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請求記号 書名 著者など 出版社 出版年

1101 マ 理系女性のライフプラン
あんな生き方・こんな生き方　研究・結婚・子育てみんなどうしてる？

丸山美帆子
長濱祐実/編

メディカル・サイエンス・
インターナショナル 2018

1202　カ
人生　あせることはない
栄養学の母　香川綾　九十八年の生涯

香川芳子 毎日新聞社 1999

1202　ク トットひとり 黒柳徹子 新潮社 2015

1202　コ
小山明子のしあわせ日和
大島渚と歩んだ五十年

小山明子 清流出版 2010

1202　ヤ 山中伸弥先生に、人生とips細胞について聞いてみた
山中伸弥
緑慎也 講談社 2012

K　1203　タ てっぺん　我が妻・田部井淳子の生き方 田部井政伸 宝島社 2017

2106 オ 日本進化論 落合陽一 SBクリエイティブ 2019

2106 オ 「全身〇活」時代　就活・婚活・保活からみる社会論
大内裕和
竹信三恵子 青土社 2014

2106　カ 未来の年表2　人口減少日本であなたに起きること 河合雅司 講談社 2018

2106　ハ 新・日本の階級社会 橋本健二 講談社 2018

2106　フ FACTFULNESS
10の思い込みを乗り越え、データを基に世界を正しく見る習慣

ハンス・ロスリング
ほか 日経BP社 2019

2110　カ 子や孫にしばられない生き方 河村都 産業編集センター 2017

2110　キ 一切なりゆき　樹木希林のことば 樹木希林 文藝春秋 2018

2110　シ 女60代輝いて生きる 下重暁子 大和出版 2004

2110　シ 年齢は捨てなさい 下重暁子 幻冬舎 2019

2110　ジ 人生の流儀
萩本欽一
加古里子ほか 新日本出版社 2016

2110　ジ 人生の気品
草笛光子
赤川次郎ほか 新日本出版社 2017

2110　ヒ
生きていくあなたへ
105歳どうしても遺したかった言葉

日野原重明 幻冬舎 2017

2110　ヤ 仕事にしばられない生き方 ヤマザキマリ 小学館 2018

2110　ヨ 君たちはどう生きるか 吉野源三郎 マガジンハウス 2017

2202　ニ 仕事も毎日も整う！働く女子の時間のルール
日経WOMAN編集
部/編 日経BP社 2019

2205　オ 10年後の仕事図鑑
新たに始まる世界で、君はどう生きるか

落合陽一
堀江貴文

SBクリエイティブ 2018

2205　ク おかげさまで、注文の多い笹餅屋です
笹取りも製粉もこしあんも。年5万個をひとりで作る90歳の人生

桑田ミサオ 小学館 2018

（図書リスト①）
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少子高齢化や人口減少が進んでいる現代は、年金や介護の問題を抱えています。

また、「人生100年時代」をより良く生きるために、生涯にわたる学習をはじめとする

新しい働き方・生き方への移行が必要となってきます。関連する本からヒントを得て、

人生を豊かに生きましょう！

人生100年時代の生きかた



請求記号 書名 著者など 出版社 出版年

2205　ニ 自分の仕事をつくる 西村佳哲 晶文社 2003

2205　ハ 一生困らない　女子のための「手に職」図鑑 華井由利奈 光文社 2018

2206　ア チームのことだけ、考えた。 青野慶久 ダイヤモンド社 2015

3202　コ 没イチ　パートナーを亡くしてからの生き方 小谷みどり 新潮社 2018

3208　ス 人生で大切ことはすべて家庭科で学べる
ふくしまの男性教員による授業

末松孝治 文芸社 2014

3209　フ じぶんの学びの見つけ方
フィルムアート社
編集部

フィルムアート社 2014

4101　イ １００歳時代の人生マネジメント　－長生きのリスクに備える 石田淳 祥伝社 2017

4101　イ 40歳からの「認知症予防」入門 伊古田敏夫 講談社 2016

4101　オ おとなの始末 落合恵子 集英社 2015

4101　カ 女性の「定年後」何をして、何をしないか 香山リカ 大和書房 2018

4101　カ
百まで生きる覚悟
超長寿時代の「身じまい」の作法

春日キスヨ 光文社 2018

4101　ク 定年後　50歳からの生き方、終わり方 楠木新 中央公論新社 2017

4101　コ 定年後、10年若く生きる本
50代から心がけたい70の知恵

近藤裕 三笠書房 1999

4101　ホ 老後貧困から身を守る 細沢祐樹 講談社 2015

4102　ア 看る力　アガワ流介護入門
阿川佐和子
大塚宣夫 文藝春秋 2018

4102　ク ヤングケアラー　－介護を担う子ども・若者の現実 澁谷智子 中央公論新社 2018

4102　ヤ おばちゃん介護道　独身・還暦作家、91歳母を看る 山口恵以子 大和出版 2018

4104　ネ 年金　医療保険　介護保険のしくみがわかる本[第3版]
三宅明彦
三平和男ほか 法学書院 2018

4105　オ 年金だけでも暮らせます 荻原博子 PHP研究所 2019

4201　オ 払ってはいけない　資産を減らす50の悪習慣 荻原博子 新潮社 2018

4209　ノ
生きがいを持てる人生メニュー
ボランティア活動とネットワーク作り

野口桂子 社会評論社 2005

5101　カ 「精神科医の禅僧」が教える心と身体の正しい休め方 川野泰周
デイスカヴァー・
トゥエンティワン 2018

5101　カ しがみつかない生き方
「ふつうの幸せ」を手に入れる10のルール

香山リカ 幻冬舎 2009

5105　オ 　オトナ女子の不調をなくすカラダにいいこと大全 小池弘人/監修 サンクチュアリ出版 2015

5105　ヨ 医師・専門家が教える　家庭でできる元気のコツ大全 読売新聞医療部
PHPエディターズ・
グループ 2017

6102　カ 老後の資金がありません 柿谷美雨 中央公論新社 2015

6102　サ 九十歳。何がめでたい 佐藤愛子 小学館 2016

※ほかにも多数ございますので、ぜひご利用ください。 （図書リスト②）


