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書名 巻次 著者名 出版者 出版年
葬儀・法要・お墓・相続がわかる事典 浅野　まどか∥著 西東社 2009.1

自分葬
新しい葬儀を考える
会∥著

ごま書房 1994.11

親を見送るときに役立つお金と心の本 天野　隆∥監修 主婦の友社 2012.12

死の本
荒俣／宏∥〔ほか〕
文

光琳社出版 1998.12

死とは何か 池田　晶子∥著 毎日新聞社 2009.4
知識ゼロからの相続の手続き 池田　陽介∥著 幻冬舎 2011.2
死ぬ前の覚悟 石川　恭三∥著 海竜社 2010.11
相続と遺言のことならこの１冊 石原  豊昭∥監修 自由国民社 2015.5
お墓のことを考えたらこの１冊 石原  豊昭∥著 自由国民社 2011.8

親と一緒に考えるかしこい相続 板倉　京∥著
日本経済新聞出
版社

2013.2

お葬式の雑学 市川　愛∥著 扶桑社 2009.11
子の世話にならずに死にたい 井上／治代∥著 講談社 2005.8
遺産分割の実例全集 今西／芳夫∥著 自由国民社 2006..5

死ぬ瞬間の５つの後悔
ブロニー　ウェア∥
〔著〕

新潮社 2012.12

おひとりさまの最期 上野  千鶴子∥著 朝日新聞出版 2015.11
最後の晩餐 宇田川　悟∥著 晶文社 2011.8
遺産分割のことならこの1冊 内海 徹∥著 自由国民社 2017.6
あの世心得。 永／六輔∥編著 文春ネスコ 2003.9
快老力 太田　典生∥著 イースト・プレ 2010.1
死学 大津　秀一∥著 小学館 2007.1
死ぬまでに決断しておきたいこと２０ 大津  秀一∥著 ＫＡＤＯＫＡＷ 2015.2
死ぬときに後悔すること２５ 大津　秀一∥著 致知出版社 2009.5
死ぬときにはじめて気づく人生で大切なこと33 大津 秀一∥著 幻冬舎 2017.5
なんとめでたいご臨終 小笠原 文雄∥著 小学館 2017.6
最高のお葬式最高のご供養 小黒沢  和常∥著 ベストブック 2016.4
今日が人生最後の日だと思って生きなさい 小沢  竹俊∥著 アスコム 2016.2
安心できる「永代供養墓」の選び方 小原  崇裕∥著 草思社 2014.1
死を生きる。 帯津　良一∥著 朝日新聞出版 2009.2
後悔しない逝き方 帯津  良一∥著 東京堂出版 2014.12
大・大往生 鎌田　実∥著 小学館 2013.7
死に方上手 鎌田　実∥著 岩波書店 2008.7
老い楽対談 上坂　冬子∥著 海竜社 2009.2
三木清『人生論ノート』を読む 岸見 一郎∥著 白澤社 2016.6
よくわかる生前準備 北村  香織∥編 小学館 2006.9
人間の死に方 久坂部  羊∥著 幻冬舎 2014.9
逝きかた上手 黒塚／信一郎∥著 ワニブックス 2006.3
覚悟の決め方 河野　太通∥著 扶桑社 2011.6
老いへの「身辺整理」 斎藤　茂太∥著 新講社 2011.7
大往生なんか、せんでもええやん！ 桜井　隆∥著 講談社 2010.5
臨終の七不思議 志賀  貢∥著 三五館 2017.2
世界一しあわせな臨終その迎え方の秘訣 志賀 貢∥著 メディアソフト 2018.1
死ぬまでになすべきこと 続 式田　和子∥著 主婦の友社 1994.12
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書名 巻次 著者名 出版者 出版年
死ぬまでになすべきこと 式田／和子∥〔著〕 角川書店 1996.11

人生最後の食事
デルテ　シッパー∥
著

シンコーミュー
ジック・エンタ
テイメント

2011.8

看取り士 柴田　久美子∥著 コスモ２１ 2013.5

自分らしい葬儀とお墓の全てが分かる本
自分らしい葬送を考
える企画委員会∥編

三省堂 2009.5

人は死んだらどこに行くのか 島田  裕巳∥著 青春出版社 2017.2
戒名は、自分で決める 島田　裕巳∥著 幻冬舎 2010.5

お金持ちじゃない人の相続の本
市民と相続を考える
税理士の会∥著

明日香出版社ア
シスト出版部

2012.2

老いの覚悟 下重　暁子∥著 海竜社 2011.12
妻に先立たれる前に 志茂田／景樹∥著 オレンジページ 2005.12
お墓ハンドブック 主婦の友社∥編 主婦の友社 2014.3
新しい葬儀・法要の進め方＆マナー 主婦の友社∥編 主婦の友社 2011.9
生・老・病・死を考える１５章 庄司／進一∥編著 朝日新聞社 2003.6
生きる智慧死ぬ智慧 瀬戸内／寂聴∥著 新潮社 2005.6
葬儀後の手続きとこれからのお墓選び 田代　尚嗣∥著 佼成出版社 2006.11
死はこわくない 立花  隆∥著 文芸春秋 2015.12
片づけられない親のための幸せの生前整理 辰巳  渚∥著 家の光協会 2014.2
良い死 立岩　真也∥著 筑摩書房 2008.9
安心で納得できる老後の住まい・施設の選び方 田中  元∥著 自由国民社 2016.5
余命１８日をどう生きるか 田村　恵子∥著 朝日新聞出版 2010.11
わが家で最期を。 千場 純∥著 小学館 2017.4
ふつうの生、ふつうの死 土本　亜理子∥著 文芸春秋 2007.1
死ぬときは苦しくない 永井　友二郎∥著 講談社 2006.7
〈死にざま〉の医学 永田　勝太郎∥著 日本放送出版協 2006.1
人は「死後の世界」をどう考えてきたか 中村 圭志∥著 KADOKAWA 2018.3
「治る」ことをあきらめる「死に方上手」のすす
め

中村  仁一∥〔著〕 講談社 2013.11

老後の生活破綻 西垣　千春∥著 中央公論新社 2011.7
親のおくり方 根岸  康雄∥著 ポプラ社 2016.4
「自分の介護」がやってきた 羽成／幸子∥著 春秋社 2003.9
いい人生は、最期の5年で決まる 樋野 興夫∥著 SBクリエイティ 2017.3
ひとはどう生き、どう死ぬのか 日野原／重明∥著 岩波書店 1997.6
いのちの終末をどう生きるか 日野原／重明∥著 春秋社 2002.6

お墓の法律Ｑ＆Ａ
平田／厚∥執筆者代
表

有斐閣 2000.4

こんな長寿に誰がした！ ひろ  さちや∥著 青春出版社 2014.1
のんびり生きて気楽に死のう ひろ　さちや∥著 ＰＨＰ研究所 2009.1
終活なんておやめなさい ひろ  さちや∥著 青春出版社 2014.6
ひろさちやの笑って死ぬヒント ひろ　さちや∥著 青春出版社 2010.6
お墓と埋葬の手帳 藤井／正雄∥監修 小学館 2002.1
遺贈寄付 星野 哲∥著 幻冬舎 2018.3
「田舎の家」をたたむということ 堀込／賢一∥著 講談社 2003.7
生前準備の基礎知識 本田　桂子∥著 旬報社 2010.4
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書名 巻次 著者名 出版者 出版年
立派な死 正木／晃∥著 文芸春秋 2005.5
死ぬ前に決めておくこと 松島／如戒∥著 岩波書店 2002.3
おひとり死 松原　惇子∥著 河出書房新社 2010.1
のこすことば 第２集 福井県三方町∥編 角川学芸出版 2004.4
のこすことば 福井県三方町∥編 ＴＢＳブリタニ 2003.4
死で終わるいのちは無い 三橋  尚伸∥著 ぷねうま舎 2016.2
９９歳一日一言 むの  たけじ∥著 岩波書店 2013.11
自分でつける戒名 門賀　美央子∥著 エクスナレッジ 2011.1
終活ファッションショー 安田　依央∥著 集英社 2012.6
やっぱりお墓にはいりますか 安田／睦彦∥著 マガジンハウス 1995.3
９０歳が語る臨終定年と生きがいづくり 山口  宗秋∥著 銀の鈴社 2016.7
死の体験授業 山崎  章郎∥著 サンマーク出版 2015.2
エンディングノート 山本 譲司∥著 光文社 2018.2

相続は「遺言信託」が安心です
遺言と相続を考える
会∥編

中経出版 2006.2

孤独死のリアル 結城  康博∥著 講談社 2014.5
よくわかる！チャート式葬儀・相続の基本 横山  光昭∥監修 宝島社 2015.12
ひとりで暮らして、気楽に老いる 吉沢　久子∥著 講談社 1998.1
私の遺品お願いします。 吉田　太一∥著 幻冬舎 2011.1
子どもに迷惑かけたくなければ死の迎え方は自分
で決めておきなさい

米山  公啓∥〔著〕
ディスカ
ヴァー・トゥエ

2013.7

死にカタログ 寄藤　文平∥著 大和書房 2005.12

永代供養墓の本
仏事ガイド編集部∥
編著

六月書房 2003.3

人は死ぬとき何を思うのか 渡辺  和子∥著 ＰＨＰ研究所 2014.7
賢い「お墓」の建て方、選び方 学研 2004.5
自分らしい葬儀 小学館 1998.6
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