
認知症にやさしい本集めました

No. 著者名 請求記号

1 看る力 阿川　佐和子・大塚　宣夫 文藝春秋 369.2/ｱ

2 「ユマニチュード」という革命 イヴ・ジネスト／著 誠文堂新光社 369.2/ｼﾞ

3 認知症の介護のために知っておきたい大切なこと トム  キットウッドぽか ブリコラージュ [CLC(発売)] 369.2/ｷ

4 認知症フレンドリー社会 徳田　雄人／著 岩波書店 369.2/ﾄ

5 認知症をつくっているのは誰なのか 村瀬　孝生／著 ＳＢクリエイティブ 369.2/ﾄ

6 認知症ケアのための家族支援 小海　宏之／編著 クリエイツかもがわ 369.2/ﾆ

7 認知症の人がスッと落ち着く言葉かけ 右馬埜　節子／著 369.2/ｳ

8 「認知症七〇〇万人時代」の現場を歩く 佐藤　幹夫／著 369.2/ｻ

9 ユマニチュード入門 本田 美和子ほか 医学書院 発注中

10 家族のためのユマニチュード イヴ  ジネストほか 誠文堂新光社 発注中

11 ボクはやっと認知症のことがわかった 長谷川 和夫・猪熊 律子 KADOKAWA 493.7/ﾊ

12 認知症になってもだいじょうぶ! 藤田 和子 メディア・ケアプラス 徳間書店(発売) 493.7/ﾌ

13 認知症になっても人生は終わらない 認知症の私たち harunosora 493.7/ﾆ

14 私は誰になっていくの？ クリスティーン・ボーデン クリエイツかもがわ かもがわ出版（発売） 493.7/ﾎﾞ

15 私は私になっていく クリスティーン・ボーデン クリエイツかもがわ かもがわ出版（発売） 493.7/ﾎﾞ

16 認知症の人の心の中はどうなっているのか? 佐藤 眞一 光文社 493.7/ﾊ

17 ルポ希望の人びと 生井　久美子 朝日新聞出版 493.7/ｲ

18 ゆかいな認知症 奥野　修司 講談社 493.7/ｵ

19 認知症の人たちの小さくて大きなひと言 永田 久美子∥監修 harunosora 493.7/ﾅ

20 私の記憶が確かなうちに クリスティーン・ブライデン クリエイツかもがわ 493.7/ﾌﾞ

21 認知症を乗り越えて生きる ケイト・スワファー クリエイツかもがわ 493.7/ｽ

22 痴呆を生きるということ 小沢　勲 岩波書店 493.7/ｵ

23 忘れんぼさんへのマナー ジョアン・サウアーズ／著 493.7/ｻ

24 認知症予防 山口　晴保／著 協同医書出版社 493.7/ﾔ

25 認知症の親を介護している人の心を守る本 西村 知香∥監修 大和出版 493.7/ﾆ

26 納得する認知症ケア 本間　昭／監修 日東書院本社 493.7/ﾅ

27 これでわかる認知症 杉山　孝博／監修 成美堂出版 493.7/ｺ

28 早期発見＋早期ケアで怖くない隠れ認知症 旭　俊臣／著 幻冬舎メディアコンサルティング 493.7/ｱ

29 不幸な認知症幸せな認知症 上田　諭／著 マガジンハウス 493.7/ｳ

30 認知症新時代 毎日新聞生活報道部／著 毎日新聞出版 493.7/ﾆ

31 注文をまちがえる料理店 小国　士朗／著 あさ出版 493.7/ｵ

32 認知症なんでも相談室 三宅　貴夫／著 日本医療企画 493.7/ﾐ

33 解放老人 野村　進／著 493.7/ﾉ

34 認知症に向き合う本 宮澤　由美／著 新日本出版社 493.7/ﾐ

35 図説認知症高齢者の心がわかる本 平澤　秀人／著 493.7/ﾋ

36 親の認知症に気づいたら読む本 杉山　孝博／監修 主婦の友社 493.7/ｵ

37 私、バリバリの認知症です 太田　正博／著 クリエイツかもがわ 493.7/ﾜ

38 認知症の「家族」と暮らす技術（テク） 奥村　歩／著 世界文化社 493.7/ｵ

39 認知症の人のケア 小山　朝子／著 493.7/ｺ

40 すぐ役に立つ家族のための認知症介護 代居　真知子／著 誠文堂新光社 493.7/ﾖ

41 認知症介護を後悔しないための５４の心得 工藤　広伸／著 廣済堂出版 493.7/ｸ

42 魅力あふれる認知症カフェの始め方・続け方 浅岡　雅子／著 493.7/ｱ

43 すべてがわかる認知症 朝日新聞出版 493.7/ｽ/16
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44 認知症カフェ読本 矢吹　知之／著 中央法規出版 493.7/ﾔ

45 認知症ケアこれならできる５０のヒント 奥村　典子／著 クリエイツかもがわ 493.7/ｵ

46 脳からみた認知症 伊古田　俊夫／著 493.7/ｲ

47 認知症「不可解な行動」には理由（ワケ）がある 佐藤　眞一／著 ソフトバンククリエイティブ 493.7/ｻ

48 認知症介護で倒れないための５５の心得 工藤　広伸／著 廣済堂出版 493.7/ｸ

49 母が若年性アルツハイマーになりました。 Ｎｉｃｃｏ／著 916 /ﾆ

50 お母さんは、だいじょうぶ 楠 章子∥文 毎日新聞出版 916 /ｸ

51 母さん、ごめん。 松浦　晋也／著 日経ＢＰ社 916/ﾏ

52 丹野智文笑顔で生きる 丹野　智文 文藝春秋 916/ﾀ

53 認知症の私からあなたへ 佐藤 雅彦 大月書店 916/ｻ

54 認知症の私は「記憶より記録」 大城 勝史 沖縄タイムス社 916/ｵ

55 ペコロスの母に会いに行く 岡野　雄一 西日本新聞社 916/ｵ

56 ペコロスの母の玉手箱 岡野　雄一 朝日新聞出版 916/ｵ

57 「ペコロスの母」に学ぶボケて幸せな生き方 岡野　雄一 916/ｵ

58 ペコロスのいつか母ちゃんにありがとう 岡野　雄一 916/ｵ

59 認知症になった私が伝えたいこと 佐藤 雅彦 大月書店 発注中

60 だいじょうぶだよ 長谷川 和夫∥さく 池田 げんえい∥え ぱーそん書房 E/ﾊ

61 おじいちゃんの手帳 藤川 幸之助∥さく クリエイツかもがわ E /ﾌ

62 赤ちゃんキューちゃん 藤川 幸之助∥さく クリエイツかもがわ E /ﾌ
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※ リスト中、2004年以前刊行の図書には、「痴呆」というタイトルのものがございますが、当時のままのタイ

    トルとなっております。ご了承ください。

　   また、ジャンル分けにつきましては、「日本十進分類法」に基づいた分類で表示しております。

講談社


