




















































































■2013年9月発行
■B5判／288頁／表紙4色・本文2色

■編著：生活･福祉環境づくり21・日本応用老年学会
■協力：東京商工会議所　■発行：社会保険出版社

http://www.sfk21.gr.jp/ikiiki/

主催 生活・福祉環境づくり21 協力 東京商工会議所／日本応用老年学会

お申込み・詳細等はこちらから

団体でお申込みになる場合
企業・学校・グループ等のお申込み人数が20名以上の場合に限り、まとめて
お申込みいただける方法です。
詳細は、ホームページでご確認ください。http://www.sfk21.gr.jp/ikiiki/

　国家資格や高齢社会対応
に資する民間資格等を持って
いる方は、本検定を受検・合格
した後、ウェルビーイング資格
認定委員会が指定する資格
や検定試験の登録証・認定証
や合格証を提示いただくこと
で、ウェルビーイング・コン
シェルジュの認定・登録の申
請をすることができます。

通信講座もあります
公式テキスト・受験対策も兼ねた講義DVD、模擬試験などがセットになっ
た便利な通信講座パックも販売中です。
詳しくはhttp://www.tac.biz/ikiiki/をご覧ください。

「生・活」知識検定試験
いき いき

幸せで温かい高齢社会を
共に築くための必携ガイドブック
この一冊で、熟年世代には、社会の知恵袋になる秘

訣が見え、実年世代には、これからの働き方や役割が
見えてくる。そして若者世代には、支えながら人生の
先輩に学ぶ知恵が見える。
これからの福祉にもシニアビジネスにも欠かせな

い、今後の日本の可能性を掴む、実用的エンサイクロ
ペディアです。

本体  2,800円＋税（送料別）

〈高齢社会の道案内〉

ジェロントロジー入門
「生・活」知識検定試験　公式テキスト

いき いき

月発行



　　　　　　　　87481

まげてのばして 痛まん腰体操
いた こ し た い そ う

腰痛対策

■監修　金　憲経
　（東京都健康長寿医療センター 自立促進と
　 介護予防研究チーム 研究副部長）　

　　　　　　　　87471

お出かけ達人生活
で た つ じ ん せ い か つ

閉じこもり予防

　（福島県立医科大学医学部
■監修　安村誠司

公衆衛生学講座教授）

　　　　　　　　87491

のぼルンおりルン  ひざラク体操
た い そ う

ひざ痛対策

■監修　金　憲経
　（東京都健康長寿医療センター 自立促進と
　 介護予防研究チーム 研究副部長）　

　　　　　　　　87431

もらさん尿体操
にょうたいそう

尿失禁予防

■監修　金　憲経
　（東京都老人総合研究所疫学・福祉・
　 政策研究グループ・主任研究員）　

　　　　　　　　87441

イキイキ満足習慣
まんぞくし ゅ う か ん

足のトラブル

■監修　宮川晴妃
　（爪切り屋・メディカルフットケアJF協会会長）

　　　　　　　　87461

心とからだの健康生活
高齢者のうつ予防

■監修　大野　裕  
　（慶應義塾大学保健管理センター教授）

　　　　　　　　87452

実践！ えいよーバランス生活
栄 養

低栄養予防

■監修　熊谷　修
　（人間総合科学大学人間科学部健康栄養学科教授）

　　　　　　　　87421

忘れん脳生活
わす の う せ い か つ

認知症対策

　（東京都老人総合研究所痴呆介入研究グループ・研究員）
■監修　矢冨直美

　　　　　　　　87401

しっかり貯筋体操
ち ょ き ん た い そ う

筋力トレーニング

■監修　金　憲経
　（東京都老人総合研究所疫学・福祉・
　 政策研究グループ・主任研究員）　

　　　　　　　　87411

歯つらつ体操
は た い そ う

口腔ケア

■監修　眞木吉信（東京歯科大学衛生学教授）
■体操法著作
　北原　稔 （神奈川県茅ヶ崎保健福祉事務所歯科医師）
　白田チヨ （中野区北部保健福祉センター歯科衛生士）

■Ａ4判／8頁カラー／リーフレット

定価　各80円（税抜）自宅でできる介護予防のさまざまなノウハウを、大きなイラストを使って
見やすくわかりやすく紹介したリーフレットです。

※広報用出版物は書店販売をしておりません。ご注文は直接弊社まで。
※ご検討のため小冊子の見本をご希望の際はお気軽にご連絡ください（無償）。[広報用出版物のご案内]

お年寄りの安心・安全シリーズ

介護予防シリーズ

定価　100円（税抜）

86472
今日から実践！　安心食生活 
■A4判／12頁カラー

田柴 　修監■  博（人間総合科学大学大学院　教授）

定価　80円（税抜）

86421
悪質商法や振り込め詐欺に
ご用心!!
■A4判／8頁カラー
■編集部　編

定価　180円（税抜）

89603
知っておこう
介護保険でできる住宅改修
■A4判／20頁カラー
■監修　NPO法人　高齢社会の
　　　　住まいをつくる会

定価　100円（税抜）

86432
無意識のうちに虐待になって
いませんか？
■A4判／12頁カラー
■編集部　編

定価　100円（税抜）

86452
高齢者を守る！ 感染症対策
■A4判／12頁カラー
■監修　柁原宏久（柁原医院副院長・
　　　　東邦大学医学部外科学講師）

定価　80円（税抜）

86442
もっと身近に成年後見制度を
利用しましょう！
■A4判／8頁カラー
■監修　公益社団法人成年後見センター・
　　　　リーガルサポート

「お年寄りの暮らしが安全に営まれ、安心して生活できること」をテーマに、日常生活で気をつけたいポイント・対処法について
紹介するシリーズです。



定価 200円（税抜）

86503

これが、自分でできる毎日の介護予防！
健康長寿7つのカギ
■A4判／20頁カラー
■監修　鈴木隆雄
 （独立行政法人 国立長寿医療研究センター 
研究所長）

男女で異なる要介護予防の留意点を示しながら、60、70代で実践
したい日々の「健康長寿7つのカギ」を解説。

定価 40円（税抜）

87032

認知症
正しい知識と気づきのチェック
■A4判／4頁カラー／リーフレット
■監修　鈴木隆雄
 （独立行政法人 国立長寿医療研究センター 
研究所長）

認知症の正しい知識や自分でできるチェックリスト、認知症予防の
ための脳機能を高める方法などを掲載するリーフレットです。

定価 40円（税抜）

87022

認知症になる前に
気をつけよう！
■A4判／4頁カラー／リーフレット
■監修　鈴木隆雄
 （独立行政法人 国立長寿医療研究センター 
研究所長）

認知症予備群である軽度認知障害（MCI）についてのリーフレッ
ト。地域包括支援センターへの相談も促しています。

定価 80円（税抜）

87042

認知症予防
ウォーキング＆ステップ
■A4判／8頁カラー
■監修　鈴木隆雄
 （独立行政法人 国立長寿医療研究センター 
研究所長）

認知症と介護予防の専門家集団が考案！ いつもの散歩を一工夫する
だけのウォーキングや簡単にできるステップを紹介。

定価 220円（税抜）

86821

■B5判／24頁カラー
■監修　新開省二
 （地方独立行政法人 東京都健康長寿医療センター
研究所副所長）

認知症は、発症の10～20年前から始まっています。リスクの芽を
早いうちに摘むために、生活に取り入れたい10のルールを紹介。

定価 120円（税抜）

87112

まちぐるみで始めよう!
認知症の人との上手なつき合い方
■A4判／12頁カラー
■監修　北村　伸
 （日本医科大学特任教授・日本医科大学武蔵小杉病院
認知症センター部長）

認知症の人と上手につき合うことを提案するパンフレット。接し
方・関わり方や地域での見守り・手助けの方法などを紹介します。

定価 150円（税抜）

87012

地域ぐるみで始めよう！
認知症予防大作戦
■A4判／16頁カラー
■監修　新開省二
 （地方独立行政法人 東京都健康長寿医療センター研究所
研究部長 医学博士）

誰もが気になる「認知症」は予防できるのか？ 答えはＹＥＳ。最新
研究で導き出されたその具体策を紹介！

定価 200円（税抜）

87082

認知症ケア新時代
地域で支える認知症 虎ノ巻 
■A4判／20頁カラー
■監修　髙瀬義昌（医療法人 社団至髙会 たかせクリニック理事長） 
　　　　永田久美子（社会福祉法人浴風会認知症介護研究・
　　　　研修東京センター研究部部長）

超高齢社会を迎え、認知症ケアはもはや他人事ではなくなりまし
た。認知症があっても安心して暮らせるための知識と情報集です。

定価 60円（税抜）

87241

ご近所の見守り・支え合いで
まちづくりを進めよう
■A4判／6頁カラー／リーフレット
■監修　西村周三
 （一般財団法人 医療経済研究・社会保険福祉協会医療
経済研究機構 所長）

ご近所の見守り・支え合いの実践法に加えて、地域包括ケアシステ
ムの概念・仕組みについても紹介するリーフレットです。

定価 40円（税抜）

89712

高齢者がいきいき！ みんなが笑顔！
地域包括ケアシステムが
みなさんの生活を支えます 
■A4判／4頁カラー／リーフレット
■編集部　編　

地域住民の方々などに地域包括ケアシステムの趣旨を理解していた
だき、施策を推進するための一助となるリーフレットです。

認知症のリスクから
遠ざかる10'sルール

テ　ン　ズ

介護予防・認知症対策・地域包括ケアシステムに

●消費税について………この広告に掲載の価格は、特に記載のないものは税抜表示となっております。代金ご請求
時に消費税（8％）を加算させていただきます。

●梱包料・送料について………合計1,000部（リーフレット・ポスターは合計2,000部）以上のご注文は弊社で負担
し、それ未満の場合は実費を申し受けます。送料として支出されにくい場合は、実費を単価に組み入れてご請求
申し上げますので、その旨、お申しつけください。

「プライバシーポリシー（個人情報保
護方針）」および「個人情報の利用目
的」につきましては、弊社ホームペー
ジをご参照ください。
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