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◆帯広市 生涯学習・文化（帯広市のホームページ内） 

  https://www.city.obihiro.hokkaido.jp/kurashiindex/shougaigakushuubunkaindex.html 
＊生涯学習に関するイベントや講座、講師等の情報を提供。 

◆帯広市役所 高齢者福祉（帯広市のホームページ内） 

https://www.city.obihiro.hokkaido.jp/kurashiindex/koureishanotameniindex.html 

＊高齢者福祉サービスや相談窓口情報を提供。 

◆帯広市社会福祉協議会  http://www.obihiro-shakyo.jp/ 

  ＊帯広市の福祉事業についての情報を提供。 

◆終活のミカタ https://shukatsu-mikata.jp/ 

  ＊終活に役立つ情報を集めたポータルサイト。株式会社ＡＵＮが運営。 

◆国税庁 相続税 

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/sozoku/sozoku.htm 

◆国税庁 贈与税 

  https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/zoyo/souzoku.htm 

◆知るぽると 金融広報中央委員会  https://www.shiruporuto.jp/public/ 

＊暮らしの中で役立つ、身近なお金に関する情報を提供。 

◆日本公証人連合会  http://www.koshonin.gr.jp/ 

＊遺言や任意後見契約手続きについてのＱ＆Ａ、全国の公証役場所在地一覧を掲載。 

◆ＷＡＭ ＮＥＴ (ワム ネット)  https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/ 

＊独立行政法人福祉医療機構が運営する、福祉・保健・医療の総合情報サイト。 
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    紹介している資料は、帯広市図書館で所蔵している中の一部です。 

し ら べ 隊 ！！ 

 

（２０１９年１月現在） 

 

終活とは、自分の人生を振り返るとともに、ラストステージ 

に向けて前向きに準備を進める活動のこと。 

自分らしい、そして家族にとっても、より良い終活ができる 

情報を、図書館の資料で入手してみませんか！ 

 

 

 

「中央公論」 2014年 9月号 ： 終活戦線異状あり 

「家の光」 2012年 12月号 ： 家族への贈り物 エンディングノートのすすめ 

 
雑誌・新聞記事 

 
インターネット 

 

館内１、２階それぞれに６台ずつあるＯＰＡＣ（オーパック）や 

インターネットで上記のキーワードで検索してみてください。 

紹介しているもの以外の本や情報も見つけることができます。 

 

【雑誌】「ニューズウィーク 日本版」 2018年 7月 24日号 ：  

人生が豊かになるスウェーデン式終活 

「婦人公論」 2018年 3月 13日号 ： 「終活」はこれだけでいい 

【新聞】北海道新聞（夕刊） 2016.4.6(水)～隔週水曜日 2面 ：  

終活セミナー〈おばんでした 暮らしのレシピ〉 

 

『ＯＰＡＣ（オーパック）』とは？ 

タッチパネルまたはキーボードの資料検索用のコンピュータです。 

書名や著者名などから検索できます。 

 

 

 
図書館では、『遺言と相続』『成年後見制度』『自分史』 

『介護予防』『認知症』のパスファインダーも 

作成しています。そちらもぜひご利用ください。 

終
し ゅ う

 活
か つ

って！？  

～老後の安心情報～ 

mailto:tosyo@lib-obihiro.jp


 

『６０歳からのエンディングノート入門』 

（367.7 フ） 

二村  祐輔／著  東京堂出版  

 

 

『自然葬のススメ』（385.6シ） 

島田 裕巳／監修 徳間書店             

 

 

 

『どうする？親のお墓自分のお墓』 

（385.6 ド） 主婦の友社／編  主婦の友社 

 

 

いつ訪れるかわからない自

分の終焉に備えて、自分自

身の考え方をまとめ、遺さ

れる家族へ伝えておきたい

想いを綴るエンディングノー

トを書く際のお役立ち本。 

自分の葬送法を決めてお

くのも、終活の一つ。従来

の形式にとらわれない自

然葬などのシンプルな葬

送や、墓の考え方につい

て知るのに役立つ一冊。 

自分らしいこれからの生き

方、そして旅立ち方を考え

るためのヒントがいっぱい

詰まった、終活のガイドブッ

ク。「生老病死」にまつわる

情報が満載。 

生活環境や家族構成の変

化、お墓に対する意識の

変化から、急速に増えてき

た「お墓問題」。その不安

や心配を解消するための

ヒントを紹介。 

終活ツールのひとつとして

活用されるエンディングノー

ト。その選び方、書き方だけ

でなく、書くにあたっての注

意点やトラブルの回避法な

どを具体的に紹介。 
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北海道の地域事情を盛り

込んで解説する、終活の

入門書。気になるページか

ら開いて取り組める。巻末

には道内の各種相談窓口

の案内も。 

お金の終活は、自分が元

気なうちにしておくのが肝

心。残された家族が困ら

ないように、具体的に何を

するべきかを解説。 

『おひとりさまの死後事務委任』 

（367.75シ） 

島田 雄左，吉村 信一／著  税務経理協会 

死後の手続きを生前に委

任しておく、「死後事務委

任」について重点的に解

説。他にも老後に安心の４

つの制度を紹介。 

『失敗しないエンディングノートの書き方』 

（324.77 イ） 石崎  公子／著  

武内  優宏／監修  法研  

 

 

 

『お金の終活』（324.7ヤ）  

山田 和美／著 ＷＯＲＫｔｈｅＭＡＧＩＣＯＮ 

行政書士法人／監修 すばる舎  

 

主婦の友社／編  主婦の友社 

 

 

画像あり 

 生前整理は「人生の棚

卸」。これからの人生をよ

り快適に暮らすために、

楽しく前向きにできる片

づけ法や収納術を伝授。 

遺品整理の現場で起き

る様々な問題を見てきた

著者が、遺された側が困

らない「上手な遺し方」を

紹介。 

老 
後 
の 

生 

き 

方 

『自分の終い方』（367.7 タ） 

高橋  寛美／著  総合法令出版  

 

『精神科医が教えるちょこっとずぼら 

老後のすすめ』（367.7ホ） 

         保坂 隆／著  海竜社 

 

 

せっかくの第二の人生、頑

張り過ぎずにのんびり暮ら

したい。そんな方に、老後を

「ほどほど」に生きるための

方法を教えてくれる一冊。 

幸せな老後を過ごすに

は、早めの準備が大切。

どのような決断や準備を

すればよいのかを、具体

的に解説。 

『おひとりさまでも最期まで在宅 第２版』

（498ナ） 中澤 まゆみ／著 築地書館 

『６０歳からの幸せ臨終学』（490.14シ） 

志賀 貢／著  海竜社 

最期まで自分らしく。旅立ち

を自宅で迎えるために知っ

ておきたい、在宅医療と在

宅ケアの上手な利用の仕

方をガイド。 

老い急いでも、死に急い

でもいけない。臨床医とし

て患者を看取ってきた医

師が明かす、幸せな臨終

を迎えるコツとは。 
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『５０歳からはじめる人生整理術』 （007.60シ） 柴田 和枝／著 

『６５歳からを最高に愉しむ身軽な生き方』 （159.79ヤ） 山崎 武也／著 

『終活にまつわる法律相談 改訂』 （324.7ア） 安達 敏男，吉川 樹士／著 

『遺贈寄付』 （324.77ホ） 星野 哲／著 

『今すぐ取りかかりたい最高の終活』 （367.7イ） 眞鍋 淳也，山本 祐紀，吉田 泰久／著 

『東大が考える１００歳までの人生設計』 （367.7 ト） 大方 潤一郎／ほか編著  

『最期まで自分らしく生きるためにできること』 (494.5サ) 

『あした死んでもいい身辺整理』 （590ゴ） ごんおばちゃま／著 

『旅立ちのデザイン帖』 

（367.7 ラ） 

ライフデザインセンター／編著  亜紀書房 

こんな本もあります！ 

『知っ得！納得！みんなの終活』 

（367.7 シ、H367.7 ホ） 

北海道新聞社／編   北海道新聞社  

 

『楽々できる生前整理収納』 

（597.5 ト） 

戸田 里江／著 さくら舎 

『遺品整理士が教える「遺す技術」』 

（365キ） 

木村  榮治／著  メイツ出版  
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