友子の毒消し料理 若杉友子／著 498.5 ﾜ
わたくしたちの旅のかたち－好奇心が「知
恵」と「元気」を与えてくれる－

兼高かおる／著　曽野綾子／
著

290.9 ｶ

世界でいちばん貧しい大統領からきみへ
[ホセ・ムヒカ]／[著]　くさばよし
み／編　田口実千代／絵

289 ﾑﾋ

四人のおばあちゃん
ダイアナ・ウィン・ジョーンズ／
作　野口絵美／訳　佐竹美保

ｼﾞﾖ

該当件数１５０冊


