
「読む・知る・認知症２０２２」～図書リスト～ 

Ｎ０． 図書名 著者 出版社 分類記号 

認知症とは 

１ 認知症の人は何を考えているの

か? 

渡辺 哲弘∥著 講談社 369.2 

 

２ 図説認知症高齢者の心がわかる本 平澤 秀人∥著 講談社 493.7 

３ 認知症の人の心の中はどうなって

いるのか? 

佐藤 眞一∥著 光文社 493.7 

４ 認知症の新しい常識 緑 慎也∥著 新潮社 493.7 

医学・健康 

５ 家族のためのユマニチュード イヴ・ジネスト∥著 誠文堂新光社 369.2 

 

６ 達人が教える 2 北海道新聞社∥編 北海道新聞社 ３６９．２ 

７ 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∥

著 

ブリコラージュ ３６９．２ 

８ 食事を変えれば、認知症は必ずよく

なる！ 

園田 康博∥著 新星出版社 493.7 

９ 親が認知症!?離れて暮らす親の介

護・見守り・お金のこと 

工藤 広伸∥著 翔泳社 493.7 

 

１０ 認知症になった蛭子さん 蛭子 能収∥著 光文社 493.7 

１１ 認知症かもしれない家族のために

できること 

千葉 京子∥編 弘文堂 493.7 

１２ 「認知症」がとまった！？ ボケてた

まるか 

山本 朋史∥著 朝日新聞出版 493.7 

 

１３ 認知症を予防する食事 川口 美喜子∥著 亜紀書房 493.7 

１４ 認知症 笑顔がよみがえる治し方 松野 晋太郎∥著 主婦の友社 493.7 

１５ 忘れんぼさんへのマナー ジョアン・サウアー

ズ∥著 

扶桑社 493.7 

１６ 父と娘の認知症日記 長谷川 和夫∥著 中央法規出版 493.7 

 

１７ マンガでわかる医学博士がすすめ

る認知症にならない最高の習慣 

山根 一彦∥著 新潮社 493.7 

１８ 認知症の人のイライラが消える接し

方 

植 賀寿夫∥著 講談社 493.7 

１９ 認知症になっても人生は終わらな

い 

認知症の私たち∥

著 

harunosora ４９３．７ 

２０ 注文をまちがえる料理店 小国 士朗∥著 あさ出版 ４９３．７ 
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２１ 認知症になってもだいじょうぶ! 藤田 和子∥著 徳間書店 ４９３．７ 

２２ 脳がよみがえる「水煮缶」レシピ 佐古田 三郎∥監

修 

PHP研究所 L596 

２３ 脳を刺激する!認知症予防おりがみ 小林 一夫∥著 PHP研究所 L754.9 

小説・手記 

２４ 長いお別れ 中島 京子∥著 文藝春秋 913.6/ナ 

２５ 百花 川村 元気∥著 文藝春秋 913.6/カ 

２６ 老乱 久坂部 羊∥著 朝日新聞出版 913.6/ク 

２７ ことことこーこ 阿川 佐和子∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 913.6/ア 

２８ ミシンと金魚 永井 みみ∥著 集英社 913.6/ナ 

２９ 星を掬う 町田 そのこ∥著 中央公論新社 913.6/マ 

３０ アルツ村 南 杏子∥著 講談社 913.6/ミ 

３１ 老いの正体 森村 誠一∥著 KADOKAWA ９１４．６/モ 

３２ 父ちゃんの認知症パラダイス 竹之内 淳子∥著 秋田書店 916/タ 

３３ ぼけますから、よろしくお願いしま

す。 

信友 直子∥著 新潮社 916/ノ 

３４ ぼけますから、よろしくお願いしま

す。おかえりお母さん 

信友 直子∥著 新潮社 916/ノ 

絵本・児童書 

３５ おばあちゃんのきおく ジュリー・ビバス∥

絵 

講談社 E/ヴ 

３６ ぼくのおじいちゃん マルタ・アルテス∥

絵 

ＢＬ出版 E/ア 

３７ ばあばはだいじょうぶ いしい つとむ∥絵 童心社 E/イ 

３８ おばあちゃん 三輪 滋∥絵 いそっぷ社 E/ミ 

３９ 福祉・介護のキーワード事典 高橋 利一∥監修 ＰＨＰ研究所 K３６９ 

小樽市立病院認知症疾患医療センター おすすめ 

４０ 認知症の人のケア 小山 朝子∥著 旬報社 493.7 

４１ 脳科学者の母が、認知症になる 恩蔵 絢子∥著 河出書房新社 493.7 

４２ 私たちの医療倫理が試されるとき 齋藤 正彦∥編著 ワールドプランニン

グ 

当館所蔵なし 

４３ 安心な認知症 繁田 雅弘∥監修 主婦と生活社 当館所蔵なし 

小樽市福祉保険部福祉相談室 おすすめ 

４４ 認知症世界の歩き方 筧 裕介∥著 ライツ社 493.7 

４５ マンガでわかる!認知症の人が見て

いる世界 

川畑 智∥著 文響社 当館所蔵なし 

令和４年９月１日 市立小樽図書館作成 
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