
 四方分館　10月　展示(一般)：終活のヒント

展示期間：平成28年10月1日(土)～10月 31日(月)まで

タイトル 著者 出版者 出版年 分類

1 知って得する!家族と法律 相続・遺言、戸籍、結婚・離婚 長橋/晴男‖著 浅野/則明‖監修 クリエイツかもがわ 2014.10 324.6

2 まるごとわかる遺言と生前贈与
内海 徹/著 真田 親義/著 石原
豊昭/監修

自由国民社 2010.3 324.7

3 相続と遺言のことならこの1冊 改訂5版
石原 豊昭/監修 飯野 たから/[ほ
か]執筆

自由国民社 2011.1 324.7

4 親が亡くなる前に知るべき相続の知識 相続・相続税の傾向と対策 馬場/一徳‖著 竹内/豊‖著 税務経理協会 2013.8 324.7

5
すぐに役立つ図解とQ&Aでわかる遺産分割、紛争解決、財産評価、税金対策まで
最新相続・遺言をめぐる法律と税金トラブル解決法129

森/公任‖監修 森元/みのり‖監
修

三修社 2014.11 324.7

6 よくわかる生前準備 いまから始める! 北村 香織/編 小学館 2006.9 324.77

7
失敗しないエンディングノートの書き方 あなたの気持ちを上手に伝えるための
終活ツール

石崎/公子‖著 武内/優宏‖監修 法研 2013.12 324.77

8 想いが通じる遺言書の書き方 あなたは誰に財産を託しますか? 大沢 利充/著 堀田 力/監修 PHP研究所 2010.1 324.77

9 Q&A安心できる遺言のすすめ 知ろう相続、しておこう遺言
藤谷 定勝/著 神崎 輝明/著 西堀
英夫/著

日本加除出版 2010.2 324.77

10 生前準備の基礎知識 ヒントがいっぱい!自分でつくる豊かな定年後 本田 桂子/著 旬報社 2010.4 324.77

11 すぐに役立つ一人になっても大丈夫!遺言書の書き方と生前契約書のしくみ 若林 美佳/監修 三修社 2011.6 324.77

12 日本一楽しい!遺言書教室 佐山 和弘/著 すばる舎 2011.6 324.77

13 財産目録と遺言書の書き方 これで安心! 山本 和義/監修 TKC出版 2011.9 324.77

14
思いをかなえる「遺言」の書き方と文例集 公正証書遺言 遺言信託の活用法もよ
くわかる

石原 豊昭/監修 内海 徹/著 真田
親義/著

自由国民社 2012.7 324.77

15 親に気持ちよく遺言書を準備してもらう本 相続でモメないために 竹内 豊/著 日本実業出版社 2012.7 324.77

16
Q&A遺言・信託・任意後見の実務 公正証書作成から税金、遺言執行、遺産分割ま
で

雨宮 則夫/編著 寺尾 洋/編著 日本加除出版 2012.8 324.77
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17
遺言相談標準ハンドブック 弁護士、公証人、税理士、不動産鑑定士、行政書士
が解決!

奈良/恒則‖共著 麻生/興太郎‖
共著 佐藤/健一‖共著

日本法令 2014.11 324.77

18 相続対策の9割は遺言書で決まる 本田/桂子‖著 家の光協会 2014.12 324.77

19 すぐに役立つ最新信託・遺言・財産管理のしくみと手続き 千賀/修一‖監修 三修社 2013.9 324.82

20 新しい家族信託 増補 遺言相続、後見に代替する信託の実際の活用法と文例 遠藤/英嗣‖著 日本加除出版 2014.8 324.82

21 生前から備える財産承継・遺言書作成マニュアル
坪多/晶子‖著 今仲/清‖著 塩路
/広海‖著

ぎょうせい 2013.4 345.53

22 老後を自活する贈与のしかた 両親へのアドバイス 黒木/貞彦‖著 中央経済社 2014.6 345.54

23 最期まで自分らしく生きる終活のすすめ 丸山 学/著 同文舘出版 2011.10 367.7

24
人生の引継ぎを考える方にアドバイスしたい70のこと 高齢期ライフプランにお
ける金融サービスと「エンディング・ノート」の活用ポイントQ&A

きんざいファイナンシャル・プラン
ナーズ・センター/編 山田 静江/編
集代表・著

きんざい 2011.12 367.7

25 はじめて読む「老いじたく」の本 エンディングノートにも使える 馬場 敏彰/著 明石書店 2011.9 367.7

26 60歳からのエンディングノート入門 わたしの葬儀・法要・相続 二村 祐輔/著 東京堂出版 2012.10 367.7

27 終活の教科書 迷惑をかけない死に方・終わり方の準備
終活カウンセラー協会‖監修 ク
ラブツーリズム‖編

辰巳出版 2013.8 367.7

28 終活入門 決定版 一条/真也‖著 有楽出版社 2014.10 367.7

29 アクティブ・エンディング 大人の「終活」新作法 金子/稚子‖著 河出書房新社 2015.10 367.7

30 相続・遺言・葬儀・墓準備の事典 遺された人も安心・納得! 黒沢 計男/著・監修 法研 2012.1 367.7

31 おひとりさまの終活 自分らしい老後と最後の準備 中沢 まゆみ/著 三省堂 2011.9 367.75

32 宗派別のお墓の建て方とQ&A 沢崎 宏之/著 近代文芸社 2007.1 385.6

33 いざという時のお墓の建てかた移転のしかた 金園社企画編集部/編 金園社 2008.6 385.6
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34 葬儀・法要・お墓・相続がわかる事典 「ありがとう」の気持ちをこめて 浅野 まどか/著 西東社 2009.10 385.6

35 自分らしい葬儀とお墓の全てが分かる本
自分らしい葬送を考える企画委員
会/編

三省堂 2009.5 385.6

36 お墓なんて、いらない 誰の負担にもならない「死に方」とは? 中村 三郎/著 経済界 2010.8 385.6

37 お墓と仏壇選び方・建て方・祀り方 最新カラー版 主婦の友社/編 主婦の友社 2011.11 385.6

38 はじめてのお墓の買い方 26の失敗事例から学ぶ、お墓購入の落とし穴 小林 隆/著 講談社 2012.7 385.6

39 悩み解決!これからの「お墓」選び 柿田/睦夫‖著 新日本出版社 2013.11 385.6

40
今から知っておきたいお葬式とお墓45のこと 本当に自分らしい人生のエンディ
ングを見つけるために

小谷/みどり‖著 家の光協会 2013.3 385.6

41 お墓に入りたくない!散骨という選択 村田/ますみ‖著 朝日新聞出版 2013.5 385.6

42 「終活」バイブル 親子で考える葬儀と墓 奥山/晶子‖著 中央公論新社 2013.8 385.6

43 お墓の社会学 社会が変わるとお墓も変わる 槇村/久子‖著 晃洋書房 2013.9 385.6

44 お墓ハンドブック 90分でわかる! 主婦の友社‖編 主婦の友社 2014.3 385.6

45 いつか“遺族”になる時のために 知っておきたい遺言・相続・葬儀などのこと 吉田/太一‖著 長崎出版 2013.12 385.6

46 手元供養のすすめ 「お墓」の心配無用 山崎 譲二/[著] 祥伝社 2007.8 385.7

47 お墓のことを考えたらこの1冊 お墓に関する疑問がスッキリわかる! 石原 豊昭/著 自由国民社 2011.8 498.12

48 <実録>一円も使わない終活 がん告知から直葬まで、404日間の一部始終 村上/夏樹‖著 飛鳥新社 2014.11 498.13

49 エンディングノート 桂 美人/著 角川書店 2009.8 913.6

50 終活ファッションショー 安田 依央/著 集英社 2012.6 913.6
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