
＜図書＞

タ イ ト ル 著 者 出 版 社 出版年

１００歳までのしあわせ未来地図
ライフシフトマップ

井上野乃花 主婦の友インフォス 2019 159 イ

５０代からの生き方のカタチ
妹たちへ

関西学院大学ジェネラティビティ
研究センター 編

アルソス 2022 159.6 カ

シニア六法 住田裕子 監修・著 KADOKAWA 2020 320 ス

図解介護保険のしくみと使い方がわかる本 牛越博文 監修 講談社 2021 364.4 ウ

私の老後私の年金
このままで大丈夫なの？教えてください。

長尾義弘 河出書房新社 2022 364.6 ナ

シニアシングルズ　女たちの知恵と縁
自由に生きる「リ・スタート力」のヒント

大矢さよ子, 湯澤直美 編
わくわくシニアシングルズ

大月書店 2018 367.7 オ

「サードエイジ」をどう生きるか
シニアと拓く高齢先端社会

片桐恵子 東京大学出版会 2017 367.7 カ

ひとり老後、賢く楽しむ 岸本葉子 文響社 2019 367.7 キ

夫の定年
「人生の長い午後」を夫婦でどう生きる？

グループわいふ, 佐藤ゆかり ミネルヴァ書房 2017 367.7 グ

不安と折り合いをつけてうまいこと老いる生き方 中村恒子, 奥田弘美 すばる舎 2021 367.7 ナ

９０歳になっても、楽しく生きる 樋口恵子 大和書房 2022 367.7 ヒ

人生のやめどき
しがらみを捨ててこれからを楽しむ

樋口恵子, 上野千鶴子 マガジンハウス 2020 367.7 ヒ

最期まで在宅おひとりさまで機嫌よく 上野千鶴子 中央公論新社 2022 367.75 ウ

おひとりさまの大往生ガイドBOOK
主婦の友社編
村松静子監修

主婦の友社 2020 367.75 シ

わたしのおひとりさま人生 松原惇子 海竜社 2021 367.75 マ

５０代からの人間関係 水島広子 PHP研究所 2020 367.9 ミ

あなたの老後を助けるケアマネさんの仕事がわかる本 沖藤典子 岩波書店 2020 369.17 オ

介護の「困った」が消える本。 クロワッサン 特別編集 マガジンハウス 2021 369.26 ク

どこで、誰と、どう暮らす？
４０代から準備する共生の住まいづくり

近山恵子〔ほか〕 彩流社 2018 369.26 チ

おひとりさまでも最期まで在宅
平穏に生きて死ぬための医療と在宅ケア

中澤まゆみ 築地書館 2020 369.26 ナ

シニアシングル女性のためのサバイバル読本
日頃から備える防災・減災

川崎市男女共同参画センター
（すくらむ２１） 編

川崎市男女共同参画セ
ンター（すくらむ２１）

2020 369.3 カ

老いる自分をゆるしてあげる。 上大岡トメ 幻冬舎 2019 491 カ

認知症になってもひとりで暮らせる
みんなでつくる「地域包括ケア社会」

協同福祉会 クリエイツかもがわ 2019 493.75 キ

認知症に備える
家族や自分が認知症になっても安心して暮らしていくために
知っておきたい大切なこと

中澤まゆみ, 村山澄江 自由国民社 2021 493.75 ナ

おとな世代の暮らし替え
今もだいじ、老後もだいじ。

岸本葉子 海竜社 2021 527 キ

日々是混乱
これが私のニューノーマル

地曳いく子 ホーム社 2020 590.4 ジ
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請求記号

人生100年時代に生きる これからのシニアライフ



タ イ ト ル 著 者 出 版 社 出版年 請求記号

７０歳からのおしゃれ生活
５人の「カッコいい人」から学ぶ

中山庸子 さくら舎 2022 590.4 ナ

くたびれないごはんづくり 婦人之友社編集部 編 婦人之友社 2021 596 フ

【コミック】　傘寿まり子 全１６巻 おざわゆき 講談社
2016～
2021

726.1 オ

【コミック】　はなものがたり　１ schwinn KADOKAWA 2022 726.1 シ

【コミック】　メタモルフォーゼの縁側　全５巻 鶴谷香央理 KADOKAWA
2018～
2021

726.1 ツ

マジカルグランマ 柚木麻子 朝日新聞出版 2019 913.6 ユ

ごきげんな毎日
いとうみく 作
佐藤真紀子 絵

文研出版 2020 K913.8 イ

ショローの女 伊藤比呂美 中央公論新社 2021 914.6 イ

明るい覚悟
こんな時代に

落合恵子 朝日新聞出版 2020 914.6 オ

＜行政資料＞

タ イ ト ル 編集・発行 資料種別 出版年

高齢社会白書　令和４年版 内閣府編 施策概要・統計・白書 2022 369.26 ナ

大阪府高齢者計画２０２１
みんなで支え　地域で支える　高齢社会

大阪府福祉部高齢介護室編 施策概要・統計・白書 2021 369.26 オ

中高年のあなたに
必要とされているあなたの力

北九州市立男女共同参画セン
ター・ムーブ 編

啓発冊子 2020 367.7 キ

＜視聴覚資料＞

タ イ ト ル 監督/制作 製作年/時間

ぼけますから、よろしくお願いします。 信友直子
2018年/本編102分＋
特典映像/日本

毎日がアルツハイマー ザ・ファイナル
最期に死ぬ時。

関口祐加
2018年/本編72分/日
本

６０代から輝いて生きる
自分も人も幸せになるために

エンドウノリコ 2019年/30分/日本

アドバンスト・スタイル
そのファッションが、人生

リナ・プライオプライト 2014年/72分/アメリカ

おひとりさまを生きる　Ｐａｒｔ２
最期の選択

ビデオ工房AKAME 2014年/30分/日本

チア・アップ！ ザラ・ヘイズ 2019年/91分/アメリカ

９２歳のパリジェンヌ パスカル・プサドゥー
2015年/106分/フラン
ス

木洩れ日の家で ドロタ・ケンジェジャフスカ
2007年/104分/ポーラ
ンド

＜雑誌＞　※一般雑誌の最新号、ミニコミ誌は館内閲覧

タ イ ト ル 雑誌種別

明日の友 一般雑誌

Ｏｉｌ 老いる
ＯＶＥＲ５０ 人生完成期の自由な暮らし

一般雑誌

高齢社会をよくする女性の会・大阪 グループのミニコミ誌

◎ ライブラリーカードで一人につき、図書・行政 資料・雑誌１５冊(３週間)、ＤＶＤ３点(２週間)の貸出ができます。

ドラマ DVD 294

請求記号

ドキュメンタリー
DVD 113

ドラマ DVD 230

ドラマ DVD 190

区分

ドキュメンタリー
DVD 174

ドキュメンタリー
DVD 168

ドキュメンタリー
DVD 142

ドキュメンタリー
DVD 173

＜連絡・問い合わせ先＞

ドーンセンター情報ライブラリー
（大阪府立男女共同参画・青少年センター）

TEL 06-6910-8616

FAX 06-6910-8775

E-mail lib@dawncenter.jp


