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書名 巻次 著者名 出版者
生老病死 山折 哲雄∥著 KADOKAWA
80歳、歩いて日本縦断 石川 文洋∥著 新日本出版社
屋根の上のおばあちゃん 藤田 芳康∥著 河出書房新社
Q&Aでわかる!デジタル遺産の相続 笹川 豪介∥著 きんざい
定年後の断捨離 やました ひでこ∥著 大和書房
おじいちゃんのたびじたく ソ ヨン∥文  絵 小峰書店
集中できないのは、部屋のせい。 米田 まりな∥著 PHP研究所
おひとりさまの終活「死後事務委任」 國安 耕太∥著 あさ出版
臨床の砦 夏川 草介∥著 小学館
老後の年表 横手 彰太∥著 かんき出版
料理家村上祥子式78歳のひとり暮らし 村上 祥子∥著 集英社
これでおしまい 篠田 桃紅∥著 講談社
捨てる勇気残す覚悟 土井　けいこ∥〔著〕 主婦の友社
死後離婚 吉川  美津子∥著 洋泉社
親のお金守ります 小早川 浩∥著 自由国民社
渋沢栄一伝 井上 潤∥著 ミネルヴァ書房
断捨離したいナンバーワン、それは夫です やました ひでこ∥著 悟空出版
新・住居学 渡辺／光雄∥編著 ミネルヴァ書房
老いては自分に従え 山藤  章二∥著 岩波書店
済ませておきたい死後の手続き 岡 信太郎∥[著] KADOKAWA
その死に方は、迷惑です 本田　桂子∥著 集英社
遺品整理士という仕事 木村  栄治∥著 平凡社
美しき身辺整理 竹田　真砂子∥著 新潮社
こじらせない「死に支度」 武藤 頼胡∥著 主婦と生活社
父の戒名をつけてみました 朝山  実∥著 中央公論新社
自宅で親を看取る 小池  百合子∥著 幻冬舎

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

４７歳からのエンディングデザイン 若尾　裕之∥著 角川学芸出版
５０代からの快適住まいは８０％バリアフリーの
家

トーソー株式会社
トーソー出版

人生の終（しま）いじたく 中村  メイコ∥著 青春出版社
死に逝く人は何を想うのか 佐藤  由美子∥著 ポプラ社
実家のたたみ方 千葉  利宏∥著 翔泳社
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
５０歳をすぎたら家の整理を始めなさい 近藤　典子∥著 ポプラ社
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
渡る老後に鬼はなし 橋田  寿賀子∥著 朝日新聞出版
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遺贈寄付 星野 哲∥著 幻冬舎
「田舎の家」をたたむということ 堀込／賢一∥著 講談社
親の家を片づける 主婦の友社∥編 主婦の友社
転ばぬ先の「老前整理」 坂岡  洋子∥著 東京新聞

実家の片づけ方
「実家の片づけ」プロ
ジェクトチーム∥著

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

住み継ぐ 藤岡 龍介∥著 建築資料研究社
想いが通じる遺言書の書き方 大沢　利充∥著 ＰＨＰ研究所
「困ったガラクタ」とのつきあい方 ミシェル・パソフ∥著 河出書房新社
私の遺品お願いします。 吉田　太一∥著 幻冬舎
のこし上手 曽根　恵子∥著 さくらパブリッシン
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
残される母親が安心して暮らすための手続のすべ えがお相続相談室∥著 秀和システム
明るい覚悟 落合 恵子∥著 朝日新聞出版
やってはいけない老後対策 大村 大次郎∥著 小学館
世間とズレちゃうのはしょうがない 養老 孟司∥著 PHP研究所
１週間で８割捨てる技術 筆子∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
親の健康を守る実家の片づけ方 永井 美穂∥著 大和書房
６０歳からのエンディングノート入門 二村　祐輔∥著 東京堂出版
おばあちゃんのたからもの シモーナ  チラオロ∥ 光村教育図書
0メートルの旅 岡田 悠∥著 ダイヤモンド社
万葉学者、墓をしまい母を送る 上野 誠∥著 講談社
生前準備の基礎知識 本田　桂子∥著 旬報社
在宅ひとり死のススメ 上野 千鶴子∥著 文藝春秋
シニア六法 住田 裕子∥監修  著 KADOKAWA

ウチ、”断捨離“しました!
BS朝日「ウチ、“断捨
離”しました!」スタッ
フ∥著

大和書房

大切な家族が亡くなった後の手続き・届け出がす
べてわかる本

関根 俊輔∥監修 新星出版社

できれば家事をしたくない私のモノ選び 水谷 妙子∥著 主婦の友社
定年直前から死んだ後まで。お金の手続きがすべ
てわかる本

尾久  陽子∥著 主婦と生活社

老人はAI社会をどう生きるか 平松 類∥[著] 祥伝社
じい散歩 藤野 千夜∥著 双葉社
親子の整理収納 梶ケ谷 陽子∥著 G.B.
スマホの中身も「遺品」です 古田 雄介∥著 中央公論新社
親に寄り添う、実家のちょうどいい片づけ Emi∥著 白夜書房
大丈夫!実家は片づけられます coyuki∥著 主婦の友社
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「最期まで自宅」で暮らす60代からの覚悟と準備 大久保 恭子∥著 主婦の友社
母親を失うということ 岡田 尊司∥著 光文社
妻の大往生 永／六輔∥著 中央公論新社

１００年経ても美しい日本の家を建てる
ｃａｓａ　ａｍａｒｅ
プロジェクト∥著

ＷＡＶＥ出版

老前整理 坂岡　洋子∥著 徳間書店
“死ぬ”までに、やっておきなさい 朝日　俊彦∥著 主婦と生活社
貯め込むな！お金は死ぬ前に使え。 荻原  博子∥著 マガジンハウス

旅立ちのデザイン帖
ライフデザインセン
ター∥編著

亜紀書房

1日1分!お金も時間も貯まる片づけの習慣 小松 易∥著 祥伝社
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
身内が亡くなってからでは遅い「相続放棄」が分
かる本

椎葉 基史∥著 ポプラ社
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