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資料区分 書名 巻次 著者名 出版者 出版年
一般 英語の名句・名言 ピーター・ミルワード∥ 講談社 1998.5
一般 どうする？身近な人の「うつ」 上野／玲∥著 文春ネスコ 2002.6
一般 一度しかない人生だから ヒロコ　ムトー∥著 海竜社 2011.9
一般 安岡正篤人生信条 安岡　正篤∥著 致知出版社 2009.6
一般 生きているということは 永／六輔∥編 朝日出版社 2000.4
一般 まあいいか 大竹  しのぶ∥著 朝日新聞出 2015.1
一般 頭にやさしい雑学読本 竹内／均∥編 同文書院 1990.1
一般 一語一会 朝日新聞社∥編 亜紀書房 2005.5
一般 北大路魯山人という生き方 長浜　功∥著 洋泉社 2008.2
一般 生きることも死ぬこともイヤな人のため

の本 中島／義道∥著 日本経済新
聞社 2005.9

一般 楽老のすすめ 多湖　輝∥著 海竜社 2011.6
一般 生き方の流儀 渡部　昇一∥著 致知出版社 2011.5
一般 大人の見識 阿川　弘之∥著 新潮社 2007.1
一般 苦しみあってこそ人生 曽野  綾子∥著 海竜社 2015.5
一般 愛する伴侶（ひと）を失って 加賀　乙彦∥著 集英社 2013.6
一般 こんな生き方もある 佐藤 愛子∥[著] KADOKAW 2018.1
一般 笑いの力 河合／隼雄∥著 岩波書店 2005.3
一般 日本人の人生相談 石原  壮一郎∥著 ワニブック 2015.2
一般 著名人が語る〈生きるヒント〉 3 リブリオ出 1997.4
一般 安らぎの処方箋（カルテ） 斎藤／茂太∥著 新講社 1994.1
一般 生涯現役の知的生活術 小野田　寛郎∥著 育鵬社 2012.1
一般 音楽の名言名句事典 朝川　博∥編著 東京堂出版 2012.8
一般 一冊まるごと渡部昇一 致知出版社 2018.4
一般 創造&老年 横尾 忠則∥著 SBクリエイ

ティブ 2018.1

一般 限りなく透明に凛として生きる 佐藤  初女∥著 ダイヤモン
ド社 2015.3

一般 つれづれ人生訓 三木／紀人∥著 集英社 1995.8
一般 著名人が語る〈生きるヒント〉 5 リブリオ出 1997.4
一般 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
一般 人生心得帖／社員心得帖 松下  幸之助∥著 ＰＨＰ研究 2014.4
一般 いきものちょっといい話 中村　浩之∥編著 三才ブック 2006.8
一般 死にゆく人の心に寄りそう 玉置 妙憂∥著 光文社 2019.1
一般 コンビニ・ララバイ 池永／陽∥著 集英社 2002.6
一般 年齢（よわい）は財産 日本ペンクラブ∥編 光文社 2008.1
一般 心配事の９割は起こらない 枡野　俊明∥著 三笠書房 2013.9
一般 生きかた上手 日野原　重明∥著 いきいき株

式会社出版 2013.4
一般 知識ゼロからの中国名言・名詩 河田　聡美∥著 幻冬舎 2006.7
一般 ばぁば、93歳。暮らしと料理の遺言 鈴木 登紀子∥著 主婦と生活 2018.7
一般 脳と魂 養老／孟司∥〔著〕 筑摩書房 2005.1
一般 高僧に学ぶ自戒のことば１０８ 荒／了寛∥著 日貿出版社 2005.6
一般 隠居学 加藤／秀俊∥著 講談社 2005.8
一般 千年たってもいい話 斎藤　一人∥著 マキノ出版 2009.9
一般 心ゆたかな四季ごよみ 吉沢　久子∥著 集英社 2006.1
一般 それでもこの世は悪くなかった 佐藤  愛子∥著 文芸春秋 2017.1
一般 開運・長寿のための戒語・金言・名句集 本堂  清∥画  文 批評社 2017.1
一般 おかげさまの命を生きる 鷹司　誓玉∥著 講談社 2011.3
一般 いのち輝くいい話 2 日本看護協会∥編 河出書房新 2016.1
一般 もっと！イグ・ノーベル賞 マーク・エイブラハムズ

∥著
ランダムハ
ウス講談社 2005.8
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一般 生きていくあなたへ 日野原 重明∥著 幻冬舎 2017.9
一般 こころとお話のゆくえ 河合 隼雄∥著 河出書房新 2017.8
一般 老年を愉しむ10の発見 ヴィルヘルム  シュミッ

ト∥著 三笠書房 2017.1
一般 103歳。どこを向いても年下ばかり 笹本 恒子∥著 PHP研究所 2017.1
一般 君よ、志を持って生きてみないか 石川／洋∥著 致知出版社 2005.2
一般 人間関係がうまくいく！人づきあい風水 林　秀静∥監修 洋泉社 2011.3
一般 地獄に堕ちる人堕ちない人 ひろ／さちや∥著 ぶんか社 2002.5
一般 針と糸 小川 糸∥著 毎日新聞出 2018.1
一般 オンナの奥義 阿川 佐和子∥著 文藝春秋 2018.1
一般 ペットを安らかに送る終活のすべて 主婦の友社∥編 主婦の友社 2018.9
一般 哲学者190人の死にかた サイモン  クリッチリー∥ 河出書房新 2018.6

一般 先生、ちょっと人生相談いいですか? 瀬戸内 寂聴∥著
集英社イン
ターナショ
ナル

2018.1

一般 くつろぎのナチュラルガーデン 主婦の友社∥編 主婦の友社 2006.1
一般 幸福の法則一日一言 宇野　千代∥著 海竜社 2007.1
一般 毅然として死ねない人よ。それでいいで

はありませんか。 遠藤  周作∥著 海竜社 2014.1
一般 生き方’元気になるには 坂東　真理子∥著 フォー・ 2008.9
一般 60歳からの新・幸福論 曽野 綾子∥ほか著 宝島社 2018.1
一般 人生は還暦から! 小山内 美江子∥著 ヨシモト

ブックス 2018.1
一般 こどもギリシア哲学 齋藤 孝∥著 草思社 2018.2
一般 〈非まじめ〉をきわめる 森／政弘∥〔著〕 講談社 1995.4
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 2006.5
一般 わたし、還暦? 大竹 しのぶ∥著 朝日新聞出 2017.1
一般 今日すべきことを精一杯! 日野原 重明∥著 ポプラ社 2017.3
一般 負の感情を捨てる方法 中島  輝∥著 朝日新聞出 2015.1
一般 老いて、若返る 日野原　重明∥著 小学館 2011.4
一般 親鸞と世阿弥 梅原　猛∥著 文芸春秋 2011.1
一般 わが屍は野に捨てよ 佐江／衆一∥著 新潮社 2002.8
一般 いのち輝くいい話 日本看護協会∥編 河出書房新 2013.1
一般 隠居学 続 加藤　秀俊∥著 講談社 2007.2
一般 おふたり様のシンプルライフ 村上　祥子∥著 ＰＨＰ研究 2012.1
一般 「生」の日ばかり 秋山　駿∥著 講談社 2011.7
一般 生きるヒント抄２０ 五木／寛之∥著 講談社 2005.1
一般 禅語ちょっといい話 金岳　宗信∥著 芙蓉書房出 2007.9
一般 老いの才覚 曽野　綾子∥著 ベストセ

ラーズ 2010.9
一般 中途半端もありがたい 玄侑　宗久∥著 東京書籍 2012.1
一般 著名人が語る〈生きるヒント〉 4 リブリオ出 1997.4
一般 こんな幸福もある 佐藤／愛子∥著 海竜社 1991.1
一般 生き方、六輔の。 永／六輔∥著 飛鳥新社 2002.1
一般 旅立つあなたへ 五木 寛之∥著 毎日新聞出 2019.3
一般 著名人が語る〈生きるヒント〉 1 リブリオ出 1997.4
一般 啓発録 橋本 左内∥著 致知出版社 2016.6
一般 100歳までのしあわせ未来地図 井上 野乃花∥著 主婦の友イ

ンフォス 2019.3
一般 後世に伝える言葉 井上／一馬∥編著 小学館 2006.4
一般 しあわせとお金の距離について 佐藤 治彦∥著 晶文社 2019.4
一般 思わず考えちゃう ヨシタケ シンスケ∥著 新潮社 2019.3
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一般 自己肯定感、持っていますか？ 水島  広子∥著 大和出版 2015.6
一般 クッキングと人生相談 枝元 なほみ∥著 ビッグイ

シュー日本 2019.1

一般 トラウマを乗りこえるためのセルフヘル
プ・ガイド

オロール・サブロー＝
セガン∥著

河出書房新
社 2006.4

一般 君のいない食卓 川本　三郎∥〔著〕 新潮社 2011.1
一般 中国古典の言行録 宮城谷／昌光∥著 文芸春秋 1996.1
一般 伴侶としての犬と暮らす 宮野／のり子∥著 みずうみ書 2002.3
一般 ６０歳で夢を見つけた 増井／光子∥著 紀伊国屋書 2005.4
一般 大相撲ちょっといい話 小坂／秀二∥著 文芸春秋 1995.1
一般 松下幸之助夢を育てる 松下 幸之助∥著 日本経済新

聞出版社 2013.1

一般 あと１％だけ、やってみよう 水戸岡  鋭治∥著
集英社イン
ターナショ
ナル

2013.1

一般 いい顔してる人 荒木　経惟∥著 ＰＨＰ研究 2010.6
一般 無常という力 玄侑　宗久∥著 新潮社 2011.1
一般 著名人が語る〈生きるヒント〉 2 リブリオ出 1997.4
一般 老化も進化 仲代　達矢∥〔著〕 講談社 2009.6
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