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終活

終活にまつわる法律相談 遺言・相続・相続税
安達 敏男／著
吉川 樹士／著

日本加除出
版

2019.10 324.7/ｱﾀ19/ 0015057144

相続は遺言書で9割決まる! 日本一わかりやす
い、家族が揉めないための終活の本

福田 亮／著 Clover出版 2020.10 324.7/ﾌｸ20/ 0015647639

老活・終活のウソ、ホント70 データや研究実
践、経験からみた実像

川村 匡由／著
大学教育出
版

2019.6 367.7/ｶﾜ19/ 0014987796

はじめて読む終活の基礎知識 河崎 康次／著 文芸社 2020.2 367.7/ｶﾜ20/ 0014668362

必勝!!終活塾 早死にしても、長生きしても後悔
しない

高橋 泰源／著 双葉社 2019.7 367.7/ﾀｶ19/ 0014989693

おひとりさまの終活「死後事務委任」 國安 耕太／著 あさ出版 2020.11 367.75/ｸﾆ20/ 0015656218

おひとりさまの終活まるわかり読本 レガシィ／監修 PHP研究所 2020.10 367.75/ﾚｶ20/ 0015606866

子どもに頼らないしあわせ介護計画 人生100
年時代の自分らしい「老後準備」

高室 成幸／著 WAVE出版 2020.5 369.26/ﾀｶ20/ 0015357171

死にたくない 一億総終活時代の人生観
蛭子 能収／
[著]

KADOKAWA 2019.10 726.101/ｴﾋ19/ 0015052871

エレガントな終活 50歳から、もっと幸せになる 吉元 由美／著 大和書房 2019.6 914.6/ﾖｼ19/ 0014948145

終末期医療

看取りのプロに学ぶ幸せな逝き方 佐藤 陽／著
朝日新聞出
版

2020.9 490.14/ｻﾄ20/ 0015582125

2千人を看取ってきた臨終医が教えるみんなが
幸せになる最高の逝き方

志賀 貢／著 PHP研究所 2020.8 490.14/ｼｶ20/ 0015557291

正解を目指さない!?意思決定↔支援 人生最終
段階の話し合い

阿部 泰之／著 南江堂 2019.7 490.145/ｱﾍ19/ 0014956866

長寿時代の医療・ケア エンドオブライフの論理
と倫理

会田 薫子／著 筑摩書房 2019.7 490.15/ｱｲ19/ 0014984074

安楽死・尊厳死を語る前に知っておきたいこと 安藤 泰至／著 岩波書店 2019.7 490.154/ｱﾝ19/ 0014967715

人の逝き方を考える 終末期医療と尊厳死
源河 圭一郎／
著

合同フォレス
ト

2020.4 490.4/ｹﾝ20/ 0015252513

みんなで支える終末期のケア 人生の締めくくり
をその人らしく

奥野 滋子／編 技術評論社 2019.11 498/ｵｸ19/ 0015096712

　　　　　※　リストはテーマに関連する本の一部です。
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在宅医療

あなたが始める、はじめての在宅看取り。
諏訪免 典子／
著

ぱる出版 2019.9 492.993/ｽﾜ19/ 0015041007

在宅医療のリアル 上田 聡／著
幻冬舎メディ
アコンサル
ティング

2019.4 498/ｳｴ19/ 0014627269

それでも病院で死にますか 人生の最期、住み
慣れた場所で旅立つ幸せ

尾崎 容子／著
セブン&アイ
出版

2019.12 498/ｵｻ19/ 0015105661

自宅で最期を迎えたい 在宅医療の現場から 栗岡 宏彰／著
合同フォレス
ト

2020.7 498/ｸﾘ20/ 0015352255

いのちの終いかた 「在宅看取り」一年の記録 下村 幸子／著 NHK出版 2019.9 498/ｼﾓ19/ 0015039480

おひとりさまでも最期まで在宅 平穏に生きて死
ぬための医療と在宅ケア

中澤 まゆみ／
著

築地書館 2020.6 498/ﾅｶ20/ 0015363534

畳の上で死にたい 「悔いなき看取り」を実現し
た8家族のストーリー

中村 幸伸／著
幻冬舎メディ
アコンサル
ティング

2020.9 498/ﾅｶ20/ 0015346380

在宅医療のすすめ 超高齢社会に向けた提言
山本 五十年／
著

幻冬舎メディ
アコンサル
ティング

2019.4 498/ﾔﾏ19/ 0014627277

寝たきりにならないために

死ぬまで歩ける!7秒筋肉体操 寝たきり、認知
症を撃退するピンク筋トレーニング

久野 譜也／著 世界文化社 2019.7 493.185/ｸﾉ19/ 0014986558

人生100年、自分の足で歩く　寝たきりにならな
い方法教えます

かじやま すみ
こ／著

プレジデント
社

2018.8 493.6/ｶｼ18/ 0014508907

階段を「下りる」人はなぜ寝たきりにならないの
か?

白澤 卓二／著
小学館集英社
プロダクション

2019.4 498.3/ｼﾗ19/ 0014629166

寝たきりにならない!転倒を防ぐ3つの魔法体操 繁岡 秀俊／著
マガジンラン
ド

2019.12 493.185/ｼｹ20/ 0015187131

家族・ケアスタッフとできる寝たきり知らず!奇跡
のひざ裏のばし

川村 明／著 世界文化社 2020.9 498.3/ｶﾜ20/ 0015383748

足腰は1分で強くなる! 毎日やれば寝たきりにな
らない

高子 大樹／著 自由国民社 2020.6 498.3/ﾀｶ20/ 0015312606

長寿法

人生100年時代健康長寿の新習慣 北 廣美／著
幻冬舎メディ
アコンサル
ティング

2019.12 498.38/ｷﾀ20/ 0015224256

最強の医師団が教える長生きできる方法
坂本 昌也／[ほ
か]著

アスコム 2020.10 498.38/ｻｶ21/ 0015388937

医者が教える110歳の秘訣 長寿の決め手は免
疫力だった!

志賀 貢／著
SBクリエイ
ティブ

2020.7 498.38/ｼｶ20/ 0015368699

100歳まで自然に元気な和食の流儀 下方 浩史／著 白秋社 2020.5 498.38/ｼﾓ20/ 0015312465

「健康長寿100歳時代」の生き甲斐づくり
鈴木 信／[ほ
か]著

ほおずき書籍 2020.8 498.38/ｽｽ20/ 0015614589

最新研究でわかった日本人の長生き栄養学 白澤 卓二／著
エクスナレッ
ジ

2020.6 498.55/ｼﾗ20/ 0015339641
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