
「いのち」や「生きかた」について 　

日野原重明の「こころ」と「からだ」の相談室　６０歳からの幸せ問答 日野原　重明／著 日本放送出版協会 2010 159 ヒノハ

いのちの絆　ストレスに負けない日野原流生き方 日野原　重明／著 ダイヤモンド社 2009 159 ヒノハ

いのちの言葉 日野原　重明／著 春秋社 2002 159 ヒノハ

生きるのが楽しくなる１５の習慣 日野原　重明／著 講談社 2002 159 ヒノハ

道をてらす光　私が学んだ人と言葉　 日野原　重明／著 春秋社 2000 159.8

６０歳からの旅は人生の栄養剤 日野原　重明／監修 三笠書房 2004 290.9

豊かに老いを生きる　 日野原　重明／著 春秋社 2002 367.7

１００歳になるための１００の方法　未来への勇気ある挑戦 日野原　重明／著 文芸春秋 2004 367.7

老いを創める 日野原　重明／著 朝日新聞社 2002 367.7

人生百年私の工夫 日野原　重明／著 幻冬舎 2002 367.7

「新老人」を生きる 日野原　重明／著 光文社 2001 367.7

おとなのいのちの教育 日野原　重明／編著 河出書房新社 2006 490.1

死をどう生きたか　私の心に残る人びと 日野原　重明／著 中央公論新社 2002 490.1

いのちの終末をどう生きるか 日野原　重明／著 春秋社 1987 490.1

私が人生の旅で学んだこと 日野原　重明／著 集英社 2005 490.4

テンダー・ラブ　それは愛の最高の表現です。 日野原　重明／著 ユーリーグ 2004 490.4

生きかた上手　続 日野原　重明／著 ユーリーグ 2003 490.4

生きかた上手　対話篇 日野原　重明／著 ユーリーグ 2002 490.4

生きかた上手 日野原　重明／著 ユーリーグ 2001 490.4

命をみつめて 日野原　重明／著 岩波書店 1991 490.4
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出版社

 『日野原重明   

     アートでいきいき』                  
    日野原 重明／著 

  『いのちの絆                  
        ストレスに負けない日野原流生き方』                            
    日野原 重明／著 

アートは人間の本質。人間の本質と
はいのち。そのいのちを健やかに保
つのが医療です。そして医療や看護
は、科学に基礎を置くアート＝術
（わざ）なのです・・・。美術と医
療と愛を語ります。 
 

いのちをどう活かすかは、心のありよ
うで大きく変わります・・・。現役医
師・日野原重明がどんなときでも、前
向きに生きるための心のあり方を伝え
ます。 

 日野原重明さんは、1911年（明治44年）１０月4日生まれの１００歳です。   
現役の医師として活躍していらっしゃる日野原さん。元気の秘訣とは何なのでしょう？ 
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請求記号出版年書名 著者名 出版社

いのちの器　人生を自分らしく生きる 日野原　重明／著 主婦の友社 1989 490.4

人生の四季に生きる 日野原　重明／著 岩波書店 1987 490.4

満たされる人生のつくり方　ＣＤ・ｂｏｏｋ 日野原　重明／著 講談社 2002 498.3 ヒノハ

心とからだの健康設計　人生の午後に立って 日野原　重明／著 日本経済新聞社 1991 498.3 ヒノハ

十歳のきみへ　九十五歳のわたしから 日野原　重明／著 富山房インターナショナル 2006 ＹＡ 159.5

道は必ずどこかに続く　（15歳の寺子屋） 日野原　重明／著 講談社 2009

いのちのおはなし 日野原　重明／文 講談社 2007

勇気 バーナード・ウェーバー／作　日野原　重明／訳 ユーリーグ 2003

いつまでも健康で

日野原重明の「こころ」と「からだ」の相談室　60歳からの幸せ問答 日野原　重明／著 日本放送出版協会 2010 159 ヒノハ

生活習慣病にならない方法　リスクを知って予防する 日野原　重明／監修 女子栄養大学出版 2000 493.1

健康行動（ヘルスプラクティス）の提言　新しい健康教育をめざして 日野原　重明／著 中央法規出版 1991 498 ヒノハ

ササッとわかる「長生き人生」の優先順位　 日野原　重明／著 講談社 2007 498.3 ヒノハ

治す・防ぐ・若返る健康医学事典　食べ方＋運動　からだ力編 日野原　重明／総監修 講談社 2006 498.3 ナオス

治す・防ぐ・若返る健康医学事典　食べ方＋運動　こころ力・脳力編 日野原　重明／総監修 講談社 2006 498.3 ナオス

５０歳からの「生きる」技術　７５歳以上の新老人を目指して　 日野原　重明／著 朝日出版社 2001 498.3 ヒノハ

「人間ドック」健康百科　検査がわかる、結果がわかる　増補新版 日野原　重明／監修 日本放送出版協会 2007 498.8 ニンゲ

対談

病んでこそ知る老いてこそ始まる 日野原　重明／著　高野　悦子／著 岩波書店 2002 490.4

生きかたの可能性 日野原　重明／著　曽野　綾子／著　ほか 河出書房新社 2002 490.4

生きかたの選択 日野原　重明／著　遠藤　周作／著　ほか 河出書房新社 2002 490.4

ひとはどう生き、どう死ぬのか 日野原　重明／著　犬養　道子／著 岩波書店 1997 498 ヒノハ

明日の日本への贈り物　９１歳の医学界のリーダーと平和活動家が語る 日野原　重明／著　相馬　雪香／著　 毎日新聞社 2003 304 ヒノハ

６５　２７歳の決意・９２歳の情熱 日野原　重明／著　乙武　洋匡／著　ほか 中央法規出版 2003 914.6 ヒノハ

いのち、生ききる 日野原　重明／著　瀬戸内　寂聴／著 光文社 2002 914.6 ヒノハ

たっぷり生きる 日野原　重明／著　金子　兜太／著 角川学芸出版 2010 914.6 ヒノハ

日野原重明さんが影響を受けたもの

日野原重明　生きかたを広げる副読本　（ＫＡＷＡＤＥ夢ムック） 河出書房新社 2002 289 ヒノハ

医学するこころ　オスラー博士の生涯 日野原　重明／著 岩波書店 1991 289.3 オスラ

「フレディ」から学んだこと　音楽劇と哲学随想 日野原　重明／著 童話屋 2000 930.2 バスカ

海からの贈りもの アン・モロウ・リンドバーグ／著 立風書房 1994 934 リンド

夜と霧　ドイツ強制収容所の体験記録 ヴィクトール・フランクル／著 みすず書房 1985 946 フラン

星の王子さま　改版 サン＝テグジュペリ／作 岩波書店 1998

日野原重明さんが好きな芸術

日野原重明アートでいきいき 日野原　重明／著 実業之日本社 2004 704

アートを楽しむ生き方　ちひろさんの絵に恋をして 日野原　重明／著 新日本出版社 2010 726.5

音楽力 日野原　重明／著 海竜社 2004 760.4

一日で鑑賞するルーヴル美術館　（とんぼの本） 小池　寿子／著 新潮社 2006 706.9

ピカソ美術館めぐり　（とんぼの本） 堀田　善衛／著 新潮社 1984 723.3

もっと知りたいゴーギャン　生涯と作品　（アート・ビギナーズ・コレクション） 六人部　昭典／著 東京美術 2009 723.3

もっと知りたいゴッホ　生涯と作品　（アート・ビギナーズ・コレクション） 圀府寺　司／著 東京美術 2007 723.3 ゴツホ

もっと知りたいモネ　生涯と作品　（アート・ビギナーズ・コレクション） 安井　裕雄／著 東京美術 2010 723.3

モネ　水の妖精 利倉　隆／構成・文 二玄社 2009 723.3

ちひろいのちの画集 いわさき　ちひろ／著 講談社 2009 726.5

ＹＡ …ヤングアダルト

児 …児童書

ＹＡ　289.1　ヒノハ

児　　Ｅイ

児 953 サンテ アオ

　児 Ｅ ユ アオ　


