
◆ココロとカラダにいいことはじめる
書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

川本裕子親子読書のすすめ
忙しくても毎日続けたい幸せな習慣

川本裕子／著 日経BP社 2010.12 019.5カ

ベーシック絵本入門 生田美秋／ほか編著 ミネルヴァ書房 2013.4 019.5ベ

家族>仕事(しごとよりもかぞく)で生きる。 赤城夫婦／著 SBクリエイティブ 2017.8 159.4ア

子や孫にしばられない生き方 河村都／著 産業編集センター 2017.7 159.6カ

それ行け!子連れ海外旅行 イルカ／著 主婦の友社 2008.7 290.9イ

生きるためにつながる 石鍋仁美／著 日本経済新聞出版社 2013.10 361.3イ

移住女子 伊佐知美／著 新潮社 2017.1 365イ

シェアハウス　わたしたちが他人と住む理由 阿部珠恵／ほか著 辰巳出版 2012.11 365.3ア

家族で地方移住、はじめました。
働き方・生き方を変えた、いまどきの子育て世代の選択

移住ライフ研究会／編 洋泉社 2016.10 365.3カ

会社をやめてもいいですか? 杉本透子／著 セブン&アイ出版 2018.1 366.3ス

女性の漢方　２版 小川恵子／著 中外医学社 2017.7 495オ

女性のための自分で選べる漢方の本 大澤稔／著
PHPエディターズ・グ
ループ

2015.1 495オ

お悩み別オトナ女子のための漢方手帖
便秘・むくみ・イライラ・冷えは、効かせる漢方でスッキリ解消

蔭山充／著 主婦の友インフォス 2018.2 495カ

40歳からの女性の不調にやさしく効く漢方の本 松村圭子／著 日東書院本社 2013.6 495マ

マクロビオティック料理事始め
「これだけは伝えたい」基本10か条

岡田昭子／監修 主婦と生活社 2008.2 498.5オ

女性の悩みを解消するうつくし薬膳 杏仁美友／著 アールズ出版 2009.8 498.5キ

女性のための薬膳レシピ 辰巳洋／著 緑書房 2017.10 498.5タ

これが、コレクティブハウスだ!
コレクティブハウスかんかん森の12年

コレクティブハウスかんかん
森居住者組合森の風／編

ドメス出版 2014.11 527.8コ

おひとりさま女子の田舎移住計画
柏木珠希／著,奥原まむ
／画

朝日新聞出版 2014.9 611.9カ

働く女のスポーツ処方箋
スポーツで変わる女のカラダとライフスタイル

吉田渓／著 グラフ社 2010.3 780.1ヨ

女性アスリート専用トレーニング
スポーツに特化したカラダを作り上げる

籏智健／監修
スタジオタッククリエイ
ティブ

2012.12 780.7ジ

RUN女子入門　自分を変えるランニング 池田美穂／[著]
ディスカヴァー・トゥエ
ンティワン

2011.2 782イ

女性のためのランニング学
ジェイソン・R.カープ／ほ
か著,木下訓光／監修

ガイアブックス 2014.2 782カ

「走る女」のランニングメニュー
フルマラソン完走!食べて瘦せる!

金哲彦／著 講談社 2010.1 782キ

きれいになれるランニング 牧野仁／著 大修館書店 2008.11 782マ

ひとり登山へ、ようこそ!　女子のための登山入門 鈴木みき／著 平凡社 2011.3 786.1ス
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なでしこダイバーデビューBook
女性に贈るダイビング入門書

伊藤博子／著 マリン企画 2007.5 785.2イ

とっさのときにすぐ護れる女性のための護身術 伊藤祐靖／著 講談社 2015.8 789.9イ

ガールズ★護身術　華麗に危険をすり抜ける!!,安全力UP!
スタジオタッククリエイ
ティブ

2012.1 789.9ガ

かよわい人でも使える護身術
わずかなチカラとちょっとしたコツで対抗できる

早川光由／著 愛隆堂 2011.6 789.9ハ

◆人生設計・終活はじめる
書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

50歳からはじめる人生整理術 終活のススメ 柴田和枝／著 日経BP社 2016.9 007.6シ

お金の終活　元気なうちに“お金の問題”を先回りで解決
山田和美／著,WORK the MAGI
CON行政書士法人／監修 すばる舎 2016.11 324.7ヤ

親の家を片づける実践ハンドブック　　67人の実例に学
ぶ、知恵と勇気で明るく元気に幸せに乗り切る98のコツ

主婦の友社／編 主婦の友社 2014.2 365オ

多縁社会　自分で選んだ縁で生きていく。
篠原聡子／著,空間研究
所／ほか著

東洋経済新報社 2015.8 365.3タ

夫婦の断捨離　モノも気持ちも溜め込まない! やましたひでこ／著 すばる舎 2014.1 367.3ヤ

オンナひとりでもどうにか生きていけるっぽい
定年一年生の教科書

東園子／著 KADOKAWA 2016.12 367.7ア

老いのシンプルひとり暮らし　前向きに自分らしく 阿部絢子／著 大和書房 2016.8 367.7ア

続々　ちょっと早めの老い支度 岸本葉子／著 オレンジページ 2017.2 367.7キ

定年準備　人生後半戦の助走と実践 楠木新／著 中央公論新社 2018.5 367.7ク

ひとり終活　不安が消える万全の備え 小谷みどり／著 小学館 2016.4 367.7コ

旅立ちのデザイン帖　あなたらしい“終活”のガイドブック
ライフデザインセンター／
編著

亜紀書房 2016.9 367.7タ

これで安心!親が70過ぎたら必ず備える40のこと
病気・介護・亡くなったあと

本田桂子／著 技術評論社 2017.3 367.7ホ

まだ早い!?いまから始めようセカンドライフお悩み相
談室　家族や友人、みんなで老後を考える41のヒント

明治安田生活福祉研究
所／編

きんざい 2015.12 367.7マ

持続可能な生き方をデザインしよう
世界・宇宙・未来を通していまを生きる意味を考えるESD実践学

高野雅夫／編著 明石書店 2017.9 519ジ

女性が35歳までに決めたいお金からみた人生の選
択   成功するライフプランのつくり方

神田理絵／著 さくら舎 2016.2 591カ

誰にも頼れない女(ひと)のお金の守り方 小山智子／著 秀和システム 2017.7 591コ

いま、働く女子がやっておくべきお金のこと 中村芳子／著 青春出版社 2016.12 591ナ

おひとり様かも?と思ったら始めるお金計画
「今」も「未来」も幸せになる

中村薫／著 学研パブリッシング 2014.3 591ナ

定年までにやるべき「お金」のこと
平均寿命83歳!貯金は足りる?

深田晶恵／著 ダイヤモンド社 2016.4 591フ

これ1冊で安心!　親の家の片づけ方 大津たまみ／著 あさ出版 2015.11 597.5オ

親の家を片づけるお助け便利帳
迷った時・困った時のヒントがひと目でわかるビジュアル版

主婦の友社／編 主婦の友社 2014.10 597.5オ

転ばぬ先の「老前整理」　捨てる?捨てない?もう迷わない! 坂岡洋子／著 東京新聞 2016.12 597.5サ

何千件という片づけを経験したプロが教える!

片づけなきゃ親の家片づけたい自分の家 杉之原冨士子／著 講談社 2014.6 597.5ス

実家の断捨離　片づけのカギは「親離れ」 やましたひでこ／著 双葉社 2015.6 597.5ヤ

定年前にはじめる生前整理
人生後半が変わる4ステップ

古堅純子／[著] 講談社 2017.7 597.5フ



終活　Ｆｏｒ ｈａｐｐｙ ｅｎｄｉｎｇ 柏屋コッコ／著 集英社 2011.11 Ｃカ

そろそろ実家を離れたい
実家モヤモヤ女子応援コミックエッセイ

曽根愛／著 KADOKAWA 2015.2 Ｃソ

◆楽しむ家事はじめる
書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

家事を手放してシンプルに暮らす Aki／著 ワニブックス 2016.11 590ア

家事は、すぐやる!
めんどくさがりな性格のまま、体がサクサク動くアイデア

マキ／著 ワニブックス 2017.2 590マ

簡素な暮らしの家事手帖　老いを心豊かに生きる知恵 村川協子／著 大和書房 2011.4 590ム

その家事、いらない。 山田綾子／著 ワニブックス 2017.12 590ヤ

女ひとりの楽しい暮らし方
ちょっぴり寂しくてもやめられない!

オレンジページ 2016.4 590.4オ

簡素な暮らしの家事手帖　老いを心豊かに生きる知恵 村川協子／著 大和書房 2011.4 590ム

やれば得する!ビジネス発想家事
思考革命!ビジネス発想でやる楽しい家事の極意

ももせいづみ／著 六耀社 2009.5 590モ

カンタンDIYブック　女子のための家具作り決定版 DIY女子部／監修 ネコ・パブリッシング 2012.3 L592.7カ

ヒーリング・ベジタリアン　気軽に楽しむ世界の野菜料理
ジョンポール・ウェーバー／
著,滝野斗音子／訳

地湧社 1998.7 596.3ウ

片づく家のアイデア図鑑
快適な住まいをつくる収納と暮らしの工夫

田中ナオミ／著 エクスナレッジ 2016.12 597タ

人生を思いどおりにデザインするおかたづけの作法  三谷直子／著
カナリアコミュニケー
ションズ

2014.12 597.5ミ

自然派おそうじの基本と習慣 文化出版局／編 文化出版局 2008.12 597.9シ

私の野菜畑から　庭仕事そしてクッキング 天野美保子／著 文化出版局 1997.5 626.9ア

どこでも野菜づくり 黒川とも子／著 文化出版局 1997.9 626.9ク

雑貨店おやつへようこそ　小さなお店のつくり方つづけ方 トノイケミキ／著 西日本出版社 2017.5 673.7ト

◇あたらしい「学び」はじめる
書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

クリエイターのためのZINEのはじめ方
作り方&売り方がわかる

玄光社 2015.6 021.4ク

girls ZINE　つくる、つながるジンの楽しみ ビー・エヌ・エヌ新社 2012.9 051ガ

自分たちでつくろうNPO法人!　新版 第1次改訂版
名越修一／著,堀田力／
監修

学陽書房 2017.8 335.8ナ

定年が楽しみになる!オヤジの地域デビュー
清水孝幸／著,佐藤正明
／絵

東京新聞 2018.3 367.7シ

ボランティアまるごとガイド
参加のしかた・活動のすべて　改訂版

安藤雄太／監修 ミネルヴァ書房 2012.7 369.7ボ

50代からの海外留学　楽しみながら英語を学ぶ! ラシン編集部／編 イカロス出版 2005.9 377.6ゴ

ママとキッズの英語体験

ハワイ&オーストラリアプチ親子留学のすすめ
親子留学を成功させる会／
編,村上百合／ほか著

ダイヤモンド・ビッグ社 2006.4 377.6ハ

ターシャ・テューダーのガーデン
 トーヴァ・マーティン／著,リ
チャード・W・ブラウン／写真

文芸春秋 1997.4 L620.4ス

アフタヌーンガーデン　わたしの庭づくり絵本 たなかやすこ／著 ほるぷ出版 1997.2 620.4タ

グリーンインテリアLESSON 光藤タカ子／著 主婦の友社 1993.5 627.9ミ

展示・ものづくりはじめの一歩　小さな発表会をひらこう
石川理恵／文,金子亜矢
子／写真

グラフィック社 2008.10 706.9イ



日々是カメラ オブスキュアインク／著
エムディエヌコーポ
レーション

2009.3 743オ

趣味の陶芸入門　陶芸を楽しむための基本技法と実作例 成石茉莉／著 日本文芸社 1992.12 751ナ

母と子のやきものをつくる 美術出版社 1994.2 751ハ

女性と茶の湯のものがたり 依田徹／著 淡交社 2016.3 791.2ヨ

京の茶室　瀬戸内寂聴さんと訪れる,名僧と語る茶の心 婦人画報社 1993.10 791.6キ

野の花を楽しむ
岡本千鶴／著,竹中勝／
撮影

家の光協会 1994.4 793オ

女性のための英会話とアメリカ文化
藤原郁郎／著,アシュリ
ン・メイリ／著

明日香出版社 2014.3 830.4フ

10人の声で聞く!女性リーダーの英語
コスモピア編集部／編,中
西のりこ／ほか解説

コスモピア 2016.11 837.8ジ

◇仕事はじめる
書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

好きなことだけして楽をしながら起業しよう
人生100年時代の起業術

片桐実央／著 マイナビ出版 2018.6 335カ

マイペースで働く!自宅でひとり起業仕事図鑑 滝岡幸子／著 同文舘出版 2018.8 335タ

個人事業のはじめ方がすぐわかる本　'17～'18年版 ヒューマン・プライム／著 成美堂出版 2017.7 335ヒ

フリーランス&“複”業で働く!完全ガイド
会社に縛られない、自律的な働き方を実現

プロフェッショナル&パラレル
キャリア・フリーランス協会
／監修

日本経済新聞出版社 2018.7 L335フ

前田さん、主婦の私もフリーランスになれますか? 前田めぐる／著 日本経済新聞出版社 2017.2 335マ

女性起業はじめの一歩と続け方
女性経営者16人が教える起業のポイントと続ける極意

ブレインワークス／編著
カナリアコミュニケー
ションズ

2018.7 335.1ジ

定年後年金プラス、ひとの役に立つ働き方 杉山由美子／著 朝日新聞出版 2014.7 366.2ス

働く!「これで生きる」50人 共同通信社／編 共同通信社 2014.7 366.2ハ

働きたいママの就活マニュアル
働きたいけど働けないモヤモヤを解消!

毛利優子／著 自由国民社 2015.3 366.3モ

さあ、育休後からはじめよう
働くママへの応援歌　改訂版

山口理栄／著,新田香織
／著

労働調査会 2016.5 366.3ヤ

農業女子　女性×農業の新しいフィールド 伊藤淳子／著 洋泉社 2015.4 611.7イ

定年就農　小さな農でつかむ生きがいと収入 神山安雄／編著 素朴社 2016.7 611.7カ

ふつうの女性がカフェを開いて10年続ける方法 飯森麻純／著 彩図社 2018.1 673.9イ

家族ではじめる、小さなカフェ
夫婦・親子で開業した18のカフェ

渡部和泉／著 旭屋出版 2017.9 673.9ワ

無理せず楽に楽しく、好きな仕事で自立する方法
“あなたらしさ”を出せば、自然と行列ができる!

中尾亜由美／著 つた書房 2017.4 675ナ

向坂留美子のサロネーゼ入門
自分を生かすおしゃれな生き方

向坂留美子／著 静山社 2010.4 793サ

◯貸出 図書：１０冊 視聴覚資料：３点 （１５日以内）

◯利用時間 火～日 ９時～１９時

◯問い合わせ先 （０５２）９６２－２５１０ （名古屋市東区上竪杉町１番地）

※利用カードの申し込みには、名前・住所等の記載がある身分証明書が必要です


