
（※一般：大人向け　児童：子ども向け）
資料区分 書名 巻次 著者名 出版者
一般 ９５歳からの勇気ある生き方 日野原　重明∥著 朝日新聞社
一般 超高齢社会の法律、何が問題なのか 樋口  範雄∥著 朝日新聞出版
一般 一度は見たい「浮世絵」名作１００選 白倉  敬彦∥監修 宝島社
一般 老人力自慢 赤瀬川　原平∥編著 筑摩書房
一般 スローライフ 筑紫／哲也∥著 岩波書店
一般 老い力 佐藤　愛子∥著 海竜社
一般 ５０歳からお金の心配がなくなる本 生島／ヒロシ∥著 幻冬舎
一般 老いの流儀 吉本／隆明∥著 日本放送出版協会
一般 シニアの読書生活 鷲田　小弥太∥著 エムジー・コーポレーション

一般 老いらくの花 小沢　昭一∥著 文芸春秋
一般 イチバン親切な油絵の教科書 上田  耕造∥著 新星出版社
一般 六〇歳から始める小さな仕事 瀬川　正仁∥著 バジリコ
一般 いまからはじめる陶芸入門 上田　宗寿∥著 新星出版社
一般 定年生活の達人 グループＳＲ∥編 一ツ橋書店
一般 もう一度働く！ 小島／貴子∥著 筑摩書房
一般 老人の極意 村松  友視∥著 河出書房新社
一般 老い方上手 上野  千鶴子∥著 ＷＡＶＥ出版
一般 ９１歳毒舌系女子、喧嘩を売って生きてます バニラファッジ∥著 主婦と生活社
一般 お守り幸せ手帖 瀬戸内  寂聴∥著 朝日出版社
一般 定年退職後の生活＆資産設計の描き方 柳沼／正秀∥著 すばる舎
一般 九十歳。生きる喜び学ぶ楽しみ 清川　妙∥著 海竜社
一般 ７０歳からのひとり暮らし 遠藤／順子∥著 祥伝社
一般 「ねんきん定期便」活用法 首藤　由之∥著 朝日新聞出版
一般 人生百年私の工夫 日野原／重明∥著 幻冬舎
一般 ６５歳で人生を変える 本岡  類∥著 毎日新聞出版
一般 老いごころの本音 式田／和子∥著 サンマーク出版
一般 アダルト・ピアノ 井上／章一∥著 ＰＨＰ研究所
一般 ５０代から得する優待サービス活用ガイド 優待サービス活用研究会∥編 中経出版
一般 定年後大全 Oct-09 日本経済新聞生活経済部∥編 日本経済新聞出版社

一般 「生涯現役」時代への挑戦 山口　宗秋∥著 産業能率大学出版部

一般 これじゃあ死ぬまでやめられない！ やなせ  たかし∥著 フレーベル館
一般 老いの常識 式田／和子∥著 マガジンハウス
一般 ちょっと早めの老い支度 岸本　葉子∥著 オレンジページ
一般 老いてこそ上機嫌 田辺　聖子∥著 海竜社
一般 ９０歳までスケジュールがいっぱい。 根本／光晴∥著 実務教育出版
一般 定年前後からの仕事選び全ガイド 成美堂出版編集部∥編 成美堂出版
一般 入門書道 三宅／相舟∥編著 雄山閣出版
一般 日本人は、なぜ老後の資産運用を間違うのか？ 藤原　美喜子∥著 小学館
一般 マイホームで年金をつくる ＨＬＰセンター∥監修 評言社
一般 押し絵の小さな世界 いっぺい∥〔著〕 パッチワーク通信社

一般 人は道草を食って生きる 赤瀬川／隼∥著 主婦の友社
一般 ６０歳からの現実（リアル） ６０歳からの未来を考える会∥著 ポプラ社
一般 三味線をはじめよう！ 津川／信子∥監修 成美堂出版
一般 老人力 赤瀬川／原平∥著 筑摩書房
一般 最高齢プロフェッショナルの条件 徳間書店取材班∥著 徳間書店
一般 老後に本当はいくら必要か 津田　倫男∥〔著〕 祥伝社
一般 下流老人と幸福老人 三浦  展∥著 光文社
一般 マスゾエ式定年後極楽生活入門 舛添／要一∥著 小学館
一般 老い楽対談 上坂　冬子∥著 海竜社
一般 大人のための読書法 和田／秀樹∥〔著〕 角川書店
一般 私の財産告白 本多／静六∥著 実業之日本社
一般 ６０歳からの暮らしの処方箋 西　和彦∥著 幻冬舎ルネッサンス

一般 いちばん行きたい世界遺産 平川　陽一∥編 新人物往来社
一般 １００歳になるための１００の方法 日野原／重明∥著 文芸春秋
一般 老後はこんな家で暮らしたい 上野／健一∥著 こう書房
一般 楽しんで生きる老い 佐橋　慶女∥著 海竜社
一般 ほんとうに７０代は面白い 桐島  洋子∥著 海竜社



一般 妻も年金夫の年金 菅野　美和子∥著 企業年金研究所
一般 豊かに老いを生きる 日野原／重明∥著 春秋社
一般 もっと知りたい尾形光琳 仲町　啓子∥著 東京美術
一般 書道入門コツのコツ 手紙編 石飛／博光∥著 日本放送出版協会
一般 定年前・定年後 ニッセイ基礎研究所∥著 朝日新聞社
一般 自分年金をつくる 岩崎　日出俊∥著 ベストセラーズ
一般 老人自立宣言！ 村山／孚∥著 草思社
一般 年をとったら驚いた！ 嵐山  光三郎∥著 新講社
一般 くずし字で「徒然草」を楽しむ 中野　三敏∥著 角川学芸出版
一般 定年前 三浦／れいこ∥著 朝日新聞社
一般 もうすぐ百歳、ふり返らず。 吉沢  久子∥著 河出書房新社
一般 人生の「秋」の生き方 堺屋　太一∥編著 ＰＨＰ研究所
一般 百歳ゆきゆきて 宇野／千代∥著 世界文化社
一般 下流老人 藤田  孝典∥著 朝日新聞出版
一般 不良定年 嵐山／光三郎∥著 新講社
一般 老年のぜいたく 三浦　朱門∥著 青萠堂
一般 ６０歳から少しだけ社会貢献を始める本 佐藤　葉∥著 実務教育出版
一般 いまさら聞けない融資の常識５０考 高橋　俊樹∥著 金融財政事情研究会

一般 年金１年生 菅野　美和子∥著 主婦の友社
一般 セカンドライフを考えたらこの１冊 岡田　良則∥著 自由国民社
一般 はじめてのルーヴル 中野　京子∥著 集英社
一般 鐔・刀装具１００選 飯田　一雄∥著 淡交社
一般 九十歳のつぶやき 大野  英子∥著 駒草出版
一般 老いる覚悟 森村　誠一∥著 ベストセラーズ
一般 老いの思想 安西／篤子∥著 草思社
一般 絵のある人生 安野／光雅∥著 岩波書店
一般 「日本国破産」を生き抜くための資産防衛術 津田　倫男∥著 阪急コミュニケーションズ

一般 定年後のお金全疑問４５ 白根／寿晴∥著 東京書籍
一般 これからの老後はおもしろい 上野　健一∥著 こう書房
一般 死ねない老人 杉浦  敏之∥著 幻冬舎メディアコンサルティング

一般 日本一やさしいデジタル写真をとことん楽しむ方法 滋野　由美∥講師 主婦の友社
一般 老いの居場所 式田  和子／著 うなぎ書房
一般 はじめよう！ミュージックベル 竹内　圭子∥編著
一般 ６５歳定年制の罠 岩崎　日出俊∥著 ベストセラーズ
一般 ９９歳、現在進行形ね。 笹本　恒子∥著 小学館
一般 老いを生きる暮しの知恵 南　和子∥著 筑摩書房
一般 心ゆたかに老いる「おつきあい術」 吉沢／久子∥著 二見書房
一般 知って得する年金のもらい方 磯村  元史∥著 プレジデント社
一般 はじめての透明水彩花手帖 青木／美和∥著 河出書房新社
一般 「いつ死んでもいい」老い方 外山　滋比古∥著 講談社
一般 やばい老人になろう さだ まさし∥著 PHP研究所
一般 美しい老年のために 中野／孝次∥著 海竜社
一般 日本の年金 駒村  康平∥著 岩波書店
一般 どうなる？あなたの社会保障 朝日新聞企画報道部∥編 朝日新聞社
一般 かんたん楽しい紙版画 佐川  ヤスコ∥著 マガジンランド
一般 自己責任時代のマネー学入門 滝川／好夫∥著 日本評論社
一般 最強！自力年金術 横森／一輝∥著 講談社
一般 始めよう！「定年塾」 河上　多恵子∥著 学研教育出版
一般 一日一書 石川／九楊∥著 二玄社
一般 ６０代の生き方・働き方 阿部  絢子∥著 大和書房
一般 凛としたシニア 榊原　節子∥著 ＰＨＰ研究所
一般 増やせる年金カンタン計算 企業年金研究所ライフプラン　コンサルティング　チーム∥編 企業年金研究所
一般 新老人の思想 五木  寛之∥著 幻冬舎
一般 ７０歳！ 五木  寛之∥著 文芸春秋
一般 知っておきたい日本の名刀 杉浦  良幸∥監修 ベストセラーズ
一般 ５０代のいま、やっておくべきお金のこと 中村　芳子∥著 ダイヤモンド社
一般 老後破産しないためのお金の教科書 塚崎  公義∥著 東洋経済新報社
一般 天命 五木／寛之∥著 東京書籍
一般 古美術へのさそい 工藤  吉郎∥著 里文出版



一般 フィルムカメラのはじめかた 上田 晃司∥著 技術評論社
一般 一〇〇歳が聞く一〇〇歳の話 日野原  重明∥聞き手 実業之日本社
一般 お父さん！これが定年後の落とし穴 大宮　知信∥著 講談社
一般 ６０代からの住み替えを考える本 長岡　美代∥著 実務教育出版
一般 ９７歳。いくつからでも人生は考え方で変わります 吉沢  久子∥著 海竜社
一般 超老人の壁 養老 孟司∥著 毎日新聞出版
一般 老年の品格 三浦　朱門∥著 海竜社
一般 ６０歳からのシンプル満足生活 三津田　富左子∥著 三笠書房
一般 嫌老社会を超えて 五木  寛之∥著 中央公論新社
一般 ８６歳乙女系女子、恋の力で生きてます バニラファッジ∥著 主婦と生活社
一般 老年の良識 中野　孝次∥著 海竜社
一般 人生のお福分け 清川  妙∥著 集英社
一般 渡る老後に鬼はなし 橋田  寿賀子∥著 朝日新聞出版
一般 はじめよう！合唱 青島／広志∥著・イラスト 全音楽譜出版社
一般 百歳は次のスタートライン 日野原　重明∥著 光文社
一般 老いかた上手 吉沢／久子∥著 経済界
一般 「超」リタイア術 野口／悠紀雄∥著 新潮社
一般 晩年の発見 下重　暁子∥著 大和書房
一般 老いは迎え討て 田中　澄江∥著 青春出版社
一般 長期投資を始めるなら５０歳からが旬！ 沢上　篤人∥著 有楽出版社
一般 １０１歳の少年 三浦／敬三∥著 実業之日本社
一般 上坂冬子の老いの一喝 上坂　冬子∥著 産経新聞出版
一般 媚びない老後 桐島 洋子∥著 中央公論新社
一般 人生、９０歳からおもしろい！ やなせ　たかし∥著 フレーベル館
一般 Ｎｏ．１コンサルタントがこっそり教える守るお金、攻めるお金 小宮  一慶∥著 ダイヤモンド社
一般 六十代の幸福 俵／萠子∥著 海竜社
一般 歌うとなぜ「心と脳」にいいか？ 大島／清∥著 新講社
一般 日本人の老後 長山　靖生∥著 新潮社
一般 人生がガラリ変わる！美しい文字を書く技術 猪塚／恵美子∥〔著〕 講談社
一般 0円で生きる 鶴見 済∥著 新潮社
一般 定年後 楠木 新∥著 中央公論新社
一般 ８３歳の女子高生球児 上中別府  チエ∥著 主婦の友社
一般 年金で豊かに暮らせる日本の町ガイド わいふ編集部∥編 学陽書房
一般 老年の流儀 三浦　朱門∥著 海竜社
一般 老人の壁 養老  孟司∥著 毎日新聞出版
一般 ときめきシニア・11講 青木 羊耳∥著 ブイツーソリューション

一般 自然を生きる 玄侑　宗久∥著 東京書籍
一般 スローライフのマネー学 三井住友銀行コンサルティング事業部∥編著 小学館スクウェア
一般 ６０歳からの仕事ガイド 上田　信一郎∥著 有楽出版社
一般 ９２歳まだまだやりたいことばかり 近藤  富枝∥著 河出書房新社
一般 オペラ鑑賞ガイド 小学館
一般 100歳まで生きる手抜き論 吉沢 久子∥著 幻冬舎
一般 押し花レッスン 柳川／昌子∥著 家の光協会
一般 地方仏を歩く 2 丸山／尚一∥著 日本放送出版協会
一般 生きる場所を、もう一度選ぶ 小林  奈穂子∥著 インプレス
一般 ＭＯＡ美術館 ＭＯＡ美術館∥監修  著 東京美術
一般 人生１００年時代への船出 樋口  恵子∥著 ミネルヴァ書房
一般 八十二歳のひとりごと 秋山  ちえ子／著 岩波書店
一般 お金オンチの私が株式投資を楽しめるようになった理由 吹田  朝子∥著 シーアンドアール研究所

一般 大人しく老いてなんかいられない 広瀬 久美子∥著 海竜社
一般 下流老人 続 藤田  孝典∥著 朝日新聞出版
一般 60歳からの「しばられない」生き方 勢古 浩爾∥著 ベストセラーズ
一般 老いるヒント シャーウィン裕子∥著 情報センター出版局

一般 自然からの贈りもの押し花絵 山岸／英子∥著 文化出版局
一般 定年前後の年金・保険・税金の手続きをするならこの１冊 岡田  良則∥著 自由国民社
一般 超高齢社会2.0 檜山 敦∥著 平凡社
一般 百歳人生を生きるヒント 五木 寛之∥著 日本経済新聞出版社

一般 ご隠居の底力 シニアジョブ∥著 徳間書店
一般 働けるうちは働きたい人のためのキャリアの教科書 木村 勝∥著 朝日新聞出版



一般 老後の生活破綻 西垣　千春∥著 中央公論新社
一般 この絵、どこがすごいの？ 佐藤　晃子∥著 新人物往来社
一般 カンタンすぎてごめんなさい！孫とはじめるパソコン ＮＨＫ出版∥編 日本放送出版協会
一般 いまさらはじめる６０歳からのインターネット生活 「デ実家」普及委員会∥編 ＮＴＴ出版
一般 木村孝のきものおしゃれ塾 木村　孝∥著 ハースト婦人画報社

一般 シニアの簡単１人分ごはん ＮＨＫ出版
一般 はじめましての棒針教室 文化出版局∥編 文化学園文化出版局

一般 いちばんやさしい和裁の基本 松井  扶江∥監修 ナツメ社
一般 美肌革命 佐伯／チズ∥著 講談社
一般 Secretシニアビューティメイク えがお写真館∥著 扶桑社
一般 美肌塾 佐伯／チズ∥著 講談社
一般 小花モチーフ１００ レズリー　スタンフィールド∥著 主婦の友社
一般 手づくりくるみボタンの本 田口　由香∥著 誠文堂新光社
一般 図案刺繍のいろ ａｔｓｕｍｉ∥著 ビー・エヌ・エヌ新社

一般 パステル 杉野　宣雄∥〔作〕 日本ヴォーグ社
一般 ちいさな季節の飾りもの パッチワーク通信社

一般 実年齢を信じてもらえないほどきれいな人になる方法 長田　一美∥著 ブルーロータスパブリッシング

一般 優しいレース編み 河合　真弓∥〔著〕 日本ヴォーグ社
一般 つまみ細工とちりめん小箱 日本ヴォーグ社
一般 基本テクニックだけでつくる天然石ジュエリー 横堀  美穂∥著 講談社
一般 はじめましてのかぎ針教室 文化出版局∥編 文化学園文化出版局

一般 紙刺繍のたのしび ａｔｓｕｍｉ∥著 ビー・エヌ・エヌ新社

一般 手作りで心を伝えるかわいい孫への贈り物 ＮＨＫ出版∥編 日本放送出版協会
一般 美肌食 佐伯／チズ∥著 講談社
一般 知らないと損するシニア割引徹底活用ガイド 造事務所∥編 双葉社
一般 ブックカバーとノートカバーの作り方 えかた  けい∥著 日貿出版社
一般 かんたん、かわいい。リボンでつくるお花の本 野木　陽子∥著 ＰＨＰ研究所
一般 癒されてきれいになるおひとりさま温泉 石井　宏子∥著 朝日新聞出版
一般 バリアフリー温泉で家族旅行 [正] 山崎 まゆみ∥著 昭文社
一般 温泉療養の手帖 民間活力開発機構
一般 北陸とっておきパワースポット ウララコミュニケーションズ／〔編〕 ウララコミュニケーションズ

一般 オトナのための社会見学ガイドブック 群青　洋介∥監修 明治書院
一般 バリアフリー温泉で家族旅行 続 山崎 まゆみ∥著 昭文社
一般 「名旅館」全国７５軒 ハースト婦人画報社

一般 日本百低山 日本山岳ガイド協会∥編 幻冬舎
一般 和の佇まいを 中村　昌生∥著 宮帯出版社
一般 お茶を楽しむために 三田　富子∥著 淡交社
一般 茶の湯のススメ コロナ・ブックス編集部∥編 平凡社
一般 図解　「茶の湯」入門 原　宗啓∥著 PHP研究所
一般 シニア　ダイビングガイドブック 豊田　直之∥著 阪急コミュニケーションズ

一般 今日からできるはじめての社交ダンス 笠井　博∥著 日東書院
一般 アクア・エクササイズ 安全で爽快に、体脂肪を燃やす！！ 西村　正剛∥共著 大泉書店
一般 水中運動でアンチエイジング 八木式プールエクササイズ 水の力で老化に打ち勝つ 八木 香∥著 滋慶出版
一般 ＢＢおけいこＢＯＯＫ ＢＢおけいこＢＯＯＫ マリン企画
一般 檀ふみの茶の湯はじめ 檀　ふみ∥著 アシェット婦人画報社

一般 フラダンスのはじめ 伊藤　彩子∥著 ＷＡＶＥ出版
一般 じめてのフラ 踊って、感じて…フラのすべてを知りたい！ 素敵なフラスタイル イカロス出版
一般 やさしいハワイアンダンスＨＵＬＡ アロヒラニナオミ中川∥監修 マリン企画
一般 はじめての茶道 本人の目線で点前を学ぶ 田中　仙融∥著 中央公論新社



出版年
2007.3

2015.12
2013.12
1999.6
2006.4
2007.1
2004.1
2002.6

2008.11
2006.6
2014.2
2011.5

2007.11
2007.1
2006.3
2015.1

2014.12
2014.1
2014.4
2006.2
2011.7
2004.5

2009.12
2002.7
2016.2
1996.2
2004.7
2004.9
2009.2
2006.9
2014.2
2000.1
2012.1
2010.1
2004.5
2005.5
1999.3

2007.12
2009.7
2014.7
2001.5
2010.4

2004.12
1998.9
2012.9
2010.2
2016.3
2005.7
2009.2
2005.9
2005.7
2010.8
2011.4
2004.1
2003.1
2011.2

2014.12



2006.11
2002.4
2008.9
2006.4
2007.1
2012.3
2005.1
2014.4
2013.1
2005.2
2015.2
2008.2
2002.3
2015.6
2005.2
2011.6
2009.3
2006.8
2011.2
2006.9
2013.7
2004.8
2014.1
2011.5
2003.5
2003.9
2012.6

2006..6
2006.12
2017.2
2010.12
199907
2012.9
2013.3
2013.9
2007.3
2003.3
2015.1
2005.6
2011.11
2017.9
2000.1
2014.9
2006.1
2015.7
2005.9
2004.1
2012.4
2002.5
2015.7
2009.1
2006.1
2013.12
2016.8
2015.6
2006.1
2015.11
2005.9
2014.12



2017.1
2015.1
2009.9
2008.4
2015.8
2017.3
2010.12
2006.11
2015.9
2014.1
2008.1
2014.1
2016.8
2006.1
2010.1
2002.4
2004.1
2011.7
2011.5
2006.11
2005.2
2009.5
2017.3
2009.7
2013.1
2003.11
2005.2
2007.3
2006.1
2017.12
2017.4
2013.12
2003.4
2011.11
2016.3
2017.11
2011.8
2003.2
2007.9
2015.1
1997.7
2017.11
1994.1
2004.2
2017.2
2017.2
2013.12
199909
2016.11
2017.3
2016.12
2017.11
2006.5
1996.6
2016.9
2017.7
2017.12
2008.9
2017.5



2011.7
2012.3
2003.7
2010.3
2011.12
2013.5
2012.9
2015.4
2004.7
2017.11
2005.11
2011.1
2010.3
2014.4
2006.6
2007.9
2012.7
2011.2
2005.1
2013.11
2011.12
2012.11
2006.1
2005.3
2014.12
2016.11
2006.12
2009.1
2015.12
2005.5
2013.1
2011.3
2017.11
2012.2
2017.8
2011.11
1995.9
2005.12
2004.7
2004.6
2005.4
2001.1
2016.6
2006.8
2008.11
2004.6
2012.6
2002.1
2013.3
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