
暮らす～これからの住環境 中央館　2022年1月シニア展示リスト

‐1‐

書名 巻次 著者名 出版者

団塊世代の田舎暮らし 堀江　康敬∥著
インデックス・コ
ミュニケーションズ

ゆうとりあ 熊谷　達也∥著 文芸春秋
老後はこんな家で暮らしたい 上野／健一∥著 こう書房
ちょっと早めの老い支度 岸本　葉子∥著 オレンジページ
１００歳になっても！これからもっと幸せなひと
り暮らし

吉沢  久子∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

京都ごはん日記 いしい  しんじ∥著 河出書房新社
愛犬との旅 山口  理∥著 ＷＡＶＥ出版
父よ、ロング・グッドバイ 盛田  隆二∥著 双葉社
空き家再生ツアー 岸本　葉子∥著 講談社
住まいＱ＆Ａ高齢者対応リフォーム 片岡／泰子∥著 井上書院
海外リタイア暮らし 立道　和子∥著 河出書房新社
極楽ハワイ島の暮らし方 能丸／千秋∥著 山と渓谷社
日本を脱出する本 安田　修∥著 ダイヤモンド社
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

定年菜園のすすめ 高堂　敏治∥著 土屋書店
ゼロからはじめる!脱サラ農業の教科書 田中 康晃∥著 同文舘出版
ひとり歩きの朝 新藤／兼人∥著 毎日新聞社
「老い」の発想で家づくり 家づくりの会∥編著 彰国社

年金で行ける！海外リゾート生活術 アジア編
ハッピー・リタイアメ
ント研究会∥編

実業之日本社

スクラップ・アンド・ビルド 羽田  圭介∥著 文芸春秋
車中泊マニュアル 武内　隆∥監修 地球丸
極上の孤独 下重 暁子∥著 幻冬舎
いつか一人になるための家の持ち方住まい方 井形 慶子∥著 KADOKAWA
イナカをツクル 嵩 和雄∥著 コモンズ
住まいで「老活」 安楽 玲子∥著 岩波書店
週末は田舎暮らし 馬場  未織∥著 ダイヤモンド社
生きる場所を、もう一度選ぶ 小林  奈穂子∥著 インプレス
ついに、来た？ 群  ようこ∥著 幻冬舎
Ｑ＆Ａ高齢者の住まいづくりひと工夫 日本建築学会∥編 中央法規出版
ひとりで暮らして、気楽に老いる 吉沢　久子∥著 講談社
神去なあなあ夜話 三浦　しをん∥著 徳間書店
老後の資金がありません 垣谷  美雨∥著 中央公論新社
神去なあなあ日常 三浦　しをん∥著 徳間書店
エリザベスの友達 村田 喜代子∥著 新潮社
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集まって住む「終の住処」 斉藤　祐子∥著 農山漁村文化協会

60歳からも犬や猫と幸せにくらす本
犬と猫とシニアのくら
しを考える会∥著

KADOKAWA

老いの孤独は冒険の時間 石川 恭三∥著 河出書房新社
山里に描き暮らす 渡辺　隆次∥〔著〕 みすず書房
おふたり様のシンプルライフ 村上　祥子∥著 ＰＨＰ研究所
脱・限界集落株式会社 黒野  伸一∥著 小学館
六人の子どもと山村に生きる 大森／昌也∥著 麦秋社
実録家で親を看取る 中山  庸子∥著 海竜社
人生のピークを90代にもっていく! 枝廣 淳子∥著 大和書房
なぜイギリス人は貯金５００万円で幸せに暮らせ
るのか？

井形  慶子∥著 講談社

農村（ムラ）の幸せ、都会（マチ）の幸せ 徳野　貞雄∥著 日本放送出版協会
エレガントな終活 吉元 由美∥著 大和書房
いま、台湾で隠居してます 大原 扁理∥著 K&Bパブリッシャー
なぜかワクワクする片づけの新常識 古堅 純子∥著 朝日新聞出版
「定年後」の“お金の不安”をなくす 大江 英樹∥著 総合法令出版
ニッポンの山里 池内　紀∥著 山と渓谷社
妻が遺した一枚のレシピ 山田  和夫∥著 青志社
６０歳で家を建てる 湯山  重行∥著 毎日新聞出版
二世帯住宅という選択 松本　吉彦∥著 平凡社
「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
人生100年時代の60歳からの家 湯山 重行∥著 エクスナレッジ
どうせ、あちらへは手ぶらで行く 城山　三郎∥著 新潮社
人生100年時代の医療・介護サバイバル 中澤 まゆみ∥著 築地書館
100歳の100の知恵 吉沢 久子∥著 中央公論新社
人生が変わるキャンピングカー生活大全 大岡  豪∥著 ＷＡＶＥ出版
古民家遊々 講談社∥編 講談社
住宅バリアフリープラン実例集 溝口　千恵子∥著 講談社
自給自足の自然菜園１２カ月 新田  穂高∥著 宝島社
限界集落株式会社 黒野　伸一∥著 小学館
理想の暮らしをかなえる50代からのリフォーム 水越 美枝子∥著 大和書房
里山シンプル生活 位田  めぐみ∥著 大和書房
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
なかよし別居のすすめ 松場 登美∥著 小学館
ライフデザイン白書 2020 第一生命経済研究所∥ 東洋経済新報社

山村
日本風景写真協会会員
∥写真

光村推古書院

還れぬ家 佐伯　一麦∥著 新潮社
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図解居住バリア・フリー百科 日比野／正己∥編著 ＴＢＳブリタニカ

バリアフリー住まいをつくる物語
高齢社会の住まいをつ
くる会∥編

三輪書店

しあわせな二人 引田  かおり∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
すぐ死ぬんだから 内館 牧子∥著 講談社

業界人（プロ）が選ぶ２世帯住宅 佐野　功城∥著
幻冬舎メディアコン
サルティング

６０代からの住み替えを考える本 長岡　美代∥著 実務教育出版
移住者たちのリアルな声でつくった海外暮らし最
強ナビ

ヨーロッパ編 久保田 由希∥編 辰巳出版

図解実家の「空き家問題」をズバリ解決する本 牧野  知弘∥著 ＰＨＰ研究所
今日からはじめるキャンピングカー ネコ・パブリッシン
「終の住みか」のつくり方 高見沢／たか子∥著 晶文社
そうか、もう君はいないのか 城山　三郎∥著 新潮社
転ばぬ先の家づくり 天野　彰∥著 祥伝社
にぎやかな落日 朝倉 かすみ∥著 光文社
70歳、はじめての男独り暮らし 西田 輝夫∥著 幻冬舎
移住。 朝日新聞出版∥編著 朝日新聞出版
住環境のバリアフリーデザインブック 野村／歓∥監修 彰国社
自分らしく住むためのバリアフリー 住宅総合研究財団∥編 岩波書店
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
ひとりを楽しむ、がんばらない家事 岸本 葉子∥著 海竜社
ズボラさんでも暮らしが整う楽ラク家事 高橋 ゆき∥著 主婦の友社
シニアの簡単１人分ごはん ＮＨＫ出版

定年男子定年女子 大江 英樹∥著
日経BP日本経済新聞
出版本部

定年後のお金 楠木 新∥著 中央公論新社
もっとラクに生きる!暮らしの整理術100 吉川 永里子∥著 エクスナレッジ
やってはいけない老後対策 大村 大次郎∥著 小学館
定年後の断捨離 やました ひでこ∥著 大和書房
50歳からの暮らしの整え方 後藤 由紀子∥著 大和書房
今日からはじめる男の家事 阿部　絢子∥監修 講談社
セカンドライフ、はじめてみました bonpon∥著 大和書房
「サラリーマン女子」、定年後に備える。 大江 加代∥著 日経BP
エ・アロール 渡辺／淳一∥〔著〕 角川書店
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