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定年前、しなくていい5つのこと 大江 英樹／著 光文社 2020.12 159.79/ｵｵ20/ 0015673270

人生100年時代の医療・介護サバイバル 中澤 まゆみ／著 築地書館 2019.9 364.4/ﾅｶ19/ 0015037641

ライフピボット  /
縦横無尽に未来を描く人生100年時代の転身術

黒田 悠介／著 インプレス 2021.2 366.29/ｸﾛ21/ 0015691843

これだけは知っておきたい老後の備え 日本経済新聞出版／編
日経BP日本経済
新聞出版本部

2020.11 L367.7/ﾆﾂ21/ 0015548993

定年後も働きたい。 /
人生100年時代の仕事の考え方と見つけ方

松本 すみ子／[著]
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

2019.11 366.29/ﾏﾂ20/ 0015076847

老後は要領 孤立しないで自立する 和田 秀樹／著 幻冬舎 2020.8 367.7/ﾜﾀ20/ 0015538754

老年こそ創造の時代 田中 英道／著 勉誠出版 2020.2 367.7/ﾀﾅ20/ 0015167141

50代にしておくべき100のリスト 令和版 榊原 節子／[著]
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

2019.8 367.7/ｻｶ20/ 0014668370

2000万円もってないオレたちはどう生きるか 岡 久／著 自由国民社 2019.7 367.7/ｵｶ19/ 0014633010

精神科医が教える50歳からはじめる
「私らしい人生」の歩き方

保坂 隆／著 海竜社 2019.7 367.7/ﾎｻ19/ 0015002892

この先をどう生きるか 藤原 智美／著 文藝春秋 2019.1 367.7/ﾌｼ19/ 0014826598

夫婦ではじめる快適老後の生活設計 溝口 博敬／監修 自由国民社 2018.8 367.7/ﾐｿ18/ 0014559546

定年準備 人生後半戦の助走と実践 楠木 新／著 中央公論新社 2018.5 367.7/ｸｽ18/ 0014442396

99パーセントの人が知らない老後の安心をデザインする方法 児玉 浩子／著 文芸社 2018.1 367.7/ｺﾀ18/ 0014368302

定年後 50歳からの生き方、終わり方 楠木 新／著 中央公論新社 2017.4 367.7/ｸｽ17/ 0013962493

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

70歳、はじめての男独り暮らし 西田 輝夫／著 幻冬舎 2017.10 367.75/ﾆｼ17/ 0014129431

親の介護と自分の老後ガイドブック 岡本 典子／著 ビジネス教育出版社 2020.10 369.26/ｵｶ20/ 0015613573

子どもに頼らないしあわせ介護計画 高室 成幸／著 WAVE出版 2020.5 369.26/ﾀｶ20/ 0015357171

75歳からのサードライフ 宮崎 雄二／著
幻冬舎メディアコン
サルティング 2019.7 493.185/ﾐﾔ19/ 0014639496

セカンドライフ、はじめてみました bonpon／著 大和書房 2018.3 590.4/ﾎﾝ18/ 0014370514

※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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ゆる終活のための親にかけたい55の言葉 奥山 晶子／著 オークラ出版 2021.4 367.7/ｵｸ21/ 0015785207

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

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

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

おひとりさまでも最期まで在宅 中澤 まゆみ／著 築地書館 2020.6 498/ﾅｶ20/ 0015363534

Q&Aおひとりさま高齢単身者の相続・老後資金対策 101会／編著 清文社 2021.3 324.7/ｲﾁ21/ 0015707938

人生100年時代の着実なお金の作り方 石田 昇吾／著 総合法令出版 2019.10 338.18/ｲｼ19/ 0015054117

生の年金・死の年金 三村 正夫／著 セルバ出版 2021.2 364.6/ﾐﾑ21/ 0015738974

おひとりさまの「シニア金融」 岡内 幸策／著 日本経済新聞出版社 2018.4 367.7/ｵｶ18/ 0014414692

おひとりさまの老後対策 大村 大次郎／著 小学館 2020.4 367.75/ｵｵ20/ 0015220395

幸せな「ひとり老後」を送るためのお金の本 竹下 さくら／著 秀和システム 2021.1 591/ﾀｹ21/ 0015724461

長い老後のためのお金の基本 横山 光昭／著 筑摩書房 2020.2 591/ﾖｺ20/ 0015169055

しゃべらなくても楽しい!シニアの心身機能アップ体操50 斎藤 道雄／著 黎明書房 2021.1 369.263/ｻｲ21/ 0015429954

コロバヌエクササイズ 枝光 聖人／著 自由国民社 2020.10 493.185/ｴﾀ20/ 0015604317

人生100年時代の養生訓 秋山 和宏／著 亜紀書房 2020.7 493.185/ｱｷ20/ 0015339666

シニアのクルクルトントン体操 有吉 与志恵／著 講談社 2020.6 498.3/ｱﾘ20/ 0015324460

人生100年認知症になりたくない人に贈る脳健生活 繁岡 秀俊／著 マガジンランド 2020.2 493.758/ｼｹ20/ 0015164064

「自立できる体」をつくる /
人生100年時代のエクササイズ入門

湯浅 景元／著 平凡社 2019.8 498.3/ﾕｱ19/ 0015009897

寝たきり老後がイヤなら毎日とにかく歩きなさい! 安保 雅博／著 すばる舎 2018.11 498.35/ｱﾎ18/ 0014744239

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

60歳からはじめる自転車ライフ 辰巳出版 2019.11 L786.5/ﾛｸ20/ 0014651152

老後破産で住む家がなくなる!あなたは大丈夫? 高橋 愛子／著 日興企画 2019.8 338.74/ﾀｶ20/ 0014651160

素敵な人の終の棲家 宝島社 2020.7 365.3/ｽﾃ20/ 0015363567

自分で選ぶ老後の住まい方・暮らし方 近山 惠子／監修 彩流社 2015.3 365.3/ﾁｶ15/ 0012852877

老後に住める家がない! 太田垣 章子／著 ポプラ社 2020.1 365.34/ｵｵ20/ 0015121122

人生100年時代の60歳からの家 湯山 重行／著 エクスナレッジ 2020.7 527/ﾕﾔ20/ 0015530298

小さく暮らす。 宝島社 2020.6 L590/ﾁｲ20/ 0015257678
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