
資料コード 書名 著者名 出版者名

114 111710539 素晴らしい死を迎えるために 加賀　乙彦 太田出版

114.2 112208806 生きる勇気、死ぬ元気　 五木　寛之 平凡社

114.2 112216700 死ぬときに後悔すること２５
１０００人の死を見届けた終末期医療の専門家が書いた

大津　秀一 致知出版社

114.2 112265590 死の授業　 新井　満 講談社

114.2 112267190 上手な逝き方 嵐山　光三郎 集英社

114.2 112349337 死を考える１００冊の本
読むとよりよく生きたくなる

久我　勝利 致知出版社

114.2 112635388 死ぬときにはじめて気づく人生で大切なこと３３
終末期がん患者２０００人に寄り添った医師が知る

大津　秀一 幻冬舎

146.8 112814918 大切な人を亡くした人の気持ちがわかる本
グリーフケア理解と接し方

高橋　聡美 法研

146.8 112822465 はじめて学ぶグリーフケア　　第２版 宮林　幸江 日本看護協会出版会

324.7 112765854 有利に解決！相続調停
令和の相続法に対応した最新版！　　第２版

飯野　たから 自由国民社

324.7 112792692 「思い」を届ける遺言書
マンガと図解で今すぐできる

本田　桂子 技術評論社

324.7 112826805
これ一冊で安心相続の諸手続き・届出・
税金のすべて　２２－２３年版

堀　招子 ナツメ社

365.3 112812656 実家の空き家問題を解決する！
売るか？貸すか？住むか？

主婦の友社 主婦の友社

365.3 112821178 実家じまい終わらせました！
大赤字を出した私が専門家とたどり着いた家とお墓のしまい方

松本　明子 祥伝社

367.7 112270749 親が死ぬまでに聞いておきたい４５のこと　 米山　公啓 中経出版

367.7 112317201 私の生き方整理帖
「もしもの時の覚書」付き

おち　とよこ 日本評論社

367.7 112337597 おひとりさまの終活
自分らしい老後と最後の準備

中沢　まゆみ 三省堂

367.7 112570718 おひとりさまの最期　 上野　千鶴子 朝日新聞出版

367.7 112596069 ひとり終活
不安が消える万全の備え

小谷　みどり 小学館

367.7 112627179 親とさよならする前に
親が生きているうちに話しておきたい６４のこと

清水　晶子 サンクチュアリ出版

367.7 112725262 後悔しない「年賀状終活」のすすめ　 澤岡　詩野
カナリアコミュニ

ケーションズ

367.7 112786355 おひとりさまの終活
お困りごとは死後事務委任で解決

神田　紀久男 現代書林

367.7 112797311 終活・遺言・相続法律相談の準備と工夫
６４の相談例から学ぶ信頼を得るための基礎知識

藤井　薫 日本加除出版

367.7 112808977 終活読本。
まだ早いと思ったときが始めどき

マガジンハウス

367.7 112819859 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

369.2 112810312 障がいのある子の「親なきあと」対策
ダウン症の子をもつ税理士が書いた

藤原　由親 日本法令
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490 112350731 からだといのちに出会うブックガイド　
健康情報棚
プロジェクト 読書工房

490.1 112307871 「看取り」の作法 香山　リカ 祥伝社

490.1 112313622 やすらかな死を迎えるためにしておくべきこと
リビング・ウィルのすすめ

大野　竜三 ＰＨＰ研究所

490.1 112340138 病院で死ぬのはもったいない
〈いのち〉を受けとめる新しい町へ

山崎　章郎 春秋社

490.1 112345277 こころを看取る
訪問看護師が出会った１０００人の最期

押川　真喜子 文芸春秋

490.1 112350236 家で死ぬということ　 山崎　章郎 海竜社

490.1 112356530 自分の家で死にたい
死に逝く人、看取る人の幸せな終末期の考え方

村松　静子 海竜社

490.1 112369368 こうして死ねたら悔いはない　 石飛　幸三 幻冬舎ルネッサンス

490.1 112400502 生きる。死ぬ。　 土橋　重隆
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

490.1 112437470 医者が教える幸せな死のかたち　 加藤　豊
幻冬舎メディア

コンサルティング

490.1 112443346 長尾和宏の死の授業
あなたは、どう逝きたいか？日本人は、死に方を選べるのか？

長尾　和宏 ブックマン社

490.1 112618145 哀しみを得る
看取りの生き方レッスン

村中　李衣 かもがわ出版

490.1 112637079 ６０歳からの幸せ臨終学　 志賀　貢 海竜社

490.1 112667886 ルポ最期をどう迎えるか　 共同通信生活報道部 岩波書店

490.1 112678362 「死ぬとき幸福な人」に共通する７つのこと　 小澤　竹俊 アスコム

490.1 112678370 最高の死に方と最悪の死に方　 近藤　誠 宝島社

490.1 112743000 エンド・オブ・ライフ　 佐々　涼子
集英社インター

ナショナル

490.1 112751425 死を受け入れること
生と死をめぐる対話

小堀　鷗一郎 祥伝社

490.1 112752332 ただ、寄り添う。
大切な人の命の終わりにどうかかわるか

玉置　妙憂 主婦の友インフォス

490.1 112793393 まとめないＡＣＰ
整わない現場、予測しきれない死

宮子　あずさ 医学書院

490.1 112813688 人はどう死ぬのか 久坂部　羊 講談社

490.1 112818398 逝きかた上手
全身がんの医者が始めた「死ぬ準備」

石蔵　文信 幻冬舎

490.1 112820618 自分らしい最期を生きた人の９つの物語　 前田　和哉 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

490.1 112824420 死にゆくあなたへ
緩和ケア医が教える生き方・死に方・看取り方

アナ・アランチス 飛鳥新社

　 「トップページ」 → 「蔵書検索・予約」 → 「おすすめ本一覧」 → 「人生会議～自分の望む人生を！」

・ この特集のリストは、図書館ウェブサイト（パソコン・スマートフォン）からも確認できます。
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