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終活にまつわる法律相談 安達 敏男／著 日本加除出版 2019.10 324.7/ｱﾀ19/ 0015057144

定年の教科書 長尾 義弘／著 河出書房新社 2021.1 367.7/ﾅｶ21/ 0015725054

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

修活読本 人生のすばらしい修め方のすすめ 一条 真也／監修 現代書林 2019.8 367.7/ｲﾁ19/ 0014641179

必勝!!終活塾 高橋 泰源／著 双葉社 2019.7 367.7/ﾀｶ19/ 0014989693

「老年哲学」のすすめ 大橋 健二／著 花伝社 2019.6 367.7/ｵｵ19/ 0014943179

老活・終活のウソ、ホント70 川村 匡由／著 大学教育出版 2019.6 367.7/ｶﾜ19/ 0014987796

精神科医が教える老後の人生スッキリ整理術 保坂 隆／著 廣済堂出版 2019.5 367.7/ﾎｻ19/ 0014917413

50歳から準備する定年後の生き方 野口 京子／著 ダイヤモンド社 2020.1 367.7/ﾉｸ20/ 0015160567

幸せな老後は64歳までに決まる 橋本 テツヤ／著 双葉社 2019.11 367.7/ﾊｼ19/ 0015101009

美しく老いる人の習慣 佐橋 慶女／著 海竜社 2019.10 367.7/ｻﾊ19/ 0015050677

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

素敵な人のシングルライフ 宝島社 2020.1 367.75/ｽﾃ20/ 0015075625

精神科医が教える「がんばらない老後」のすすめ 保坂 隆／著 廣済堂出版 2018.12 367.75/ﾎｻ19/ 0014794523

家族に迷惑をかけたくないあなたが認知症になる前
に準備しておきたいこと

海老原 佐江子／
著

WAVE出版 2021.2 367.7/ｴﾋ21/ 0015735822

相続地獄 森永 卓郎／著 光文社 2021.1 324.7/ﾓﾘ21/ 0015726854

まるごとわかる・遺言と生前贈与 内海 徹／著 自由国民社 2020.8 324.7/ｳﾂ20/ 0015556251

必ずできる!相続・遺言・家族信託の手続ガイド 千田 大輔／著 セルバ出版 2020.3 324.7/ｾﾝ20/ 0014688113

事例でわかる絶対もめない相続対策入門 チェスター／監修 あさ出版 2020.3 324.7/ﾁｴ20/ 0015246200

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

生前対策まるわかりBOOK 図解 黒田 泰／著 青月社 2019.11 324.7/ｸﾛ19/ 0015101322

わかりやすい相続税・贈与税と相続対策 '20～'21年
版

加藤 厚／監修 成美堂出版 2020.8 345.53/ｶﾄ03/2020 0015369606

相続は遺言書で9割決まる! 福田 亮／著 Clover出版 2020.10 324.7/ﾌｸ20/ 0015647639

遺言書保管制度の利用の仕方 碓井 孝介／著 日本加除出版 2020.7 324.77/ｳｽ20/ 0015532120

55歳になったら遺言を書きなさい 井口 麻里子／著 あさ出版 2020.4 324.77/ｲｸ20/ 0015213002

失敗しない遺言とお墓のはなし 楠部 亮太／監修 税務研究会出版局 2019.10 L324.77/ﾅﾝ20/ 0015185168

明るい終活
2021.4.20～5.16　岡山県立図書館　社会科学班　テーマ展示２ 

※県立図書館が所蔵している関連資料の一部を紹介しています。
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ちょこっとずぼら老後の楽ちん片付け術 保坂 隆／著 海竜社 2019.5 367.7/ﾎｻ19/ 0014932875

老いる前の整理はじめます!
コンシューマーズ京
都／監修

クリエイツかも
がわ

2019.8 367.75/ｺﾝ19/ 0014990709

定年後の断捨離 モノを減らして、愉快に生きる
やました ひでこ／
著

大和書房 2018.11 597/ﾔﾏ18/ 0014725907

定年前にはじめる生前整理 古堅 純子／[著] 講談社 2017.7 597.5/ﾌﾙ17/ 0014061998

住まいの老い支度 案ずるより、片づけよう 阿部 絢子／著 講談社 2017.6 597/ｱﾍ17/ 0014025993

在宅での療養と介護を支える制度のかしこい使い方 島内 節／編集 医学と看護社 2020.7 364.4/ｼﾏ20/ 0015145352

介護保険サービスのしくみ
デイリー法学選書編
修委員会／編

三省堂 2020.3 364.4/ｻﾝ20/ 0015196496

在宅ひとり死のススメ 上野 千鶴子／著 文藝春秋 2021.1 367.75/ｳｴ21/ 0015727423

親の入院・介護が必要になるときいちばん最初に読
む本

豊田 眞弓／著 アニモ出版 2019.9 369.26/ﾄﾖ19/ 0015042526

プロの調査員が教える!介護事業所・施設の選び方が
本当にわかる本

福岡 浩／著 自由国民社 2019.9 369.26/ﾌｸ19/ 0015042518

後悔しない介護サービスの選び方<10のポイント> 田中 元／著 ぱる出版 2019.3 369.26/ﾀﾅ19/ 0014871065

健康は住まいがつくる 田中 正敏／著 彰国社 2018.10 527/ﾀﾅ18/ 0014710784

サ高住の住み替え方
本澤 巳代子／監
修

信山社 2019.2 369.26/ﾓﾄ19/ 0014610596

老人ホーム八年間の暮らし 菅野 国春／著 展望社 2020.8 369.263/ｶﾝ20/ 0015556681

自分に合った終の住処の選び方ハンドブック 伊藤 禎／著 展望社 2020.1 369.263/ｲﾄ20/ 0015163645

賢い老人ホームの選び方 文藝春秋 2020.12 L369.263/ｶｼ20/ 0015646318

高齢者ホーム 2020 朝日新聞出版 2019.9 L369.263/ﾆﾕ11/2020 0014648059

多死社会に備える 長岡 美代／著 平凡社 2021.1 367.7/ﾅｶ21/ 0015724917

おひとりさまの大往生ガイドBOOK 村松 静子／監修 主婦の友社 2020.4 367.75/ﾑﾗ20/ 0014678858

看取りケアの本 真謝 清美／著 BABジャパン 2020.3 369.261/ﾏｼ20/ 0015204084

人生のしまい方 平方 眞／著 CCCメディアハウス 2020.4 490.14/ﾋﾗ20/ 0015252505

死にゆく人の身体(からだ)と心に起こること 玉置 妙憂／著 宝島社 2020.4 490.16/ﾀﾏ20/ 0015211709

それでも病院で死にますか 尾崎 容子／著 セブン&アイ出版 2019.12 498/ｵｻ19/ 0015105661

さいごまで自宅で診てくれるいいお医者さん 2020年
版

朝日新聞出版 2019.10 498/ｻｲ18/2020 0014648901

日本尊厳死協会の最期の望みをかなえるリビングウ
イルノート

日本尊厳死協会／
監修

ブックマン社 2019.1 L490.154/ﾆﾎ19/ 0014975320

新しい生活スタイルで考えるお葬式・ご供養 小黒澤 和常／著 ベストブック 2021.1 385.6/ｵｸ21/ 0015727092

小さな葬儀とお墓選び・墓じまい
大野屋テレホンセ
ンター／監修

自由国民社 2020.6 385.6/ｵｵ20/ 0015321805

家族が亡くなった時の相続・年金・保険などの手続き 川端 薫／監修
税務研究会出
版局

2020.3 385.6/ｶﾜ20/ 0015210743

無宗教なのにどうしてお葬式にお坊さんを呼ぶの? 大森 嗣隆／著 三恵社 2020.2 385.6/ｵｵ20/ 0015169949

DIY葬儀ハンドブック 松本 祐貴／著 駒草出版 2019.10 385.6/ﾏﾂ19/ 0015051568

介

護

住

ま

い

自
分
ら
し
い
最
期

生
前
整
理

葬
儀
・
お
墓


