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資料区分 書名 巻次 著者名 出版者 出版年
一般 定年後が楽しくなるリフォーム 今井／淳子∥著 亜紀書房 2005.7
一般 定年がやってくる 青木  るえか∥著 筑摩書房 2014.4
一般 ５０歳からはじめるらくちんヨーガ 成瀬／雅春∥著 中央アート

出版社 2005.7
一般 毎日、しっかり！ボケ予防ごはん 本多  京子∥著 主婦の友社 2015.3
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 2014.1
一般 高齢余暇が地域を創る 瀬沼　克彰∥著 学文社 2006.1
一般 人生の「秋」の生き方 堺屋　太一∥編著 ＰＨＰ研究 2008.2
一般 定年病！ 野末　陳平∥〔著〕 講談社 2007.6
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 2010.8
一般 加齢なる日々 小川　有里∥著 毎日新聞社 2013.9
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 2006.9

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 2010.4

一般 老後に備えない新哲学 鷲田　小弥太∥著 彩流社 2006.6
一般 定年後大全 40087 日本経済新聞生活経済部

∥編
日本経済新
聞出版社 2009.2

一般 病気にならない１５の食習慣 日野原　重明∥著 青春出版社 2008.2
一般 マスゾエ式定年後極楽生活入門 舛添／要一∥著 小学館 2005.7
一般 図解定年後のお金〈完全〉マニュアル 羽田野　博子∥著 大和出版 2007.3
一般 １２５歳まで元気に生きる 満尾／正∥著 小学館 2005.4
一般 ひとりで暮らして、気楽に老いる 吉沢　久子∥著 講談社 1998.1
一般 定年後 楠木 新∥著 中央公論新 2017.4
一般 熟年シングルライフの達人 熟年シングルライフネッ

トワーク∥編 有楽出版社 2007.3
一般 一〇〇歳食レシピ編 永山　久夫∥著 家の光協会 2002.1
一般 ５０歳から人生を楽しむ人がしているこ 保坂  隆∥著 三笠書房 2017.1
一般 「６０歳の壁」をらく～に越える５つの

こころ術 はら／たいら∥著 海竜社 2003.9
一般 ６０歳から下手な生き方はしたくない 川北　義則∥著 大和書房 2013.8
一般 一彫入魂面打ち・仏像彫刻に挑戦！ 塩飽／晴海∥著 技術評論社 2005.2
一般 味噌・漬物・ベーコン作りに挑戦！ メディアユニオン∥著 技術評論社 2005.6
一般 熱帯魚・水草ガーデニングに挑戦！ 江良／達雄∥著 技術評論社 2005.4
一般 ねんきん生活。 生きがい 主婦と生活 2011.1
一般 「ひとり老後」を楽しむ本 保坂　隆∥著 ＰＨＰ研究 2010.1
一般 爺の手習い 吉川 潮∥著 ワニ・プラ 2018.4
一般 58歳からのハローワーク200%活用術 日向 咲嗣∥著 朝日新聞出 2018.3
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 2017.5

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 2012.1

一般 中高年のための「体を動かす」簡単運動
メニュー 松葉　育郎∥監修 主婦の友社 2008.4

一般 ５０歳からのボディ改造トレーニング 杉山　ちなみ∥監修 世界文化社 2013.5
一般 中高年からの山歩き 主婦と生活 1996.5
一般 自転車のある生活をはじめよう！ 青山／安彦∥著 技術評論社 2005.5
一般 お宝鑑定に挑戦！ メディアユニオン∥著 技術評論社 2004.1
一般 ６５歳からの健康づくりは５分の筋トレ

＋もりもり肉料理 殿塚　婦美子∥著 マガジンハ
ウス 2013.4

一般 健康寿命を延ばす 白沢　卓二∥著 小学館 2006.8
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資料区分 書名 巻次 著者名 出版者 出版年
一般 健康寿命を延ばそう 小林　修平∥監修 第一出版 2007.3
一般 荻原博子の大丈夫！老後のお金 オレンジ

ページ 2016.1
一般 ねんきん生活。 主婦と生活 2009.7
一般 ねんきん生活。 入門編 主婦と生活 2010.3
一般 ねんきん生活。 お金編 主婦と生活 2010.8
一般 長生き免疫学 安保／徹∥著 現代書林 2006.3
一般 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
一般 五〇歳からの定年準備 河村／幹夫∥〔著〕 角川書店 2005.6
一般 長生きの決め手は「酵素」にあった 鶴見　隆史∥著 河出書房新 2007.2
一般 「老けない体」は骨で決まる 山田　豊文∥著 青春出版社 2012.1
一般 老後貧乏は避けられる 大江  英樹∥著 文化学園文

化出版局 2015.3
一般 ５０歳からの「ながら運動」健康法 長野／茂∥著 ＰＨＰ研究 2004.3
一般 年を取ってもグングン体が丈夫になる法 石津　政雄∥著 講談社 2006.5
一般 １００歳まで長寿美人 白沢　卓二∥著 中央公論新 2013.9
一般 定年から輝く生き方 帯津　良一∥著 東洋経済新

報社 2010.7
一般 ６０歳からの５つの健康習慣 石川　恭三∥著 海竜社 2013.7
一般 人生は70歳からが一番面白い 弘兼 憲史∥著 SBクリエイ

ティブ 2018.1

一般 セカンドライフを愉しむ ドロシー　マッドウェイ
サンプソン∥著

ファーストプ
レス 2006.1

一般 六十代の幸福 俵／萠子∥著 海竜社 2003.1
一般 六十歳からは好きなように生きよう。 藤本／義一∥著 大和書房 2004.1
一般 中高年の山歩きおたすけブック ブルーガイド∥編 有楽出版社 2015.5
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 2006.1
一般 七十歳からの人生 近藤　康男∥編著 農山漁村文

化協会 1999.1
一般 １００歳まで歩こう 黒田／恵美子∥著 リヨン社 2005.1
一般 一生自分の足で歩こう!歩活のススメ 金村 卓∥著 メトロポリ

タンプレス 2017.1
一般 女６０代輝いて生きる 下重／暁子∥著 大和出版 2004.8
一般 定年後の楽しみは「囲碁」に決めよう 荻田　淑樹∥著 誠文堂新光 2007.7
一般 定年前からの健康法 岡本　裕∥著 サンマーク

出版 2011.2

一般 祝・還暦 安保　徹∥監修 健康ジャー
ナル社 2007.5

一般 ５１歳からのナグモ式軽量化 南雲　吉則∥著 小学館 2013.7
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 2006.9
一般 人間接着力 青木／匡光∥著 教育評論社 2006.1
一般 心と暮らしの「老いじたく」いきいきハ

ンドブック 井内　紀代∥著 秀和システ
ム 2006.8

一般 老後を豊かに生きるひとり暮らし安心術 石川　由紀∥著 情報セン
ター出版局 2008.8

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 2008.4
一般 団塊世代「次」の仕事 堺屋／太一∥監修 講談社 2006.5
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 2012.9
一般 ６０歳からの仕事ガイド 上田　信一郎∥著 有楽出版社 2007.9
一般 働く高齢者のための給料が減っても手取

りを減らさない方法 佐藤　敦∥著 ダイヤモン
ド社 2008.3

一般 ６５歳雇用延長の実務ポイント 小林／由香∥著 中経出版 2006.2
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資料区分 書名 巻次 著者名 出版者 出版年
一般 六〇歳から始める小さな仕事 瀬川　正仁∥著 バジリコ 2011.5

一般 過疎地で快適に暮らす。 鷲田　小弥太∥著
エムジー・
コーポレー

ション
2007.1

一般 ６０代の生き方・働き方 阿部  絢子∥著 大和書房 2015.7
一般 リストラ父さん定年父さん 大村／大次郎∥著 データハウ 2002.1
一般 ５５歳からの生き方を見つける！年金

じゃ足りない収入を得る仕事１００
５５プラスライフデザイ
ン室∥著

ＫＡＤＯＫ
ＡＷＡ 2016.3

一般 人生後半からの「好きな仕事」の見つけ 柏木　理佳∥著 ＰＨＰ研究 2006.1
一般 老後貧乏にならないためのお金の法則 田村  正之∥著 日本経済新

聞出版社 2015.3
一般 定年後でもちゃっかり増えるお金術 松崎 のり子∥著 講談社 2018.5
一般 １００歳までガンにならない食べ方ボケ

ない食べ方 白沢　卓二∥著 青春出版社 2011.7
一般 １００歳、元気、あたりまえ！ 吉川　敏一∥著 朝日新聞出 2011.3
一般 定年後のただならぬオジサン 足立　紀尚∥著 中央公論新 2006.1
一般 超高齢社会2.0 檜山 敦∥著 平凡社 2017.7
一般 〈老いがい〉の時代 天野  正子∥著 岩波書店 2014.3
一般 定年後 加藤　仁∥著 岩波書店 2007.2
一般 老後資金９０００万円の人生設計 上野／やすみ∥著 幻冬舎 2006.3
一般 図解知らないとソンをする！定年後のお 畠中  雅子∥監修 学研プラス 2016.3
一般 ウォーキングだけで老けない体をつくる 満尾 正∥著 宝島社 2017.1
一般 人生100年の習慣 NHKスペシャル取材班

∥著 講談社 2018.1
一般 ゲゲゲの老境三昧 水木　しげる∥著 徳間書店 2011.1
一般 定年オヤジのしつけ方 小川　有里∥著 講談社 2007.1
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 2009.3
一般 定年力 多湖／輝∥著 ごま書房 2006..6
一般 これからの老後はおもしろい 上野　健一∥著 こう書房 2006.1
一般 １０万時間の自由 紀平／正幸∥著 幻冬舎 2006.1
一般 私の定年後 岩波書店編集部∥編 岩波書店 2000.3
一般 セカンド・ステージの達人たち 佐橋／慶女∥著 芸文社 2005.4
一般 セカンド・ライフ マリアンヌ・ヴァン

ダーヴェルド∥著 主婦の友社 2006.3

一般 シニアライフ大百科 ２００８
－０９年 堀田　力∥監修 法研 2007.1

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 2004.9

一般 １００歳までボケない朝一番の簡単スー 白沢　卓二∥著 徳間書店 2011.8
一般 食べ方上手で一病息災 藤田／美明∥監修 婦人之友社 2001..5
一般 女子栄養大学の１００歳までボケない健

康レシピ 香川　靖雄∥監修 世界文化社 2012.7
一般 技術職だからできる定年後の仕事選び 田川　克巳∥著 ぱる出版 2007.2
一般 熟年離婚 岡野／あつこ∥監修 英知出版 2006.3
一般 定年生活の達人 グループＳＲ∥編 一ツ橋書店 2007.1
一般 定年前・定年後 ニッセイ基礎研究所∥ 朝日新聞社 2007.1
一般 豊かに老いを生きる 日野原／重明∥著 春秋社 2002.4
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 2009.9
一般 退職金、黙っていてはもらえない！ 萩原／京二∥著 ＰＨＰ研究 2006.1
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 2017.1
一般 55歳からのリアル仕事ガイド 松本 すみ子∥監修 朝日新聞出 2018.9
一般 お父さんのための裏ハローワーク 門倉  貴史∥著 方丈社 2016.1
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一般 もう一度働く！ 小島／貴子∥著 筑摩書房 2006.3
一般 認知症をよせつけない６０歳からの脳革 加藤  俊徳∥著 大和書房 2016.1
一般 老後は銀座で 山崎／武也∥著 ＰＨＰ研究 2003.9
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