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『認知症 アルツハイマー病 血管性認知症 レビー小体型認知症 前頭側頭型認知症』 
杉山孝博／監修  主婦の友社 2019 年 書誌番号 3-0500742661   493.7  

 

長年地域医療に取り組んできた著者による、認知症への理解を深めるためのガイドです。 

具体的な例をあげながら対応のコツを紹介し、日々介護にあたるかたの悩みや不安を解決するヒント

になります。介護を支える医学情報や、介護保険などの福祉情報も載っています。 
 

『ウルトラ図解認知症 予防・治療から介護まで、知っておきたい最新知識』 
朝田隆／監修 法研 2016 年 書誌番号 3-0500427044  493.7  

 

オールカラー家庭の医学シリーズ。認知症に不安のある方は、まずは認知症を正しく理解することか

らはじめてみてください。人はなぜ認知症になるのか？認知症の人はどんな気持ちで毎日を過ごして

いるのか？家族を困らせる症状はなぜ引き起こされるのか？本人も家族もできるだけ心穏やかにな

れる方法とは？認知症と向き合うための基本的な知識を紹介しています。    
 

 

『笑って付き合う認知症』 
榎本睦郎／著 新潮社 2016 年 書誌番号 3-0500391821  493.7  

 

正しい知識を持って早期に適切な治療を受ければ、認知症も怖くない。認知症を専門とする「かかり

つけ医」としての立場から、家庭での早期発見法や受診のコツ、息抜き介護のノウハウなど、知って

おけば役に立つ知識を伝授します。 

 

港南図書館では、医療情報コーナーを開設し、健康や医療に関する資料の収集に力を入れ

ています。 

また、今回は港南区高齢・障害支援課の認知症パネル展に合わせ、令和 3 年 9 月、認知症

について知ることができる資料の展示を行っています。「認知症」について理解を深めるた

めに、ぜひ参考になさってみてください。ブックリストのご希望の本が展示コーナーや書

棚 に な い 場 合 は 、 ご 予 約 下 さ い 。  (    は ラ ベ ル の 記 号 ( 本 の あ る 場 所 )                

書誌番号は、予約申込書に書く番号です。) 
 

     

 １ 認知症を知ろう 
認知症とは、どんな病気なのか？どう向き合っていけばいいのか？ 

まずは認知症を正しく理解するための資料をご紹介します。 
 

 

ブックリスト『認知症を知る』  
令和 3 年９月改訂版 

横浜市港南図書館 
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『ぼけますから、 

よろしくお願いします。』 
信友直子／著 新潮社 2019 年 

書誌番号３－０５００７３２０２４  916／ノ  

 

タイトルは、87 歳の母親が娘である著者に伝えた

言葉から。映像作家の著者が、認知症の母親や

家事に挑む 93 歳の父との関わりを、ユーモアを

はさみつつ克明に綴っています。 

 

『認知症になってもだいじょうぶ！』 
藤田和子／著 メディア・ケアプラス 2017 年 

書誌番号 3-0500482061  916／フ  

 

看護師であり、認知症の義母の介護経験もあ

る著者自身がアルツハイマー病に。認知症とと

もに生きる本人が感じている感覚を明らかにす

ることで、認知症になっても安心して生きられる

社会にしていけるよう、メッセージを送っていま

す。 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

『認知症で使えるサービスしくみお金

のことがわかる本』 
田中元／著 自由国民社 ２０１８年  

書誌番号 3-0500594530  369.2  

 

 診断・診察・見守り・介護サービス・家族支援・

お金と権利擁護まで、認知症の人とその家族を

支えるサービスや制度の情報をまとめた一冊

です。 

 

 

 

 

 

『認知症新時代 私らしく生きる』 
毎日新聞生活報道部／著  毎日新聞出版 

2015 年 書誌番号 3-0500312785  493.7  

 

毎日新聞の連載「認知症新時代」を中心に、認

知症を巡る当事者や国の動きに関する記事な

どをまとめたもの。認知症当事者が、不安を抱

えながらも自分らしく生きようと奮闘する様子を

描いています。 
 

『認知症を堂々と生きる  

終末期医療・介護の現場から』 
宮本礼子／著，武田純子／著 中央公論新社 

2018 年 書誌番号 3-0500588712  493.7  

 

年をとると認知症になるのは当たり前。認知症

になっても、自分の人生は好きなように生きら

れるべきです。 

この本はグループホームを運営する著者らが、

認知症になっても自分の意志を貫いて、堂々と

生きた人たちを紹介します。 
 

 

『認知症フレンドリー社会』 
  徳田雄人／著 岩波書店 ２０１８年 

  書誌番号 3-0500641154  369.2  

 

  超高齢社会では認知症の人が多くなるとい    

   う。それならば、医療的な対応だけでなく、

社会そのものを変えてみるのはどうだろう

か。バス、スーパー、図書館など英国での

画期的な実践。 

    そして新しい就労の形や、ともに生活する 

場を創りあげている日本全国の先進的な

地域を紹介。 

    認知症の人が暮らしやすい仕組みを提言 

します。 

２ 認知症とともによりよく

生きる  
認知症当事者の生の声や思いを知り、認

知症とともによりよく生きていくため

のヒントとなる資料をご紹介します。 

 

３認知症の人が暮らしやすい

社会へ 
認知症の人が暮らしやすいしくみや取

り組みの提言、今知っておきたい情報を

まとめた資料を紹介します。 
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『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年  

書誌番号３－０５００４８６７３５  493.7  

  

認知症の人と家族、地域住民、専門職など 

誰もが参加でき、集う場としての認知症カフェ。 

全国でさまざまな取り組みが行われています。  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

『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 2019 年  

  書誌番号３－０５００７０８７６１  493.7  

 

親が認知症ではないかと思ったとき、どのよう

に理解し、対応したらよいかをまとめたもので

す。しっかりした知識を持てば、認知症の親の

気持ちや世界もよくわかるようになり、認知症

の症状も軽くなります。 

 

『認知症の食事ケア  

ともに笑顔の毎日ごはん』 
 山口晴保／監修 主婦と生活社 ２０１６年 

 書誌番号３－０５００３９６０６２   493.7  
 

認知症患者の食事介護を楽にする料理作りと介

助のコツを、医学的な裏付けのもとにやさしく解

説。美味しく食べてもらえるヒントとレシピを７０品

掲載しています。食卓の「困った」を解決するアイ

デアも載っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『尊厳ある介護 

「根拠あるケア」が認知症介護を変える』 
里村佳子／著 岩波書店 2019 年  

書誌番号３－０５００６９０７４７  369.2  
   

本人、介護者を苦しめる徘徊や暴力・暴言など

の症状は、適切なケアによって改善できます。

介護の現場から具体的なアドバイスを送りま

す。 
 

  

『家族のための認知症 Q&A 

      家族と病院と地域で支える』 
新井平伊／監修 つちや書店 ２０１７年  

書誌番号３－０５００５４７５５４  493.7  
 

認知症を正しく理解し、認知症の人とその家族 

がよりよい人生を送るために、認知症専門医

がやさしく解説した Q&A。 

介護負担を家族だけで抱え込まず病院、地域

の介護サービスを活用して安心できる生活を

送るための取り組みを紹介します。 

 

『認知症の人がパッと笑顔になる言葉かけ』 

右馬埜節子／著 講談社 2019 年 

書誌番号３－０５００６７４４９６  369.2  

 

認知症の人、家族、介護職、みんなが心地よく

過ごすには、どうすればいい？認知症の人は

いつも不安で、混乱しやすくなっています。その

不安を解消すれば、介護はうまくいくのです。本

人も介護者も、みんな笑って明るくなる。この本

では、そんな言葉かけや接し方を解説します。  

 

『マンガでわかる！ 

認知症の人が見ている世界』 
 川畑智／著 遠藤英俊／監修  

浅田アーサー／マンガ 文響社 ２０２１年 

  書誌番号３－０５００８６９９２６   369.2  

 

ケアの現場で多くの方と接してきた著者の豊か

な経験をもとに、認知症の人の不可解と思わ

れる行動の裏にある心理を、マンガ形式で紹

介しています。認知症の人への目線が変わり、

優れた接し方がわかります。 

 

 

４介護をされる方へ 
認知症の家族、介護者へ向けたアドバ

イスや、介護を楽にするための知識、

情報を伝える資料をご紹介します。 
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『これでわかる認知症予防』 
石井映幸／監修 成美堂出版 ２０１８年 

書誌番号３－０５００６２９７１６  493.7  
 

認知症予防の近道は、自分に合った予防法を

ひとつでも多く見つけて、楽しく無理なく生活に

取り入れること。科学的根拠に裏付けされた研

究発表をもとに、認知症の予防法を豊富に紹

介します。 
 

『認知症予防におすすめ図書館活用術 

                 全 3 巻』 

結城俊也／著 日外アソシエーツ 2017 年 

書誌番号 １巻３－０５００４５２６６５  498.3  

      ２巻３－０５００５９８２４０ 

       ３巻３－０５００６９９４１１ 
  

 長年にわたりリハビリテーションの第一    

線にたってきた著者が、実践的な認知症予防

のための図書館利用術を解説。 

1 巻 フレッシュ脳の保ち方、 

2 巻 読書・朗読は脳のトレーニング 

3 巻 『調べる力』で脳を活性化 

ウォーキングを兼ねて、ぜひ図書館へ！ 

 

 

☆  ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆  
  

 <そのほか認知症関連資料> 
 

『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 ２０１８年 

  書誌番号３－０５００６４８５６１   493.7  

 

  『認知症がとまった！？ 

   実体験ルポボケてたまるか』 
   山本朋史／著 朝日新聞出版 ２０１６年 

    書誌番号３－０５００３９９４５７  493.7  
  

 

『６０歳からはじめる認知症予防の習慣  

趣味が見つかる！予防メニュー４０』 
朝日新聞出版 ２０１８年 週刊朝日 MOOK 

書誌番号３－０５００６３６８７６  493.7  
 

どんな生活をしていれば、認知症にならずに健

康長寿を実現できるのか？健康長寿６人の密

着取材やシニア世代の学びの場、口や目の健

康から、認知症の基礎知識まで、予防について

のさまざまな情報が載っています。 
 

『認知症は早期発見で予防できる』 
 青柳由則／著 文藝春秋 ２０１６年 

 書誌番号３－０５００３７３０８８  493.7  
 

認知症予備軍である MCI(軽度認知障害)の段

階で対処すれば、病気の進行を食い止め、症

状を改善できる。MCI を早期発見するにはどう

すればいいのか？発見の仕方から認知機能

を回復する方法まで、認知症治療の最前線を 

追っています。  

 

『定年認知症にならない脳が冴える 

            １７の習慣』 
  築山節／著 集英社 ２０１７年 

 書誌番号３－０５００４８５３５２  498.3  

  

 定年認知症とは、定年をきっかけにいつのまに  

か陥る認知症のこと。４０歳から１００歳まで、

今すぐ始められることとは？認知症外来の名

医が、脳専用の健康法を伝授します。 

 

☆  ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 
 

 

 

 

『認知症になるとなぜ「不可解な行動」

をとるのか』 
 加藤伸司／著 河出書房新社 ２０１６年 

  書誌番号３－０５００４２５８４０  493.7  
 

『認知症にやさしい環境デザイン』 
 C．カニンガム／他編 M.マーシャル／他編 

 鹿島出版会 ２０１８年  

 書誌番号３－０５００５５５９３３  526  
 

５認知症を予防する 
予防医学の観点から、認知症予防によ

いと考えられる生活習慣などを紹介し

ます。 


