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最後の読書 　津野　海太郎∥著 ０１９　ツ

全国大人になっても行きたいわたしの絵本めぐり 　 ０２４　ゼ

年をかさねても「若い人」の９５のコツ 　植西　聰∥著 １５９　ウ

人生のピークを９０代にもっていく！ 　枝廣　淳子∥著 １５９　エ

「今、ここ」にある幸福 　岸見　一郎∥著 １５９　キ

老いる勇気 　岸見　一郎∥著 １５９　キ

５０歳からのかろやか人生 　木村　和久∥著 １５９　キ

シニアの品格 　小屋　一雄∥著 １５９　コ

女５０歳からの１００歳人生の生き方 　小島　貴子∥著 １５９　コ

５０歳から人生を大逆転 　心屋　仁之助∥著 １５９　コ

６０歳からの後悔しない生き方 　櫻井　秀勲∥著 １５９　サ

大人だからこそ忘れないでほしい４５のこと 　齋藤　孝∥著 １５９　サ

８０歳からの人生の楽しみ方 　櫻井　秀勲∥著 １５９　サ

一〇一歳の習慣 　高橋　幸枝∥著 １５９　タ

歳をとるのは面白い 　『ＰＨＰ』編集部∥編 １５９　ト

医者だからわかった「三途の川の渡り方」教室 　中島　宏昭∥著 １５９　ナ

５０代がもっともっと楽しくなる方法 　中谷　彰宏∥著 １５９　ナ

定年前に生まれ変わろう 　中谷　彰宏∥著 １５９　ナ

７０歳のたしなみ 　坂東　眞理子∥著 １５９　バ

弘兼流「ひとり力」で孤独を楽しむ 　弘兼　憲史∥著 １５９　ヒ

５０歳からの時間の使いかた 　弘兼　憲史∥著 １５９　ヒ

６５歳何もしない勇気 　樋口　裕一∥著 １５９　ヒ

長生きだけが目的ですか？ 　弘兼　憲史∥著 １５９　ヒ

図解５０歳からの人生が楽しくなる生き方 　保坂　隆∥著 １５９　ホ

７０歳、だから何なの 　松原　惇子∥著 １５９　マ

一流の老人 　山崎　武也∥著 １５９　ヤ

女は年を重ねるほど自由になる 　ワタナベ　薫∥著 １５９　ワ

正しく読む古事記 　武光　誠∥著 ２１０．３　タ

大人の男海外ひとり旅 　伊藤　伸平∥著 ２９０　イ

自転車は生き甲斐 　飯田　昇治∥著 ２９１　イ

駅から山あるき関東版　〔２０１９〕 　 ２９１　エ　１９
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とっておき！低山トラベル 　大内　征∥文と写真 ２９１　オ

大人の日帰り旅　２０２１ 　 ２９１　オ　２１

大人もハマる地理 　河原　和之∥著 ２９１　カ

クルマで行く山あるき　〔２０１８〕 　 ２９１　ク　１８

日本百名山山あるきガイド　〔２０２０〕上 　 ２９１　ニ ２０-１

まるごと！筑波山こだわり完全ガイド 　スタジオパラム∥著 ２９１　マ

日帰りウォーキング関東周辺　〔２０２０〕－１ 　 ２９１.３ ヒ  ２０-１

夫の定年 　グループわいふ∥著 ３６７　オ

５５歳からはじめたい自分らしい老楽支度 　太田　知子∥著 ３６７　オ

歳のことなど忘れなさい。 　加藤　恭子∥著 ３６７　カ

フランス人は「老い」を愛する 　賀来　弓月∥著 ３６７　カ

ひとり老後、賢く楽しむ 　岸本　葉子∥著 ３６７　キ

ちょっと早めの老い支度 　岸本　葉子∥著 ３６７　キ

老いを考える１００冊の本 　久我　勝利∥著 ３６７　ク

５５歳からの「一生モノ」入門 朝日新聞「５５プラス」取材班∥著 ３６７　ゴ

リア王症候群（シンドローム）にならない 　齋藤　孝∥著 ３６７　サ

シニアシングルズ女たちの知恵と縁 　大矢　さよ子∥編 ３６７　シ

定年が楽しみになる！オヤジの地域デビュー 　清水　孝幸∥著 ３６７　シ

私がオバさんになったよ 　ジェーン　スー∥著 ３６７　ジ

７０歳、はじめての男独り暮らし 　西田　輝夫∥著 ３６７　ニ

老後ぐらい好きにさせてよ 　野末　陳平∥著 ３６７　ノ

この先をどう生きるか 　藤原　智美∥著 ３６７　フ

精神科医が教えるちょこっとずぼら老後のすすめ 　保坂　隆∥著 ３６７　ホ

　椅子に腰かけたままでできるシニアのための脳トレ
体操＆ストレッチ体操

　斎藤　道雄∥著 ３６９　サ

　椅子に座ってできるシニアの１，２分間筋トレ×脳
トレ体操５１

　斎藤　道雄∥著 ３６９　サ

大人のための恐竜教室 　真鍋　真∥著 ４５７　マ

野草と暮らす３６５日 　山下　智道∥著 ４７０　ヤ

原寸で楽しむ身近な木の実・タネ図鑑＆採集ガイド 　多田　多恵子∥著 ４７１　タ

森のきのこ、きのこの森 　新井　文彦∥著 ４７４　ア

コケを見に行こう！ 　左古　文男∥著 ４７５　サ

「あれ？なんだっけ」がなくなる！大人のさがし絵 　森　惟明∥監修 ４９３．７５　ア

目がよくなると、１０歳若返る 　日比野　佐和子∥著 ４９６　ヒ

クスリごはん 　白澤　卓二∥監修 ４９８　ク

　１００歳まで寝たきりにならないアンチエイジン
グ・ヨガ

　くらもと　えりこ∥著 ４９８　ク
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元気で長生きはこんな人 　 ４９８　ゲ

コピーして使えるシニアの漢字楽楽トレーニング 　脳トレーニング研究会∥編 ４９８　コ

１日１０分でＯＫ！体幹を鍛える最強の「歩き方」 　木場　克己∥著 ４９８　コ

あなたは、うで体？あし体？ 　鴻江　寿治∥著 ４９８　コ

　６０歳からの筋力づくり体にホントにいいのはどっ
ち？

　周東　寛∥著 ４９８　シ

孤独は男の勲章だ 　志賀　貢∥著 ４９８　シ

５０代からの老けない、太らない体の作り方 　立花　龍司∥著 ４９８　タ

今から始める「寝たきりにならない体」のつくり方 　鄭　雄一∥著 ４９８　テ

フケ声がいやなら「声筋」を鍛えなさい 　渡邊　雄介∥著 ４９８　ワ

　上手に食べて、ずーっと健康！栄養を捨てないシニ
アの簡単レシピ

　柳沢　幸江∥監修 ４９８．５５　ジ

「鉄道模型」の教科書 　ディディエフ∥監修 ５０７　テ

日本酒。 　 ５８８　ニ

今飲むべき最高のクラフトビール１００ 　マーク　メリ∥著 ５８８　メ

エンジョイ！クラフトビール 　スコット　マーフィー∥著 ５８８．５　マ

間違いだらけの大人（シニア）のおしゃれ 　横森　美奈子∥著 ５８９　ヨ

玲子さんの大人のおしゃれ生活 　西村  玲子∥著 ５９０　ニ

玲子さんののんびり老い支度 　西村　玲子∥著 ５９０　ニ

おとなの着物ことはじめ 　永岡書店編集部∥編著 ５９３　オ

大人のパンツ 　 ５９３　オ

かたちがステキな大人の帽子 　 ５９３　カ

ほっそり見える！素敵な大人の半幅帯 　オハラ　リエコ∥監修 ５９３　ホ

　５歳若く見える大人のニット
Ａｕｔｕｍｎ　＆　Ｗｉｎｔｅｒ

　 ５９４　ゴ

小林照子流ハッピーシニアメイク 　小林　照子∥著 ５９５　コ

シニアビューティヘア 　テルイ　タカヒロ∥著 ５９５　テ

おいしい紅茶の図鑑 　山田　栄∥監修 ５９６　オ

夫婦ふたり分！体が喜ぶ！シニアごはん 　金丸　絵里加∥著 ５９６　カ

極める愉しむ珈琲事典 　西東社編集部∥編 ５９６　キ

長生きごはん 　ゆうゆう編集部∥編 ５９６　ナ

簡単だから毎日作れるシニアごはん 　野崎　洋光∥教える人 ５９６　ノ

ゼロから分かる！日本茶の楽しみ方 　ブレケル　オスカル∥著 ５９６　ブ

手順３つで、しっかりおいしい毎日のシニアごはん 　横山　タカ子∥料理 ５９６　ヨ

おくすり晩酌 　大友　育美∥著 ５９６．７　オ

　理由がわかればもっとおいしい！コーヒーを楽しむ
教科書

　井崎　英典∥監修 ５９６．７　リ

ボケない片づけ 　高橋　和子∥著 ５９７　タ
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祖父母手帳 　森戸　やすみ∥監修 ５９９　ソ

　パパ・ママ〓じいじ・ばあばの子育てギャップこれ
で解決

　戸塚　芳子∥著 ５９９　ト

定年就農 　神山　安雄∥編著 ６１１　カ

キヨミさんのシニアの庭あそびアイデア 　長澤　淨美∥著 ６２９　ナ

運転をあきらめないシニアの本音と新・対策 　岩越　和紀∥著 ６８１　イ

鉄道とファン大研究読本 　久野　知美∥著 ６８６　ク

めくるめく現代アート 　筧　菜奈子∥文　絵 ７０２　カ

芸術がわからなくても美術館がすごく楽しくなる本 　藤田　令伊∥著 ７０６　フ

花と動物の「白い切り絵」 　平石　智美∥著 ７２６　ヒ

９０歳セツの新聞ちぎり絵 　木村　セツ∥ちぎり絵 ７２６．９　キ

やきものの里めぐり 　永峰　美佳∥著 ７５１　ナ

新聞・雑誌をリサイクル古紙クラフトのかご・小もの 　石上　正志∥監修 ７５４　シ

モーツァルトとコーヒータイム 　ジュリアン　ラシュトン∥著 ７６２　コ

市原悦子ことばの宝物 　市原　悦子∥著 ７７５　イ

桂歌丸大喜利人生 　 ７７９　カ

５５歳からはお尻を鍛えれば長生きできる 　武内　正典∥著 ７８０　タ

老けない身体（からだ）を一瞬で手に入れる本 　中嶋　輝彦∥著 ７８０　ナ

しゃがむ力 　中村　考宏∥著 ７８０　ナ

大人の体幹トレーニング 　本橋　恵美∥著 ７８０　モ

体が硬い人のためのストレッチ 　荒川　裕志∥著 ７８１　ア

図解本当はすごい「ラジオ体操」健康法 　湯浅　景元∥監修 ７８１　ズ

　１００歳まで動ける「おはよう」あとのしゃっき
り！体操

　中野　ジェームズ修一∥著 ７８１　ナ

みんなのストレッチ 　フィジカルトレーナー協会∥著 ７８１　ミ

スロージョギング健康法 　田中　宏暁∥著 ７８２　タ

一生、山に登るための体づくり 　石田　良恵∥著 ７８６　イ

ゆっくりたのしむ山歩き 　古谷　聡紀∥著 ７８６　コ

５０歳からはじめるハイキングの教科書 　加藤　庸二∥監修 ７８６　ゴ

山登り語辞典 　鈴木　みき∥著 ７８６　ス

５０歳からの音読入門 　齋藤　孝∥著 ８０９　サ

６５歳から頭がよくなる言葉習慣 　樋口　裕一∥著 ８０９　ヒ

心とカラダを整えるおとなのための１分音読 　山口　謠司∥著 ８０９　ヤ

もっと心とカラダを整えるおとなのための１分音読 　山口　謠司∥著 ８０９　ヤ

　違いがわかるはじめての五七五「俳句・川柳」上達
のポイント

　上野　貴子∥監修 ９１１．３　チ

きみまろ「夫婦川柳」傑作選　３ 　綾小路　きみまろ∥編 ９１１．４　キ　３

2020年9月　楽しみを見つけよう！



書名 著者名 請求記号

シルバー川柳　大安吉日編 　みやぎシルバーネット∥編 ９１１．４　シ

老人初心者の覚悟 　阿川　佐和子∥著 ９１４　ア

大人のカタチを語ろう。 　伊集院　静∥著 ９１４　イ

いろいろあった人へ 　伊集院　静∥著 ９１４　イ

一度きりの人生だから 　伊集院　静∥著 ９１４　イ

牧子、還暦過ぎてチューボーに入る 　内館　牧子∥著 ９１４　ウ

人生は還暦から！ 　小山内　美江子∥著 ９１４　オ

旅ごはん 　小川　糸∥著 ９１４　オ

針と糸 　小川　糸∥著 ９１４　オ

媚びない老後 　桐島　洋子∥著 ９１４　キ

人生後半、はじめまして 　岸本　葉子∥著 ９１４　キ

人生は美しいことだけ憶えていればいい 　佐藤　愛子∥著 ９１４　サ

オトナのたしなみ 　柴門　ふみ∥著 ９１４　サ

やばい老人になろう 　さだ　まさし∥著 ９１４　サ

先生、ちょっと人生相談いいですか？ 　瀬戸内　寂聴∥著 ９１４　セ

死の準備教育 　曽野　綾子∥著 ９１４　ソ

最後まで、あるがまま行く 　日野原　重明∥著 ９１４　ヒ

老人のライセンス 　村松　友視∥著 ９１４　ム

ほどほど快適生活百科 　群　ようこ∥著 ９１４　ム

１００歳の１００の知恵 　吉沢　久子∥著 ９１４　ヨ

こころ彩る徒然草 　木村　耕一∥著 ９１４　ヨ

　６０歳を過ぎると、人生はどんどんおもしろくなり
ます。

　若宮　正子∥著 ９１４　ワ

猫を棄てる 　村上　春樹∥著 ９１４．６　ム

ことことこーこ 　阿川　佐和子∥著 Ｆ　アガ

ライオンのおやつ 　小川　糸∥著 Ｆ　オガ

うちの父が運転をやめません 　垣谷　美雨∥著 Ｆ　カキ

君はるか 　古関　正裕∥著 Ｆ　コセ

流浪の月 　凪良　ゆう∥著 Ｆ　ナギ

太平洋食堂 　柳　広司∥著 Ｆ　ヤナ

マジカルグランマ 　柚木　麻子∥著 Ｆ　ユズ

おらおらでひとりいぐも 　若竹　千佐子∥著 Ｆ　ワカ
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