
NO. タイトル 作者 出版 備考

1 3日ずつのおくりもの レミ・クルジョン 文溪堂

2 あおいアヒル　　こんどは　ぼくが　まもるから リリア 主婦の友社

3 赤いスパゲッチ 藤川幸之助 クリエイツかもがわ

4 赤ちゃんキューちゃん 藤川幸之助 クリエイツかもがわ

5 いつか　あなたを　わすれても 桜木紫乃 集英社

6 一本の線をひくと 藤川幸之助 クリエイツかもがわ

7 エマおばあちゃん ウェンディ・ケッセルマン 徳間書店

8 おじいちゃんがペンギンやったとき モラグ・フッド 小学館

9 おじいちゃんの手帳 藤川幸之助 クリエイツかもがわ

10 おばあちゃん 長谷川俊太郎 いそっぷ社

11 おばあちゃんにささげる歌　にんち症と共に生きる アンナ＝レーナ・ラウリーン ノルディック出版

12 このあと　どうしちゃおう ヨシタケシンスケ ブロンズ新社

13 じいちゃん、出発進行！ 藤川幸之助 クリエイツかもがわ

14 しっぽがわらう　vostoj ridas!! いとう　じゅんこ フォレスト出版

15 だいじょうぶ　だいじょうぶ いとうひろし 講談社

16 だいじょうぶだよ　ーぼくのおばあちゃんー 長谷川和夫 ぱーそん書房

17 だいじょうぶだよ、ゾウさん ローレンス・ブルギニョン 文溪堂

18 とかげのアンソニー 小林博子 星和書店

19 ぼくのおじいちゃん マルタ・アルテス BL出版

20
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 フレーベル館

21 わすれたって、いいんだよ 上條さなえ 光村教育図書

22 忘れても　好きだよ　おばあちゃん！ ダグマー・H・ミュラー あかね書房

23 ボクはやっと認知症のことがわかった 長谷川和夫 KADOKAWA

24 父と娘の認知症日記 長谷川和夫・南髙まり 中央法規出版
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25 東大教授、若年性アルツハイマーになる 若井克子 KODANSHA

26 認知症の私から見える社会 丹野智文 KODANSHA

27 いっぱいごめん　いっぱいありがと 岡上多寿子 木耳社

28 おばあちゃんが、ぼけた。 村瀬孝生 新曜社

29 おもいでメガネ ないとうともあき　 主婦の友社

30 家族じまい 桜木紫乃 集英社

31 知ってる？認知症　ニンチショウ大使　れも参上！ 高橋由為子 子どもの未来社

32
祖父母そろって認知症
ばーちゃんがゴリラになっちゃった。

青山ゆずこ 徳間書店

33
旅のことば
認知症とともによりよく生きるためのヒント

井庭崇　岡田誠 丸善出版

34 テッドがおばあちゃんを見つけた夜 ペグ・ケレット 徳間書店

35 ねぼけノート　認知症はじめました あさとひわ 朝日新聞出版

36 母が若年性アルツハイマーになりました。 Nicco ペンコム

37 百花 川村元気 文藝春秋

38 ピンクのチビチョーク 新藤悦子 童心社

39 ペコロスのいつか母ちゃんにありがとう 岡野雄一 小学館

40 ペコロスの母に会いに行く 岡野雄一 西日本新聞社

41 ペコロスの母の贈り物 岡野雄一 朝日新聞出版

42 ペコロスの母の玉手箱 岡野雄一 朝日新聞出版

43 ペコロスの母の忘れもの 岡野雄一 朝日新聞出版

44 老乱 久坂部羊 朝日新聞出版

45 熱闘！介護実況　私とオフクロの7年間 松本秀夫 バジリコ株式会社

46
「認知症が気になりだしたら、歯科にも行こう」は、な
ぜ？

大久保満男　監修　早田雅美　編著 朝日新聞出版

47
絵で見てわかる
認知症「食事の困った！」に答えます
―「食べてくれない」には理由があります―

菊谷武 女子栄養大学出版部

48 おどる認知症 岸香里 いそっぷ社

49
介護現場ですぐに役立つ！
タイプ別対応でよくわかる　認知症ケア

熊谷賴佳 ナツメ社

50 科学的認知症診療5Lessons 小田陽彦 Signe
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51
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　ロゼット・マレスコッティ
本田美和子

誠文堂新光社

52
看護師のための
認知症のある患者さんのアセスメントとケア

六角僚子
種市ひろみ
本間昭

ナツメ社

53 現場で使える　認知症ケア便利帖 田中元 翔泳社

54
心のお医者さんに聞いてみよう
認知症の人を理解したいと思ったとき読む本

内門大丈 大和出版

55 納得する認知症ケア 日東書院

56 認知症症状別対応ガイドブック 数井裕光 エーザイ株式会社
持出し禁止
同じ本

57 認知症症状別対応ガイドブック 数井裕光 エーザイ株式会社
持出し禁止
同じ本

58
認知症世界の歩き方
認知症のある人の頭の中をのぞいてみたら？

筧裕介 ライツ社

59
認知症の看護・介護に役立つ
よくわかる　パーソン・センタード・ケア

鈴木みずえ 池田書店

60 認知症の心理アセスメント　はじめの一歩 黒川由紀子　扇澤史子 医学書院

61
認知症の人の気持ちがよくわかる
聞き方・話し方

鈴木みずえ 池田書店

62 認知症の人を愛すること ポーリン・ボス 誠信書房

63 認知症予防の権威　朝田隆教授の脳トレぬり絵 朝田隆 大和出版

64 認知症予防は絵手紙で！頭がさえる２６のポイント 結城俊也 郵研社

65
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 河出書房新社

66
ボケ日和
わが家に認知症がやって来た！どうする？どうなる？

長谷川嘉哉 かんき出版

67 マンガでわかる　認知症の人の心の中が見える本 川畑智 わかさ出版

68 マンガでわかる！認知症の人が見ている世界 川畑智 文響社

69 マンガ認知症 佐藤眞一 ちくま新書

70 もしも
社会福祉法人東北福祉会
認知症介護研究・研修仙
台センター

持出し禁止
同じ本

71 もしも
社会福祉法人東北福祉会
認知症介護研究・研修仙
台センター

持出し禁止
同じ本

72
地域を変える
認知症カフェ　企画・運営マニュアル
おさえておきたい原則と継続のポイント

矢吹知之/ベレ・ミーセン 中央法規

73 認知症カフェハンドブック 武地一 クリエイツかもがわ

74
ようこそ、認知症カフェへ
未来をつくる地域包括ケアのかたち

武地一 ミネルヴァ書房

75
10歳から知っておきたいお金の心得
大切なのは稼ぎ方・使い方・考え方

八木陽子 えほんの社

76
10歳の君に贈る、心を強くする26の言葉
哲学者から学ぶ生きるヒント

岩村太郎 えほんの社
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77
イラスト版子どものストレスマネジメント
自分で自分を上手に助ける45の練習

伊藤絵美 合同出版

78 こども六法 山崎聡一朗 弘文堂

79
マインドフル・ゲーム
60のゲームで子どもと学ぶマインドフルネス

スーザン・カイザー・グリーンランド 金剛出版

80 家族の練習問題　-木陰の物語- 団士朗 ホンブロック

81 家族の練習問題　-木陰の物語-2 団士朗 ホンブロック

82 家族の練習問題　-木陰の物語-3　”父よ母よ” 団士朗 ホンブロック

83
家族の練習問題　-木陰の物語-4　”悲しみも、哀しみ
も”

団士朗 ホンブロック

84
誰もボクを見ていない
なぜ17歳の少年は、紗父母を殺害したのか

山寺香 ポプラ社

85 長いお別れ 中島京子 文藝春秋

86
「気がつきすぎて疲れる」が驚くほどなくなる
「繊細さん」の本

武田友紀 飛鳥新社

87
2人から100人でもできる！
15分でチームワークを高めるゲーム39

ブライアン・コール・ミラー
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

88 あなたを助ける　慈愛フル・ビブリオセラピー 加藤絢子 Clover出版

89
生きづらいでしたか？
私の苦労と付き合う当事者研究入門

細川貂々 平凡社

90 介護現場で使える会話の引き出し便利帖 布施克彦 翔泳社

91 介護現場で使えるコミュニケーション便利帖 尾渡順子 翔泳社

92
ケアするまちのデザイン
対話で探る超長寿時代のまちづくり

山崎亮 医学書院

93 ケーキの切れない非行少年たち 宮口幸治 新潮新書

94
心がヘトヘトなあなたのためのオックスフォード式
マインドフルネス

ルビー・ワックス　 双葉社

95
心のざわざわ・イライラを消す
がんばりすぎない休み方
すき間時間で始めるマインドフルネス

萩野淳也 文響社

96 心の中がグチャグチャで捨てられないあなたへ [改装版] ブルックス・パーマー　
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

97 障害者のリアル×東大生のリアル 著　東大ゼミ　　編著　野澤和弘 ぶどう社

98
それでいい。
自分を認めてラクになる対人関係入門

細川貂々 創元社

99
対人援助の現場で使える
聴く・伝える・共感する技術　便利帖

大谷佳子 翔泳社

100

対話のことば
オープンダイアローグに学ぶ
問題解消のための対話の心得

井庭崇　長井雅史 丸善出版

101
なんだこの人生
日曜しか生きた心地がしない社畜OLの日常

橋本ゆの KADOKAWA

102 マンガで読み解く　プロカウンセラーの聞く技術 東山　紘久 創元社
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103 マンガで読み解く　プロカウンセラーの共感の技術 杉原保史 創元社

104 マンガでわかる　脳と心の科学 篠原菊紀 池田書店

105
やっぱり、それでいい。
人の話を聞くストレスが自分の癒しに変わる方法

細川貂々・水島広子 創元社

106
絵で見てわかる入れ歯のお悩み解決！
「入れ歯だって、おいしく食べたい！」に答えます

山田晴子　菊谷武 女子栄養大学出版部

107 ユマニチュード入門 本田美和子 医学書院

108 ボランティアってなんだっけ？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　猪瀬浩平 岩波書店
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くじけないで 柴田トヨ 飛鳥新社
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