
介護の〝か〟 中央館
2018年11月～12月展示

資料区分 書名 巻次 著者名 出版者 出版年

一般
「介護が必要かな」と思ったと
きにまず読む本

竹下　さくら∥著 日本経済新聞出版社 2012.7

一般
「噛む」「のみこむ」が困難な
お年寄りにやさしいレシピ

清水　イツミ∥著 メディクス 2006.1

一般
１０分でできるかんたん介護食
メニュー

在宅栄養アドバイザーＥ‐
ｎｅｔ∥監修　料理制作

主婦の友社 2006.12

一般 １つ作って×３世代おかず 舘野  鏡子∥著 主婦の友社 2014.5

一般
４０代から備える親の介護＆自
分の介護

横井  孝治∥監修 世界文化社 2013.11

一般
５０代からの快適住まいは８
０％バリアフリーの家

トーソー株式会社
トーソー出版

2009.6

一般 いつもの材料でつくるソフト食 黒田　留美子∥著 鉱脈社 2006.6

一般 おひとりさま介護 村田　くみ∥著 河出書房新社 2010.6

一般
お年寄りのためのおいしいひと
り分料理

佐伯／知美∥監修 主婦の友社 2005.8

一般 お年寄りの食事づくり 椎野 恵子∥著 日本放送出版協会 2002.1

一般 お父さんが倒れました 川嶋／光∥著 プレジデント社 2005.6

一般 お母さんありがとう 伊藤  シヅ子∥著 三恵社 2016.1

一般
かみにくい・飲み込みにくい人
の食事

藤谷  順子∥監修 主婦と生活社 2014.1

一般
かみやすい、飲み込みやすい健
康ごはん

山田 晴子∥料理指導 主婦の友社 2017.1

一般
かむ・飲み込むが困難な人の朝
昼夕献立カレンダー

女子栄養大学出版部 2006.3

一般 サラリーマン介護 池田  心豪∥監修 法研 2014.3

一般 しあわせの授業 里村　良一∥著 幻冬舎ルネッサンス 2012.12

一般 シニアの簡単１人分ごはん ＮＨＫ出版 2013.5

一般
シニアの簡単健康ごはん朝・
昼・晩

ＮＨＫ出版 2014.3

一般 シングル介護 おち　とよこ∥著 日本放送出版協会 2010.2

一般
スーパー嫁の汗と笑いの在宅介
護

バニラファッジ∥著 主婦と生活社 2013.12

一般
すぐに役立つ介護・福祉の法律
しくみと手続き

若林　美佳∥監修 三修社 2011.4

一般
テクニック図解かむ・飲み込む
が難しい人の食事

藤谷　順子∥監修 講談社 2011.12

一般
バリアフリー・デザイン・ガイ
ドブック

２０１５
－２０１
６年度版

バリアフリー  デザイン
ガイドブック編集部∥編集

三和書籍 2014.1

一般
ペコロスのいつか母ちゃんにあ
りがとう

岡野  雄一∥著 小学館 2016.8

一般 ほんわか介護 城戸　真亜子∥著 集英社 2009.1

一般
もう限界！！介護で心がいきづ
まったときに読む本

高室  成幸∥共同監修 自由国民社 2016.2

一般
もう限界！！介護費用を「１円
でも安くしたい」ときに読む本

高室  成幸∥監修 自由国民社 2016.2

一般 わが母最後のたたかい 相田  洋∥著 ＮＨＫ出版 2015.3

一般 愛と憎しみ奇跡の老老介護 阿井 渉介∥著 講談社 2017.11

一般
安心、安全、便利でラクラク
シニアのための応援グッズ

ダイヤモンド  ビジネス企
画∥編  著

ダイヤモンド・ビジ
ネス企画

2017.4

一般
一汁一菜でいい！楽シニアごは
ん

藤野  嘉子∥著 講談社 2016.5

一般
家族のおかずで、ちょこっとア
レンジ高齢食

中野／佐和子∥著 祥伝社 2006.3

一般 家族のための介護入門 岡田　慎一郎∥著 ＰＨＰ研究所 2010.9

一般
家庭でできる高齢者ソフト食レ
シピ

黒田／留美子∥監修 河出書房新社 2003.9

一般
家庭でできる高齢者ソフト食レ
シピ

2 黒田　留美子∥監修 河出書房新社 2010.9
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一般 我らがパラダイス 林  真理子∥著 毎日新聞出版 2017.3

一般 介護で仕事を辞めないために
グループ　けあ＆けあ２１
∥編著

創元社 2010.12

一般 介護にかかるお金 ＬＴＣ研究会∥著 講談社 2008.3

一般 介護はしないぞ 井上　雅義∥著 小学館 2013.7

一般 介護はつらいよ 大島  一洋∥著 小学館 2014.5

一般
介護経験ＦＰが語る介護のマ
ネー＆アドバイスの本

飯田　道子∥著 近代セールス社 2011.3

一般 介護入門 モブ・ノリオ∥著 文芸春秋 2004.8

一般 介護不安は解消できる 金田　由美子∥著 集英社 2011.3

一般
管理栄養士１０人がおすすめ！
シニアのらくらく毎日ごはん

ＮＨＫ出版 2015.3

一般 還れぬ家 佐伯　一麦∥著 新潮社 2013.2

一般 空き家の手帖 六原まちづくり委員会∥著 学芸出版社 2016.1

一般
健康寿命を延ばす高齢者の栄養
と食事

成田 美紀∥監修 池田書店 2018.5

一般 工学部ヒラノ教授の介護日誌 今野  浩∥著 青土社 2016.3

一般
高齢者にやさしい住宅増改築実
例集

家の光協会∥編 家の光協会 1997.1

一般
高齢者のためのかみやすく、飲
み込みやすいレシピ

武蔵　裕子∥料理 主婦と生活社 2011.12

一般 高齢者介護のコツ 石田　一紀∥編著 クリエイツかもがわ 2010.4

一般
最新図解でわかる介護保険のし
くみ

服部 万里子∥著 日本実業出版社 2018.7

一般 妻と私 江藤／淳∥著 文芸春秋 1999.7

一般 妻の大往生 永／六輔∥著 中央公論新社 2002.11

一般

市販介護食品に“もうひと手
間”でつくる毎日の介護食レシ
ピ

黒田／留美子∥監修 河出書房新社 2005.4

一般 自宅介護のコツとアイデア
ホームヘルパー自由学習会
いろは塾∥監修

学研 2004.9

一般 実家のたたみ方 千葉  利宏∥著 翔泳社 2014.4

一般
実例でわかるバリアフリー改修
の実践ノウハウ

佐橋　道広∥著 オーム社 2011.4

一般 実録家で親を看取る 中山  庸子∥著 海竜社 2016.3

一般
住まいＱ＆Ａ高齢者対応リ
フォーム

片岡／泰子∥著 井上書院 2003.7

一般 住まいで「老活」 安楽 玲子∥著 岩波書店 2018.6

一般
小さなフライパン１つで！シニ
アの１人分ごはん

ＮＨＫ出版 2016.11

一般
昌枝、俺の人生をおまえにあげ
る

中野　則行∥著 現代書林 2013.2

一般 心が楽になる介護のヒント 読売新聞生活部∥編 中央公論新社 2013.7

一般
親が倒れる前に必ず読んでおき
たい本

望月　幸代∥著 ミネルヴァ書房 2008.5

一般 親の家を片づける 主婦の友社∥編 主婦の友社 2013.6

一般
親の家を片づける実践ハンド
ブック

主婦の友社∥編 主婦の友社 2014.2

一般
親の家を片づける土地建物相続
問題

主婦の友社∥編 主婦の友社 2014.4

一般
親の介護が必要になったときに
やるべきこと

中村  寿美子∥著 ＰＨＰ研究所 2015.2

一般
親の入院・介護が必要になった
ときに読む本

豊田　真弓∥編著 日本実業出版社 2010.6

一般
図解介護保険の改正早わかりガ
イド

2018年度 井戸 美枝∥著 日本実業出版社 2017.1

一般
図解親の財産を見つけて実家を
たたむ方法

内藤 久∥著 ビジネス社 2018.7

一般 青山流がんばらない介護術 青山　幸広∥著 講談社 2011.11
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一般
知っていると楽になる高齢者の
介護３０

黒岩　恭子∥著 日本放送出版協会 2010.11

一般 長女たち 篠田  節子∥著 新潮社 2014.2

一般 田舎の実家の片づけ方 赤沢  健一∥著 洋泉社 2013.12

一般 認知症の私からあなたへ 佐藤  雅彦∥著 大月書店 2016.5

一般
認知症予防におすすめ図書館利
用術

結城  俊也∥著 日外アソシエーツ 2017.1

一般
認知症予防におすすめ図書館利
用術

2 結城 俊也∥著 日外アソシエーツ 2018.6

一般 夫の後始末 曽野 綾子∥著 講談社 2017.1

一般 夫婦ふたりのシニアごはん 城川  朝∥著 講談社 2014.11

一般 父と息子の大闘病日記 神足  裕司∥著 扶桑社 2014.9

一般 父よ、ロング・グッドバイ 盛田  隆二∥著 双葉社 2016.4

一般
覆面介護師ゴージャス★ニュー
ドウ

木村　航∥著 双葉社 2012.1

一般 母と息子の老いじたく ねじめ　正一∥著 中央公論新社 2011.4

一般 洋七・おかんのがばい介護日記 島田  洋七∥著 朝日新聞出版 2015.2

一般 老親介護は突然やってきた！ 太田　知子∥著 ユック舎 2007.7

一般 恍惚の人 有吉／佐和子∥著 新潮社 1979
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