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出版
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当事者
ルポ希望の人びと－ここまできた認知症
の当事者発信－（朝日選書　９５５）

認知症の本人同士が出会い、つながり、発信する。認知
症の常識を変える「当事者の力」！　初の当事者団体誕
生の軌跡と最先端の「いま」を伝える、渾身のルポ。『朝日
新聞』掲載に書き下ろしを加えて書籍化。

生井久美
子著

朝日新聞
出版

2017自然科学　T490 橙

当事者
ルポ希望の人びと－ここまできた認知症
の当事者発信－（朝日選書　９５５）

認知症の本人同士が出会い、つながり、発信する。認知
症の常識を変える「当事者の力」！　初の当事者団体誕
生の軌跡と最先端の「いま」を伝える、渾身のルポ。『朝日
新聞』掲載に書き下ろしを加えて書籍化。

生井久美
子著

朝日新聞
出版

2017自然科学　T490 橙

当事者
私の記憶が確かなうちに－「私は誰？」
「私は私」から続く旅－

４６歳で若年認知症と診断され、「私は誰になっていく
の？」「私は私になっていく」を著した著者が、認知症に闘
いを挑むこと、認知症とともに元気で明るく、幸せに生き抜
くことを語る。よりよく生きるためのアドバイスも収録。

クリス
ティーン・
ブライデン
著　水野
裕監訳
中川経子
訳

クリエイツ
かもがわ

2017自然科学　T490 橙

当事者
認知症になってもだいじょうぶ！－そん
な社会を創っていこうよ－

認知症になったらおしまいだと思っていませんか？　看護
師であり認知症の義母の介護を経験してきた著者が、自ら
もアルツハイマー病に。絶望から立ちあがり、前進し続ける
自身の思いを、フェイスブックの投稿を基にまとめます。

藤田和子
著

メディア・ケ
アプラス

2017自然科学　T490 橙

当事者
認知症になっても人生は終わらない－
認知症の私が、認知症のあなたに贈るこ
とば－

認知症当事者から認知症患者へ、前向きに生きるヒント
や、本当の思いなどを伝える。ＮＨＫ番組「わたしが伝えた
いこと－認知症の人からのメッセージ」（２０１５年１２月放
映）をもとに書籍化。

認知症の
私たち著

ｈａｒｕｎｏｓｏ
ｒａ

2017自然科学　T490 橙

当事者
認知症を生き抜いた母－極微の発達へ
の旅－

認知症の初期から、骨折、心筋梗塞による入院により急
激に重度化し、終末期を迎え、亡くなるまで－。高齢者福
祉の研究者である著者が自身の母の認知症の経過を追
いながら、その時どきの介護と利用したサービスについて
述べる。

安岡芙美
子著

クリエイツ
かもがわ

2017自然科学　T490 橙
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当事者

認知症の私からあなたへ－２０のメッ
セージ－ 記憶が消えても、記録は残る－。５１歳のときにアルツハイ

マー病と診断されながら、知恵と工夫で一人暮らしを続け
てきた著者による、勇気と励ましに満ちたメッセージ。メッ
セージの英訳も掲載

佐藤雅彦
著

大月書店 2016自然科学　T490 橙

当事者

認知症新時代－私らしく生きる－
認知症７００万人時代。本人の思いをどうケアに反映させ
れば良いのか。もがき苦しみながら居場所を見つけた当事
者を、初めて真っ向から捉えたルポルタージュ。『毎日新
聞』連載を中心に単行本化。

毎日新聞
生活報道
部著

毎日新聞
出版

2015自然科学　T490 橙

当事者

認知症になった私が伝えたいこと
認知症の診断を受けて９年、いまもマンションでひとり暮ら
しを続ける著者が、自身の生い立ち、毎日の過ごし方、認
知症に対する偏見をなくすための活動などについて綴る。
医師、行政へのメッセージも収録。

佐藤雅彦
著

大月書店 2014自然科学　T490 橙

当事者

認知症はこわくない－正しい知識と理解
から生まれるケア－ 認知症は、その“からくり”を知って理解すればこわがらなく

てもいい。認知症ケアに長年取り組んできた精神科医が、
認知症の正しい知識とＢＰＳＤ（行動・心理症状）を解説。
認知症当事者の思いや家族からのメッセージも紹介。

高橋幸男
編著

ＮＨＫ出版 2014自然科学　T490 橙

当事者

ああ認知症家族－つながれば、希望が
見えてくる－

いま、認知症の人は２００万人以上。その家族の多くは極
度の辛さ、やるせなさを感じている。「認知症の人と家族の
会」の代表を務める著者が、豊富な事例を振り返りなが
ら、家族同士の交流の大切さや具体的な知恵などを語
る。

高見国生
著

岩波書店 2011自然科学　T490 橙

当事者

若年認知症－本人・家族が紡ぐ７つの
物語－ 高齢の認知症とは異なる「若年認知症」を取り巻く環境、

直面する困難、当事者の葛藤－。認知症者本人の声・家
族の思いと合わせて、認知症を適切に知るための解説を
付し、各地の先駆的な実践も紹介する。

若年認知
症家族会・
彩星の会
編集

中央法規
出版

2006自然科学　T490 橙

当時者
認知症とともに生きる私－「絶望」を「希
望」に変えた２０年－

抄録：家族が、認知症、アルツハイマー病、レビー小体
病、ピック病と診断されたら…。認知症の正しい知識や最
新治療法、家庭でできること、介護のポイント、困った症状
の対処法などを、イラストを交えて紹介します。

クリス
ティーン・
ブライデン
著　馬籠
久美子訳

大月書店 2017自然科学　T490 橙
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当事者
介護者
医療

ゆかいな認知症－介護を「快護」に変え
る人－（講談社現代新書　２５０２） 思いがけず認知症になってしまった当事者たちを巡る物語

であると同時に、家族の介護にヒントを与えるための書。全
国の軽度から重度の認知症の人を訪ねて、当事者だけが
語れる本音を聞く。

奥野修司
著

講談社 2018自然科学　493.7 橙

介護者
その認知症ケアは大まちがい！（介護ラ
イブラリー）

認知症の薬はきちんと飲むべき。夜眠れないなら睡眠薬
を。粗相があったらオムツを使う…。そんなケアでは悪化し
ます！　長年、介護現場を見てきた著者２人が経験から
導き出した「本当にいいケア」を徹底図解。

三好春樹
著　東田
勉著

講談社 2017自然科学　493.7 橙

介護者
タイプ別対応でよくわかる認知症ケア－
介護現場ですぐに役立つ！　カラー図解
－

認知症利用者の心と行動を理解した対応で、ＢＰＳＤ（周
辺症状）をやわらげよう。介護職に向けて、認知症のタイプ
と特徴を紹介し、事例で、ＢＰＳＤを増やす対応・なくす対
応を解説する。カラーのイラストやマンガが満載。

熊谷頼佳
著

ナツメ社 2017自然科学　493.7 橙

介護者
実践事例でわかる認知症ケアの視点－
２１事例から学ぶ対応のポイント－

認知症の人を地域で支えるとはどういうことなのか、質の高
い認知症ケアとはどういうものなのか－。認知症介護指導
者養成研修を修了した指導者たちが事例とともに解説しま
す。

全国認知
症介護指
導者ネット
ワーク編集

中央法規
出版

2017社会科学　369.2

介護者
認知症アルツハイマー病・レビー小体
病・ピック病がよくわかる本－

「認知症・アルツハイマー病がよくわかる本」（２００７年刊）
の改題，抜本的に改訂

広川慶裕
〔ほか〕監
修　主婦の
友社編

主婦の友
社

2017自然科学　493.7 橙

介護者
認知症の人も一緒に楽しめる！リズム遊
び・超かんたん体操・脳トレ遊び

認知症のシニアも楽しめる「リズム肩たたき」「ふたり風船バ
レー」「じゃんけん足し算」など、動きのシンプルなレクを収
録。こうすればうまく行く、こんな顔で援助すると効果的と
いった介護スタッフに向けたアドバイスも満載。

斎藤道雄
著

黎明書房 2017社会科学　369.2

介護者
認知症家族を救う安心対策集－目から
ウロコの認知症対策集－（実用Ｎｏ．１）

家族の誰かが認知症になったら－。認知症の正しい知識
をはじめ、認知症治療「コウノメソッド」、認知症の困った行
動に対処するポイントをイラストを交えて解説。介護保険の
基本や、認知症を防ぐ５０のコツも伝える。

主婦の友
社編

主婦の友
社

2017自然科学　493.7 橙
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介護者
不安をやわらげる家族の認知症ケアが
わかる本

認知症を理解したうえで、家族だけでなく周囲の人々も巻
き込みながら、うまく介護し生活を支えていく工夫を、多く
の実例とともにわかりやすく提案する。ケース別困ったとき
の対処法も紹介する。認知症診断チャート付き。

亀山祐美
監修

西東社 2017自然科学　493.7 橙

介護者
医療

ねころんで読める認知症診療－「もの忘
れ外来」免許皆伝－ 認知症診療で最も大切なスキルは、診察室の何気ない世

間話や患者の仕草から、病態を喝破する洞察力と、臨機
応変なさじ加減。会話を重要視した「もの忘れ外来」の診
察室のライブと、実用的な薬物療法を公開する。

奥村歩著
メディカ出
版

2018自然科学　493.7 橙

介護者
医療

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－ 家族の介護をしている人が、介護を受けている人とよい関

係を結び、「優しさを届ける」ケア技法、ユマニチュードを紹
介。とくに、認知機能が低下している人への介護方法を、
イラストとともに詳しく説明します。

イヴ・ジネ
スト著　ロ
ゼット・マレ
スコッティ
著　本田
美和子著

誠文堂新
光社

2018社会科学　369.2

介護者
医療

気持ちが楽になる認知症の家族との暮
らし方

アルツハイマー型認知症の人とその家族がともに幸せな
生活を送るための本。家族の体験談や、健康管理に役立
つ情報、医療や介護サービスの使い方を紹介するほか、
認知症の症状や病院の選び方などをＱ＆Ａ形式で解説し
ます。

繁田雅弘
監修

池田書店 2018自然科学　493.7 橙

介護者
医療

先生！親がボケたみたいなんですけど
…－「老年精神医学」が教える認知症と
の付き合い方－

認知症は、親子関係を見つめ直す最後の機会。老いた親
が「機嫌よく」生き、子どもが疲弊しないためには？　親子
が互いに不幸にならないように、子どもが覚えておきたい３
９のことがらを紹介する。

和田秀樹
著

祥伝社 2018自然科学　493.7 橙

介護者
医療

認知症になった家族との暮らしかた－よ
くある「困りごと」への対応がわかる－ 家族が認知症になったら、どうすればいいのでしょうか。毎

日の生活の中でよく起きる「困りごと」を解決するヒントや、
介護にまつわる家族・親戚間のトラブルを防ぐポイントなど
を、イラストやマンガとともに紹介します。

認知症の
人と家族の
会監修

ナツメ社 2018自然科学　493.7 橙

介護者
医療

認知症の人を理解したいと思ったとき読
む本－正しい知識とやさしい寄り添い方
－（心のお医者さんに聞いてみよう）

何度も同じことを聞く、いつも探しものをしている、ガスを消
し忘れる…。“不可解な行動”の理由がわかれば、対応の
しかたは変えられる。戸惑い振り回される家族に向けて、
認知症の人の気持ちを知り、どう対応すべきかを解説。

内門大丈
監修

大和出版 2018自然科学　493.7 橙
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介護者
医療

認知症を堂々と生きる－終末期医療・
介護の現場から－ 年をとると認知症になるのは当たり前。終末期医療・介護

に携わる著者らが、認知症になっても自分の意志を貫い
て生きて、穏やかに亡くなった人たちを紹介し、そのために
は本人や周囲の者に何が求められるのかを伝える。

宮本礼子
著　武田
純子著

中央公論
新社

2018自然科学　493.7 橙

介護者
医療

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？－

母親がアルツハイマー型認知症だと診断された脳科学者
が、記憶を失っていく母親の日常生活を２年半にわたって
記録。認知症が「その人らしさ」に与える影響について考察
する。

恩蔵絢子
著

河出書房
新社

2018自然科学　493.7 橙

介護者
医療

認知症家族を救う安心対策集－目から
ウロコの認知症対策集－（実用Ｎｏ．１）

家族の誰かが認知症になったら－。認知症の正しい知識
をはじめ、認知症治療「コウノメソッド」、認知症の困った行
動に対処するポイントをイラストを交えて解説。介護保険の
基本や、認知症を防ぐ５０のコツも伝える。

主婦の友
社編

主婦の友
社

2017自然科学　493.7 橙

介護者
医療

笑って付き合う認知症
正しい知識をもって早期に適切な治療を受けるなら、認知
症はそれほど怖くない。認知症を専門とする「かかりつけ
医」が、スムーズに受診するコツ、オーダーメイドの認知症
治療など、役立つ知識をやさしく伝授する。

榎本睦郎
著

新潮社 2016自然科学　493.7 橙

介護者
医療

認知症になるとなぜ「不可解な行動」を
とるのか－深層心理を読み解きケアの
方法をさぐる－増補新版

被害妄想、徘徊など認知症のケアで悩まされる行動は、
なぜ起こり、何を意味しているのか。認知症の人々の心理
にスポットを当て、ケーススタディを中心にわかりやすく解
説。在宅ケアを長続きさせるためのコツを加えた増補新
版。

加藤伸司
著

河出書房
新社

2016自然科学　493.7 橙

介護者
医療

認知症の人がスッと落ち着く言葉かけ
（介護ライブラリー） 認知症の人は、記憶が失われていく「引き算の世界」に住

んでいます。だから私たちが、その世界に合わせて「引き
算」を使った言葉かけをすればいいのです。ベテラン相談
員が考えた「引き算」の介護を、マンガを交えて解説。

右馬埜節
子著

講談社 2016社会科学　369.2

介護者
医療

認知症介護で倒れないための５５の心
得－医者は知らない！－（健康人新書
０５４）

認知症介護で介護者が疲弊しないためにはどうしたらいい
のか？　「同じものをいくつも買ってきたときの対処法」「母
が入浴しないことについての考え方」など、介護者がラクに
なり、認知症本人の症状も落ち着くコツを伝授する。

工藤広伸
著

廣済堂出
版

2016自然科学　493.7 橙
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介護者
医療

よくわかる高齢者の認知症とうつ病－正
しい理解と適切なケア－ 認知症？　それともうつ病？　それぞれの病気の特徴と見

分け方、診断と治療、困った行動への対応、心に寄り添う
ケア、併せ持った人の支援のコツ…。豊富な図表と共に、
本当に大切なことだけを凝縮して解説する

長谷川和
夫著　長
谷川洋著

中央法規
出版

2015自然科学　493.7 橙

介護者
医療

楽になる認知症ケアのコツ－本人も家
族もそろって笑顔に－（ポケット介護） 認知症の人と家族、認知症の介護に携わる専門職の人に

向けて、認知症と共に笑顔で生きていくための「現場の知
恵」をコンパクトにまとめる。豊富なイラストと図解で、状況
が具体的にイメージできる。

山口晴保
編　田中
志子編
大誠会認
知症サ
ポートチー
ム著

技術評論
社

2015社会科学　369.2

介護者
医療

希望の介護－認知症を考える「中島塾」
にようこそ－ 今や患者数７００万人、新国民病といわれる認知症にわた

したちはどう立ち向かおうとするのか。認知症をいたずらに
恐れ、避けるのではなく正しく理解し、共に生きる道を示
す。

中島健二
著

書肆クラル
テ

2015自然科学　493.7 橙

介護者
医療

社会とともに歩む認知症の本 認知症の診断・治療・予防の最新知識、明るく前向きな闘
病生活のための方策である認知症カフェ、認知症の人を
めぐる情勢などを紹介するほか、政治に基づく制度の改革
が認知症の人や家族にどのような影響を与えるかを検討
する。

宮澤由美
著

新日本出
版社

2015自然科学　493.7 橙

介護者
医療

認知症を進ませない生活と介護－本人
と家族のための認知症対策完全ガイド－ 軽度の認知症の患者が重度にならないように、認知症の

患者のＢＰＳＤ（行動・心理症状）が進まないように、本人の
生活のしかた（食事・運動・交流等）と家族の介護のしかた
（介護保険の利用・接し方・病気の知識）を図解する。

今井幸充
監修

法研 2015自然科学　493.7 橙

介護者
医療

認知症介護を後悔しないための５４の心
得－医者には書けない！－（健康人新
書　０４３）

介護ブログで８０万回以上読まれた認知症の介護術を公
開。「認知症の人に殺意を感じてしまったら？」など、切実
な問題へのヒントが満載。２０１５年にリリースの電子書籍
『医者には書けない！認知症５６のヒント』に大幅加筆。

工藤広伸
著

廣済堂出
版

2015自然科学　493.7 橙

介護者
医療

魅力あふれる認知症カフェの始め方・続
け方－認知症の人や家族が気軽に立ち
寄れる場を！－

認知症の人や家族が気軽に立ち寄れて、不安な思いを受
け止めてもらえる場である「認知症カフェ」。その開設の仕
方から、運営の仕方、魅力を高めるさまざまな工夫までを
紹介。各地の認知症カフェ事例や認知症の基礎知識も掲
載。

浅岡雅子
著

翔泳社 2015自然科学　493.7 橙
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介護者
医療

もの忘れ外来－認知症専門医が教える
予防と対策のコツ－（ドクターシリーズ） その“もの忘れ”は歳のせいなのか、それとも認知症なの

か。認知症専門医が、ただのもの忘れと認知症の見分け
方、問診や認知機能検査の実際、認知症を予防する生
活習慣などを教える。

眞鍋雄太
著

同文書院 2014自然科学　493.7 橙

介護者
医療

認知症ケアＱ＆Ａ（介護ライブラリー　在
宅介護応援ブック） 介護者の心の保ち方、生活習慣への対応から、拒否や妄

想・認識の違いなど困った行動への対応まで、認知症介
護について豊富なイラストとともにＱ＆Ａ形式でわかりやす
く解説する。

三好春樹
著

講談社 2014自然科学　493.7 橙

介護者
医療

認知症とわたしたち
認知症８００万人時代。近い将来、自分や家族が当事者
となる、この問題の解決策とは？　認知症という現実に誠
実に向き合い、ときに途方に暮れながらも、支えあっている
人々の“生の記録”をつたえる渾身のルポルタージュ。

朝日新聞
取材班著

朝日新聞
出版

2014自然科学　493.7 橙

介護者
医療

認知症の人の不可解な行動がわかる本
－困った行動への対処法がわかる－
（健康ライブラリー　スペシャル）

万引きをくり返す、ごみを集めてためこむ、自分の排泄物
を弄ぶ…。認知症の人のありえない行動の数々。でも、ど
んな行動にも本人なりの理由や思いがある。困った行動へ
の対処法を徹底図解する。

杉山孝博
監修

講談社 2014自然科学　493.7 橙

介護者
医療

認知症を知る（講談社現代新書　２２６
９） 治療可能な認知症もある。ためらわず早期受診を！　３０

年近く認知症を取材してきたベテラン医療記者が、記者と
して、患者家族として、両方の視点から書いた認知症の
本。漢方薬も含めた薬の用い方もアドバイスする。

飯島裕一
著

講談社 2014自然科学　493.7 橙

介護者
医療

認知症介護が楽になる本－介護職と家
族が見つけた関わり方のコツ－（介護ラ
イブラリー）

認知症の人の介護にあたる家族は、どのような困難に直
面するのか。介護家族が看取りまでの日々を描く。また、
理学療法士が、介護の視点からの認知症への新たな考え
方と、生活を大切にするケアを提案する。

三好春樹
著　多賀
洋子著

講談社 2014自然科学　493.7 橙

介護者
医療

認知症明日へのヒント－８００万人時代
を共に生きる－ 今日的なテーマで、認知症の人々の生き方を生き生きと

描き、当事者と家族の思い、地域の支援などを、具体例を
あげて詳細に紹介。課題の指摘のみならず解決策も提案
する。『読売新聞』連載を単行本化。

読売新聞
「認知症」
取材班著

中央公論
新社

2014自然科学　493.7 橙
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介護者
医療

認知症のお年寄りが落ち着く食事・排
泄・入浴ケア 老人が自分のアイデンティティを感じられる施設ケアと

は？　特養ホーム「諏訪の苑」が実践する、お年寄りがそ
れまで続けてきた生活習慣を変えない生活リハビリ式のケ
アを紹介。

三好春樹
著　特養
ホーム諏
訪の苑著

雲母書房 2011自然科学　493.7 橙

介護者
医療

認知症介護に行き詰まる前に読む本－
「愛情を込めたウソ」で介護はラクになる
－（介護ライブラリー）

底知れぬ不安で混乱した認知症の人に、穏やかで幸せな
日々を過ごしてもらうにはどうしたらいいのか？　認知症の
夫の介護を経験した著者が、早期受診にこぎつけるコツ、
介護するコツを紹介する。

多賀洋子
著

講談社 2011自然科学　493.7 橙

介護者
医療

喜怒哀楽でわかる認知症の人のこころ
認知症の人のこころを読み解くための２５の事例を紹介す
るとともに、精神医学的な視点からの解釈やケアの際の留
意点、アドバイスなどを掲載。介護専門誌『おはよう２１』連
載に加筆・修正して書籍化。

　
中央法規
出版

2010自然科学　493.7 橙

建築

認知症にやさしい環境デザイン－施設
設計のチェックリスト－ 認知症デザインの最先端、英国スターリング大学で作られ

た設計チェックリストと近隣地域計画のための解説書を編
訳。都市計画から施設デザインまで、すべてのスケールに
通用する認知症の環境デザインをわかりやすく解説する。

Ｃ．カニン
ガム〔ほ
か〕編　Ｍ．
マーシャル
〔ほか〕編
井上裕訳

鹿島出版
会

2018技術・工学　525

地域

認知症フレンドリー社会（岩波新書　新
赤版　１７４９）

超高齢社会では認知症の人が多くなるという。ならば社会
を、認知症の人も普通に暮らせるものに変えてみるのはど
うだろう。英国での画期的な実践や日本全国の先進的な
地域を紹介し、認知症の人が暮らしやすい仕組みを提言
する。

徳田雄人
著

岩波書店 2018社会科学　369.2

地域
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－

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－

武地一著
ミネルヴァ
書房

2017自然科学　493.7 橙

地域 注文をまちがえる料理店のつくりかた

注文をとるスタッフがみんな「認知症」のレストラン「注文を
まちがえる料理店」が、２０１７年９月に六本木で３日間だ
けオープンした。不思議な料理店の奇跡の３日間を再現
するフォトドキュメンタリーブック。

小国士朗
著　森嶋
夕貴写真

方丈社 2017自然科学　493.7 橙
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地域
注文をまちがえる料理店－忘れちゃった
けどまちがえちゃったけどまあいいか－

まちがえることを受け入れて、まちがえることを一緒に楽し
む。２０１７年６月に２日間限定でオープンした「認知症を
抱える人」が接客をするレストランで、本当にあったものが
たりを紹介。企画の発起人である著者の解説も掲載。

小国士朗
著

あさ出版 2017自然科学　493.7 橙

認知症
全般

認知症で使えるサービスしくみお金のこ
とがわかる本

認知症支援に関するサービスや制度がもれなくわかる！
診断から診療、見守り、介護サービス、家族支援、お金と
権利擁護まで、本人と家族を支える情報を伝える。２０１８
年度からの介護保険法改正・認知症総合支援事業に対
応。

田中元著
自由国民
社

2018自然科学　493.7 橙

認知症
全般

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ＭＯ
ＯＫ）

認知症の不可解な症状には理由がある！　認知症に正し
く対処するための１０のケーススタディや、上手に介護する
ための９大法則・１原則、介護離職経験者からのアドバイ
ス、介護保険制度や高額療養費制度のしくみなどを収
録。

洋泉社 2018自然科学　493.7 橙

認知症
全般

認知症の人と家族のための「地元で暮ら
す」ガイドブックＱ＆Ａ－認知症カフェに
集まる家族、専門職が一緒に作った！
－

認知症カフェに集まる家族や専門職が、カフェ活動で培っ
てきた認知症ケアの在り方を、実践的に解説。当事者なら
ではのアイデアや失敗談など、今日から活かせる情報を、
３３のＱ＆Ａでわかりやすく紹介する。

新里和弘
監修　Ｄカ
フェｎｅｔ著

メディカ出
版

2018自然科学　493.7 橙

認知症
全般

認知症対策の新常識－「絵本の読み聞
かせ」が、予防・機能改善に効く！－ 楽しみながら始める「社会参加型」認知症予防の書。「絵

本の読み聞かせ」が認知機能の低下抑制に効果的である
ことを、認知症の理解および認知症予防の考え方とともに
分かりやすく解説する。

鈴木宏幸
著　渋川
智明著

日東書院
本社

2018自然科学　493.7 橙

認知症
全般

認知症予防におすすめ図書館利用術
２　読書・朗読は脳のトレーニング

図書館を利用し、認知症予防の鍵＝ワーキングメモリを鍛
えよう。健康長寿のための読書として、声に出して読むこと
で体と心と脳によい朗読法を解説。大学での公開授業や
各地の図書館で行った活動＝ライブラリハビリ活動も紹
介。

結城俊也
著　好本
惠著

日外アソシ
エーツ

2018自然科学　493.7 橙

認知症
全般

あなたを「認知症」と呼ぶ前に
－<かわし合う>私とあなたのフィールド
ワーク－

かれらは、「ケアされる側」にたたされながらも、それだけで
はないかれらの〈生〉を生きている。「認知症」とされる人た
ちと著者との〈かわし合い〉のなかでのフィールドワークにつ
いて、その全貌を描き出す。

出口泰靖
著

生活書院 2016自然科学　493.7 橙
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認知症
全般

認知症によりそう－「治す」から「あるがま
ま」へ－ 認知症が根絶される見込みがいまだない以上、認知症の

人本人をもっと尊重して、その心情に耳を傾け生活をみつ
める社会でなければならない。本人本位の対応をこころが
ける実践家・援助者・医師の知恵を紹介する。

上田諭編
日本評論
社

2015自然科学　493.7 橙

認知症
全般

認知症の人と創るケアの世界－日本とド
イツの試み－ 一方通行の介護を超え、共につくる「ケア」の関係へ－。認

知症の人自身の意思を活かすケアを目標に、日本とドイツ
それぞれの制度から現場の取組みまで総合的に紹介す
る。

豊田謙二
著

ナカニシヤ
出版

2015社会科学　369.2

法律

公私で支える高齢者の地域生活　第１
巻　認知症と民法

高齢者や認知症の人の生活を支援するために何をすべき
かを理論と実務の双方からアプローチし、高齢社会の課題
を解決するシリーズ。第１巻は、能力の低下の程度を考慮
し、そこで起きる生活上の問題を民法の視点から検討す
る。

小賀野晶
一編　成
本迅編
藤田卓仙
編

勁草書房 2018社会科学　369.2

法律

認知症鉄道事故裁判－閉じ込めなけれ
ば、罪ですか？－ 認知症だった亡父の鉄道事故に関し、ＪＲ東海より７２０万

円の損害賠償請求を受けた著者が、２０１６年に最高裁に
て逆転勝訴判決を得るまでの８年間に及ぶ闘いの日々を
綴った記録。援軍１０人の寄稿文も収録。

高井隆一
著

ブックマン
社

2018産業

法律

よくわかる成年後見制度活用ブック－精
神障害や認知症などのある人の意思決
定支援のために－

精神障害者の成年後見に関わる人へ向けて、判断能力
が不十分な人への生活の支援、精神障害・認知症の人に
対する成年後見人等の具体的対応、対象疾患・障害の
概要、成年後見制度の限界と課題などについて解説す
る。

日本精神
保健福祉
士協会監
修　岩崎
香編集
田村綾子
編集

中央法規
出版

2018社会科学　369.2

法律

公私で支える高齢者の地域生活　第１巻高齢者や認知症の人の生活を支援するために何をすべき
かを理論と実務の双方からアプローチし、高齢社会の課題
を解決するシリーズ。第１巻は、能力の低下の程度を考慮
し、そこで起きる生活上の問題を民法の視点から検討す
る。

小賀野晶
一編　成
本迅編
藤田卓仙
編

勁草書房 2018社会科学　369.2

※　内容については、「週刊新刊全点案内」（株）ＴＲＣ図書館流通センター発行より引用
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このリストにある本は、書店で購入することが

できますが、奥沢図書館ほか区内の図書館で

借りることもできます。

図書館をはじめてご利用になる場合は

奥沢図書館までお問い合わせください。
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