
◆家族が認知症になったら…
書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

がんばらない介護 橋中今日子／著 ダイヤモンド社 2017 369ハ

看る力　アガワ流介護入門
阿川佐和子／著,大塚宣
夫／著

文藝春秋 2018 369.2ア

ある日、突然始まる後悔しないための介護ハンド
ブック

阿久津美栄子／[著]
ディスカヴァー・トゥエ
ンティワン

2017 369.2ア

一人でもだいじょうぶ 仕事を辞めずに介護する おちとよこ／著 日本評論社 2017 369.2オ

家族のためのユマニチュード
“その人らしさ”を取り戻す、優しい認知症ケア

イヴ・ジネスト／著,ロゼット・
マレスコッティ／ほか著

誠文堂新光社 2018 369.2カ

もし明日、親が倒れても仕事を辞めずにすむ方法 川内潤／著 ポプラ社 2018 369.2カ

おひとりさまの介護はじめ55話
親と自分の在宅ケア・終活10か条

中澤まゆみ／著 築地書館 2017 369.2ナ

親の介護をする前に読む本 東田勉／著 講談社 2016 369.2ヒ

突然はじまる!　親の介護でパニックになる前に読む本 結城康博／著 講談社 2018 369.2ユ

脳科学者の母が、認知症になる
記憶を失うと、その人は“その人”でなくなるのか?

恩蔵絢子／著 河出書房新社 2018 493.7オ

わたしがこどもだったころ　昭和30年前後の村の暮らし 神戸るみこ／絵・文 ヒポ・サイエンス出版 2018 L493.7カ

気持ちが楽になる認知症の家族との暮らし方 繁田雅弘／監修 池田書店 2018 493.7キ

認知症気づけるわかるケアできるQ&A50
久米明人／著,山村恵子
／著

じほう 2016 493.7ク

認知症と笑顔で暮らす本
正しく知ることが予防と治療への近道

洋泉社 2018 493.7ニ

身近な人が認知症かなと思ったら読む本　第4版 高室成幸／監修 自由国民社 2018 493.7ミ

介護のススメ!　希望と創造の老人ケア入門 三好春樹／著 筑摩書房 2016 T369ミ

おばあちゃんが、ぼけた。　増補新版 村瀬孝生／著 新曜社 2018 T369ム

◆自分が認知症になったら…
書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

また身の下相談にお答えします 上野千鶴子／著 朝日新聞出版 2017 159ウ

老い方上手
上野千鶴子／著,大熊由
紀子／ほか著

WAVE出版 2014 367.7オ

あなたのオムツは誰が替える? 平川晃／著 アチーブメント出版 2018 369.2ヒ

ルポ希望の人びと　ここまできた認知症の当事者発信 生井久美子／著 朝日新聞出版 2017 493.7イ

認知症を生きる　正しく知ることが予防と治療への近道 マガジンハウス 2017 L493.7ニ

認知症予防トレーニング認トレ　一生ボケない!38の方法 広川慶裕／著 すばる舎 2014 493.7ヒ

扉を開く人クリスティーン・ブライデン
認知症の本人が語るということ

クリスティーン・ブライデン／
著,永田久美子／監修

クリエイツかもがわ 2012 493.7ブ

私は私になっていく　認知症とダンスを　改訂新版
クリスティーン・ブライデン／
著,馬籠久美子／ほか訳

クリエイツかもがわ 2012 493.7ブ

認知症を堂々と生きる　終末期医療・介護の現場から
宮本礼子／著,武田純子
／著

中央公論新社 2018 493.7ミ
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家族や自分が認知症になったら…
“もしも”のリスクに備える



◆「認知症」とともに生きる
書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

多元的共生社会の構想
菅沼隆／編,河東田博／
編,河野哲也／編

現代書館 2014 369タ

認知症フレンドリー社会 徳田雄人／著 岩波書店 2018 369.2ト

家族介護者の生活保障　実態分析と政策的アプローチ 濱島淑惠／著 旬報社 2018 369.2ハ

これからの医療と介護のカタチ
超高齢社会を明るい未来にする10の提言

佐々木淳／編著 日本医療企画 2016 498コ

◆物語とエッセイで読む「認知症」
書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

泣きかたをわすれていた 落合恵子／著 河出書房新社 2018 913.6オ

「わたし」の人生(みち)　我が命のタンゴ 和田秀樹／著 集英社 2012 913.6ワ

週末介護 岸本葉子／著 晶文社 2016 914.6キ

母の日記 秋川リサ／著 NOVA出版 2014 916ア

介護はしないぞ　私と母の1000日戦争 井上雅義／著 小学館 2013 916イ

介護はつらいよ 大島一洋／著 小学館 2014 916オ

＜ペコロスの母＞　シリーズ 岡野雄一／著 916オ

ベトナムの風に吹かれて 小松みゆき／[著] KADOKAWA 2015 916コ

心が楽になる介護のヒント 読売新聞生活部／編 中央公論新社 2013 916コ

毎日がアルツハイマー 関口祐加／著
パド・ウィメンズ・オフィ
ス

2012 916セ

親の介護、10年め日記。
堀田あきお／著,堀田か
よ／著

ぶんか社 2018 916ホ

母さん、ごめん。　50代独身男の介護奮闘記 松浦晋也／著 日経BP社 2017 916マ

父よ、ロング・グッドバイ　男の介護日誌 盛田隆二／著 双葉社 2016 916モ

あかりさん、どこへ行くの?
近藤尚子／作,江頭路子
／絵

フレーベル館 2016 K913コ

おじいちゃん、おぼえてる?
フィル・カミングス／文,
オーウェン・スワン／絵

光村教育図書 2016 Ｅカ

ばあばは、だいじょうぶ
楠章子／作,いしいつとむ
／絵

童心社 2016 Ｅク

ラブリーオールドライオン　 おじいちゃん、わすれないよ
ジュリア・ジャーマン／さ
く,スーザン・バーレイ／え

フレーベル館 2015 Ｅジ

おばあちゃんがこどもだったころ 菅沼孝浩／著 岩崎書店 2017 Ｅス

◇映像資料
タイトル 制作 制作年

毎日がアルツハイマー
関口 祐加／企画,製作,監
督,撮影,編集

2012

毎日がアルツハイマー２　関口監督、イギリスへ行く編
関口 祐加／企画,製作,監
督,撮影,編集

2014 DWｼ/1694
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