
山梨県立介護実習普及センター　貸出図書リスト一覧

NO. 図書名 著者・編集者・監修者他 出版社 発行日 備考

1 年をとるってどういうこと？ 是枝祥子 学研 02.3　　初版

33
高齢者のレクリエーションシリーズ４
座ったままで楽しめるあそびBEST４１

グループこんぺいと 黎明書房 00.11　初版

46
シリーズ　福祉のこころ
老いのものがたり

加藤美枝
 一番ヶ瀬康子　河畠修

旬報社 02.12　初版

72
シリーズ　いのちの授業２
いのちがおわるとき

種村エイ子 ポプラ社 02.4　初版　　　04.2　再発行

85 介護職が行う在宅ケアマネジメント
高崎絹子　島内節　内田恵美子
佐藤美穂子

日本看護協会出版会 　

89
ちょっとした痴呆防止のための
なぞなぞゲーム集

白澤政和　このみひかる ひかりのくに 03.11　初版　　04.1　　再発行

91
絵でみる寝たきり防止
ケアとトレーニングの実際

井口恭一 メヂカルフレンド社 90.8　　初版　　97.9　　再発行

111 お年寄りに喜ばれる料理カード１７０選
神奈川県老人ホーム栄養士研究会
神奈川県福祉栄養開発研究所

中央法規

143 脳卒中のホームエクササイズ 井口恭一 医歯薬出版 79.3　　初版　　97.2　　第２版

145 家庭でできる機能訓練 日本医学作業療法士協会 保健同人社

147 マンガ版　腰痛を運動で治す 井口恭一 三輪書店 90.11　初版　　99.11　再発行

149 イラスト　わかりやすい移動のしかた 井口恭一 三輪書店 93.10　初版　　97.1　　再発行

164
訪問介護事業者のための
感染症ハンドブック

鈴木幹三 中央法規 04.2　　初版

165 高齢者のための実践音楽療法 篠田知璋　高橋多喜子 中央法規 00.8　　初版　　01.1　　再発行

166
回想法ハンドブック
Q&Aによる計画・スキル・効果評価

回想法ライフレビュー研究会 中央法規 01.2　　初版　　03.10　再発行

167 完全図解　新しい介護 大田仁史　三好春樹 講談社 03.6　　初版　　03.12　再発行

168 老人介護　常識の誤り 三好春樹 新潮社 00.2　　初版　　03.5　　再発行

169 エイジレスの時代～高齢者のこころ～ 長谷川和夫　　　　　他７名 星和書店

172 元気がでる介護術 三好春樹 岩波アクティブ新書 02.1　　初版

176
改訂
福祉用具専門相談員研修用テキスト

社団法人シルバーサービス振興会 中央法規 03.4　　初版　　03.11　再発行

202
簡単でおいしい介護食
～高齢者のための症状別献立集～

蓮村さちえ　佐藤悦子　牧田光代 法研 00.9  初版

205 ５分でできる介護食 松月弘恵　井上典代　大沼奈保子 中央法規 04.11　初版　　05.1　第2刷

206
高齢者ソフト食
全でおいしい介護食レシピ

黒田留美子 厚生科学研究所 01.7　初版　　　05.4　第5刷

207 嚥下障害食のつくりかた 藤谷順子　金谷節子　林静子 日本医療企画 02.11　初版　　05.2　第4刷

208 高齢者の食事介助を考える 柴田浩美 医歯薬出版　株式会社 02.9　　初版

209 高齢者に喜ばれる楽しい食事 廣瀬喜久子 日本医療企画 02.11　初版　　　04.11 第4刷

210 かみにくい・飲み込みにくい人の食事 藤谷順子 主婦と生活社 03.6　　初版

211
市販介護食品に“もうひと手間”でつくる
毎日の介護食レシピ

黒田留美子 河出書房新社 05.4　　初版

212
ホームヘルパーお料理サポートシリーズ
①　高齢者のためのクイックメニュー

香川芳子　杉橋啓子 女子栄養大学出版部 04.9　　初版

213
ホームヘルパーお料理サポートシリーズ
②　高齢者のための食事制限メニュー

香川芳子　杉橋啓子 女子栄養大学出版部 05.3　　初版

214
高齢者介護予防トレーニング
カジュアルリハビリテーションのすべて

大阪府立介護実習普及センター
カジュアルリハビリテーション普及協会

医歯薬出版 06.3　　初版

216 新しい認知症介護～実践者編～ 05.3　　初版

217 新しい認知症介護～実践リーダー編～ 05.3　　初版　　05.9　第2版

218
認知症の人のためのケアマネジメント
センター方式の使い方・活かし方

認知症介護研究・研修東京センター
認知症介護研究・研修大府センター
認知症介護研究・研修仙台センター

認知症介護
研究・研修東京セン

ター

05.3　　初版
05.12　第6版

(CD貸し出し)

219 認知症の介護のために知っておきたい大切な事
トム・キットウッド　キャスリーン・ブレディン
訳　高橋誠一　寺田真理子

筒井書房 05.11　初版　　06.3　第2版

認知症介護研究・研修センター

認知症介護研究・研修センター
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220 認知症になるとなぜ「不可解な行動」をとるのか 加藤伸司 河出書房新社 05.3　　初版　　06.3　第2版

222 老年期の作業療法　第２版 浅海奈津美　守口恭子 三輪書店 05.12　初版　　05.4　第2版

223 わたし大好き　～ひざを寄せて読む絵本～
リディア・バーディック
訳　みらいなな

童話屋 06.5　　初版　　06.8　第2版

224
パーソン・センタード・ケア
～認知症・個別ケアの創造的アプローチ～

スー・ベンソン
監訳　稲谷ふみ枝　石崎淳一

ｸﾘｴｲﾂかもがわ 05・7　初版

225 認知症の正しい理解と包括的医療・ケアのポイント 佐土根朗　松沼記代　山上徹也 協同医書出版 05・5　初版　　　06・3　第3版

226 認知症と診断されたあなたへ 小澤勲・黒川由紀子 医学書院 06・1　初版　　　06・6　第3版

227 認知症のパーソンセンタードケア
トム・キットウッド
訳　高橋誠一

筒井書房 05・8　初版　　　06・8　第3版

228
脳いきいきレクレーション
～認知症予防・介護予防に活かす～

奥幸博 日総研 05・2　初版　　　06・3第2版

229
福祉用具支援論
～自分らしい生活（くらし）を作るために～

市川洌 テクノエイド協会 06・9　初版

230
～ホームヘルパー現任研修テキストシリーズ～
訪問介護の役割と展開法
－介護サービスの質の向上のために－

是枝祥子 日本医療企画 02・9　初版

231 居宅サービス計画書作成の手引き 長寿社会開発センター 中央法規 06・1　初版　　   10・12　再発行

232
よくわかり、すぐ使える
訪問介護の計画書のつくりかた

佐藤みちよ 日本医療企画 06・6　初版　　　06・12　第2刷

233 訪問介護サービス提供責任者の役割と実務 たむらソーシャルネット 医歯薬出版株式会社 01・7　初版　　　04・12　第2版

234 歌ってリズム！大人のアンサンブル 前田キヨ子 あおぞら音楽社 07.9　初版

235 介護現場のリスクマネジメント
ふれあいケア編集部
全国社会福祉協議会

全国社会福祉
協議会

07.9　初版

236 わかるわかる認知症ケア 橋本泰子 全国社会福祉協議会 07.6　初版

238 ヘルプマン！Vol.1【介護保険制度編】 くさか里樹 講談社 04.5　初版

239 ヘルプマン！Vol.２【在宅痴呆介護編】 くさか里樹 講談社 04.7　初版

240 ヘルプマン！Vol.３【介護虐待編】 くさか里樹 講談社 05.3　初版

241 ヘルプマン！Vol.４【高齢者性問題編】 くさか里樹 講談社 05.8　初版

242 ヘルプマン！Vol.５【介護支援専門員編】 くさか里樹 講談社 06.3　初版

243 ヘルプマン！Vol.６【介護支援専門員編】 くさか里樹 講談社 06.7　初版

244 ヘルプマン！Vol.７【介護支援専門員編】 くさか里樹 講談社 07.1　初版

245 ヘルプマン！Vol.８【ケアギバー編】 くさか里樹 講談社 07.5　初版

246 ヘルプマン！Vol.９【介護福祉学生編】 くさか里樹 講談社 07.11　初版

247 福祉用具の活用法 京極高宣　市川洌 北陸館 02.9　初版

250 お年寄りが好きな食事 望月澄江 婦人生活社 99.7　初版

251 ～明日の在宅医療　第1巻～在宅医療の展望 佐藤智 中央法規 08・9　初版

252 ～明日の在宅医療　第２巻～在宅医療の諸相と方法 佐藤智 中央法規 08・9　初版

253 ～明日の在宅医療　第3巻～在宅での看取りと緩和ケア 佐藤智 中央法規 08・9　初版

254 ～明日の在宅医療　第4巻～高齢者ケアと在宅医療 佐藤智 中央法規 08・9　初版

255
～明日の在宅医療　第5巻～在宅医療・訪問看護と地域
連携

佐藤智 中央法規 08・9　初版

256
～明日の在宅医療　第6巻～在宅医療と人材養成・人材
確保

佐藤智 中央法規 08・9　初版

257 ～明日の在宅医療　第7巻～在宅医療の経済基盤 佐藤智 中央法規 08・9　初版

258
根拠から理解して身につける新セルフチェック基礎介護
技術

古谷野亘　滝波順子 中央法規 08・10　初版

259 排泄ケアが暮らしを変える～百人百様の老いを支えて～ 浜田きよ子 ミネルヴァ書房 08・3　初版　　08・7　第2版
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260 ヘルパー以前の介護の常識 浜田きよ子 講談社 08・5　初版

261 ヘルプマン！Vol.１０【介護福祉学生編】 くさか里樹 講談社 08・5　初版

262
murakami magicでハッピー介護食～かみやすく飲み込み
やすく人気メニューが大変身～

村上祥子 中央法規 09・4　初版

263 住宅改修アセスメントのすべて 加島守 三和書籍 09・11　初版

264 認知症の診断・治療の最前線 浅田隆 社会保険研究所 09・4　初版

265
サービス提供責任者仕事ハンドブック(改訂版)
～介護給付から予防給付まで～

前川静恵 中央法規 09・5　初版 CD貸出し

266
やさしい介護　目で見る介護
～ストレスをためない家族介護マニュアル～

読売新聞社生活情報部　高橋淳 生活書院 06・10　初版

267 介護で幸せになる～介護ストレスを減らす５０のヒント～ 渡辺俊之 山海堂 07・8　初版

268 介護レクリエーションの作り方 島田治子 雲母書房 08・1　初版

269 知っていますか？レビー小体型認知症 小阪憲司 メディカ出版 09・9　初版

270
～ビジュアル版介護予防マニュアル～
楽しく続ける転倒予防体操のアクティビティ

金憲経　吉田英世
東京都高齢者研究・福祉振興財団

ひかりのくに 06・4　初版　　　09・7　第8版

271 のんびりいこうよ 赤羽みちえ 産経新聞社 08・1　初版

272
認知症ケア新常識
「食べない」「入浴しない」「眠らない」
へのアプローチ

伊刈弘之 日総研出版 09・11　初版

273
楽しみながら健康づくり
～はじめようウエルネス（健康づくり）～

野呂瀬秀 山梨ウエルネス研究所 07・06　初版

274
いきいき（息き生き）ゆうゆう（悠う友う）
～ウエルネスはじめの一歩～

野呂瀬秀 山梨ウエルネス研究所 07・07　初版

275
認知症ケア研修ブック
～12の事例から学ぶ大切なこと～

諏訪さゆり 全社協 09・9　初版

276 10分間レクリエーション日誌＆素材集 三瓶あずさ 日総研出版 10・05　初版

291 介護支援専門員　実務研修テキスト
介護支援専門員実務研修テキスト作成委員
会

長寿社会開発センター 09・12　発行　　10・07　第2刷

292 嚥下障害食レシピ　なめらか食
社会福祉法人　サンライフ/サン・ビジョン
小島真由美　赤堀阿由美

日総研出版 10・07　初版

293 ヘルプマン！Vol.11【認知症編】 くさか里樹 講談社 08・11　初版　　10・03　第4刷

294 ヘルプマン！Vol.12【認知症編】 くさか里樹 講談社 09・05　初版

295 ヘルプマン！Vol.13【介護職員待遇編】 くさか里樹 講談社 09・10　初版

296 ヘルプマン！Vol.14【介護職員待遇編】 くさか里樹 講談社 10・03　初版

297 ヘルプマン！Vol.15【介護職員待遇編】 くさか里樹 講談社 10・08　初版

298 つゆのあとさき…①～特別養護老人ホーム物語～ 赤羽みちえ 秋田書店 07・01　初版　　10・07　再版

299 つゆのあとさき…②～特別養護老人ホーム物語～ 赤羽みちえ 秋田書店 07・07　初版

300 つゆのあとさき…③～特別養護老人ホーム物語～ 赤羽みちえ 秋田書店

301 つゆのあとさき…④～特別養護老人ホーム物語～ 赤羽みちえ 秋田書店 08・05　初版

302 スマイル！！介護士物語① 赤羽みちえ 秋田書店 08・11　初版　　

303 スマイル！！介護士物語② 赤羽みちえ 秋田書店 09・05　初版

304 スマイル！！介護士物語③ 赤羽みちえ 秋田書店 09・10　初版

305 介護、大丈夫！！　【スマイル！！介護物語】 赤羽みちえ 秋田書店 10・04　初版

306 よくわかる高齢者の心理　　改訂版 近藤勉 ナカニシヤ出版 10・06　初版

307 しあわせの13粒
作　内藤いづみ
絵　まつおかさわこ

ひと休み出版 09・02　初版　　09・08　第3刷

308
認知症　よい対応・わるい対応～正しい理解と効果的な
予防～

浦上克哉 日本評論社 10・02　初版　　10・09　初版第3刷
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309
介護うつ
お姉ちゃん、なんで死んじゃったの？

清水良子 ブックマン社 09・11　初版　　10・06　初版第3刷

310
死なないで！殺さないで！生きよう！
～いま、介護でいちばんつらいあなたへ～

社団法人　認知症の人と家族の会
田島　英二

ｸﾘｴｲﾂかもがわ 09・12　初版

311 サービス提供責任者　　実務の基礎 田中典子 日総研出版 07・11　初版　　10・04　2版第3刷

312
訪問介護計画のつくり方
サービス提供責任者のしごと

訪問介護研究会　 東京都福祉保健財団 10・06　初版

314
スウェーデン生まれの究極の癒し術
タクティールケア入門

タクティールケア普及を考える会
日経ＢＰ

コンサルティング
08・09　初版　　　10・10　2版第2刷

318

319

320 福祉用具革命－自分らしく豊かに暮らすために－ 鶴蒔靖夫 ㈱IN通信社 10・04　発行

322
調理現場における
衛生管理＆調理技術マニュアル

文部科学省
株式会社
学健書院

11・09　発行

323
事例で分かる福祉住環境
バリアフリー デザインガイドブック

伊藤勝規
加島守

三輪書店 12・11　初版

326

327

328
やさしくつくれる 新家庭介護の食事
～ おいしく楽しく元気なくらし ～

健康づくりドクター 西原　修造
南大和病院栄養課長 田中弥生

日本医療企画 平成16年4月28日

329 在宅生活をめぐる５０の物語 小島操（介護支援専門員） 日本工業出版 平成25年8月30日

330 改訂：きちんと感染管理 辻明良
全国社会福祉

協議会
2013年10月.30日

331
認知症予防と上手な介護のポイント
『 認知症３段階ケア 』でみんなハッピーに！

熊谷賴佳（よりよし） 日本医療企画 2012年10月25日

335
高齢者のための車椅子フィッテングマニュアル
～福祉用具プランナーが使う～

テクノエイド協会 2013年12月

336
介護技術指導の手引き
「利用者のための生活支援技術」
～ 指導技術の向上を目指して ～

愛媛県介護実習普及センター
愛媛県社会福祉協議

会
平成25年9月

337
介護技術指導の手引き
「利用者のための生活支援技術」
～ 指導技術の向上を目指して ～

愛媛県介護実習普及センター
愛媛県社会福祉協議

会
平成25年9月

338

339

340
『介護野のしごとが楽しくなるこころシリーズ①』
こころをつかむ礼儀とマナー

小池妙子　蜂谷英津子 日本医療企画 2013年10月15日

341
『介護野のしごとが楽しくなるこころシリーズ②』
こころがかよう聴き方、話し方

西井啓子　古川智子 日本医療企画 2013年10月15日

342
『介護野のしごとが楽しくなるこころシリーズ③』
こんな時どうする救急対応Ｑ＆Ａ

高瀬義昌　川崎千鶴子 日本医療企画 2013年10月15日

343
『介護野のしごとが楽しくなるこころシリーズ④』
事例で学ぶ介護サービスＮＧ集

内田千恵子　篠崎良勝 日本医療企画 2013年10月15日

344
『介護野のしごとが楽しくなるこころシリーズ⑤』
カラダにやさしい介護のしかた

柴田範子 日本医療企画 2013年10月15日

346
リハビリテーションの考え方をとりいれた
介助のしかた

出野智子 日本医療企画 2014年4月20日

347 ユマニチュード入門
本田　美和子　イヴ・ジスネント
ロゼット・マレスコット

医学書院 2014年6月15日

348 認知症なんでも相談室
鳥羽研二
武田章敬　清家理

国立長寿医療
研究センター

2014年3月30日

349 ２０１４　医療福祉総合ガイドブック NPO法人日本医療ソーシャルワーク研究所 医学書院 2014年

351 体臭・口臭・便臭　ニオイ対策介護テクニック 五味常明 日総研 2012年5月25日

352 石郡流　施設看護師のデキる仕事術 石郡英一 日総研 2012年3月30日

353
系統別
高齢者フィジカル・メンタル　アセスメント

堀内園子 日総研 2013年6月5日

354 看護職等のための医療的ケア 公益法人　日本訪問介護財団 ミネルヴァ書房 2013年4月20日

355 同行援護ハンドブック 松井奈美 日本医療企画 2011年11月20日　第一版発行

日本医療企画 2009年11月30日　初版第１刷
2013年4月25日　 初版第3刷

認知症の人のサポートブック NPO法人認知症フレンドシップクラブ 中央法規 11・09　発行

絵で見てやれる新しい家庭介護のすべて
～ 介護保険も一目でわかる ～

西原修造 日本医療 企画 平成24年10月10日

～ マンガでできる ～介護職員研修
（考える力を伸ばす人材教育テキスト）

〔企画・製作〕
介護ビジョン編集部
〔作画〕　どい まき
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356
添削式
介護記録の書き方～在宅・通所・入所～

伊藤亜記 ひかりのくに 2008年3月　改訂版発行

357 介助が困難な人への介護技術 滝波順子　田中義行 中央法規 2014年7月14日

358 写真で学ぶ　拘縮予防・改善のための介護 田中義行 中央法規 2012年12月15日　第一版発行

359 ヘルプマン　１８【成年後見制度編】 くさか里樹 講談社 2011年7月22日　第一版発行

360 ヘルプマン　２１【震災編】 くさか里樹 講談社 2012年7月23日　第一版発行

361 ヘルプマン　２２【介護企業編】 くさか里樹 講談社 2013年2月22日　第一版発行

362 ヘルプマン　２３【介護企業編】 くさか里樹 講談社 2013年5月23日　第一版発行

363 ヘルプマン　２４【介護企業編】 くさか里樹 講談社 2013年9月20日　第一版発行

364
まだ間に合う！今すぐ始める認知症予防
軽度認知障害（ＭＣＩ）で食い止める本

朝田隆 講談社 2014年12年10日

366
自分たちで創る現場を変える地域包括ケアアシステム
わがまちでも実現可能なレシピ

竹端寛　伊藤健次　望月宗一郎
上田美穂

ミルウァ書房 2015年3月31日

367

地域にひろげよう
"おたがいさま"の生活支援サービス
新たな介護予防・日常生活支援総合事業の展開にむけ
て

全国社会福祉協議会 全国社会福祉 平成27年1月

368 よくわかる高齢者の認知症とうつ病 長谷川和夫　長谷川洋 中央法規 2015年8月1日

369
脳と体の疲れを取って健康になる
ゆる体操

高岡　英夫
株式会社

PHP研究所
2015年9月1日

370 レビー小体型認知症がよくわかる本 小阪憲司 講談社
2014年2月10日
2014年12月19日

371
ステップアップ式
認知症ケア実践テキストCD付

山口喜樹　可知輝彦 日総研 2013年9月22日

372
高齢者施設の看護記録
見える化する書き方

岡村絹代 日総研 2015年6月5日

373
創傷管理&褥瘡ケア
現場で遭遇するQ&A

茂木定之 日総研 2014年6月6日

374
BPSDを改善
パーソンセーンタードケア事例集

下山久之 日総研 2015年5月29日

375 認知症カフェハンドブック 武地一
㈱クリエイツ

かもがわ
2015年2月28日　　発版
2015年12月10日　第4版発行

376 在宅ケアのはぐくむ力 秋山正子 ㈱医学書院 2012年12月1日　第1版第1印刷

377 ペコロスの母に会いに行く 岡野雄一 西日本新聞社
2012年7月7日　　 初版
2014年12月19日　第24版

378 ペコロスの母の玉手箱 岡野雄一 朝日新聞出版
2014年10月30日　第1刷
2015年7月15日　 第6刷発行

379 介護男子スタディーズ 介護男子スタディープロジェクト
印刷・製本

図書印刷株式会社
2015年9月1日　第1刷発行

380 福祉用具利用施設で必要な保守・管理 公益法人　テクノエイド協会
公益法人

テクノエイド協会
平成27年12月　発行

381
見直し！認知症ケア
パーソン・センタード・ケアの実践

石川進 日総研 2016年5月2日　発行

382 認知症・超高齢者の看取りケア実践 島田千穂　　伊藤美緒 日総研 2016年6月6日　発行

383
認知症の人の「食べられない」「食べたくない」解決できる
ケア

枝広あや子 日総研 2016年6月19日

384
すき間時間で学ぶ
介護スタッフのトラブル予防ハンドブック

介護サービスの人材育成研究会・
トラブル予防会

第一法規
平成25年5月5日　　初版発行
平成28年2月25日　初版3刷発行

385
すき間時間で学ぶ
介護リーダーのリスクマネジメントハンドブック

介護サービスの人材育成研究会・
トラブル予防会

第一法規
平成25年5月5日　　初版発行
平成28年2月25日　初版3刷発行

386 ケアマネ周辺制度ポイントナビ 江崎智彦 第一法規 平成28年3月25日　初版発行

387 参加したくなる介護現場のレクリエーション 山﨑律子 中央法規 2015年3月15日

388 認知症の人のレクリエーション 山﨑律子 中央法規
2012年10月15日　初版発行
2014年9月20日　　初版第3刷発行

389 活かそう、福祉用具の「ひやりはっと」 財団法人テクノエイド協会 中央法規 2007年10月20日

390
利用者に心地よい介護技術「新感覚介助」というアプ
ローチ

安藤祐介 中央法規 2015年6月20日
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391
50歳から始める介護されない体づくり
食事とストレッチで健康寿命を10年延ばす

杉山ゆみ　今村幹雄
合同フォレスト

株式会社
２０１７年2月10日　第1刷発行

392
スタッフに「辞める」と言わせない
介護現場のマネジメント

田中元
株式会社

自由国民社
2015年10月5日　初版第1刷発行

393
イライラとうまく付き合う介護職になる！
アンガーマネジメントのすすめ

田辺有理子 中央法規
2016年8月31日　初版発行
2016年12月5日　初版第2刷発行

394 認知症の9大法則50症状と対応策 杉山孝博 株式会社　法研
平成25年8月29日　　第1刷発行
平成28年10月27日　第5刷発行

395
こころが軽くなる認知症ケアの
ストレス対処法

松本一生 中央法規 2016年10月23日発行

396
愛する人を亡くした方へのケア
医療現場におけるグリーフケアの実践

宮本幸江　関本昭治 日総研
2008年9月26日発行　第1版第1刷
2013年6月15日発行　　　　　第2刷

397 写真で分かる拘縮ケア 田中義之　田村正隆 株式会社ナツメ社
2016年9月22日　初版発行
2017年1月10日　第2刷発行

398
絵で見てわかる
かみやすい飲み込みやすい食事のくふう

山田晴子
女子栄養大学出版部

凸版印刷株式会社
2010年9月23日　初版第1刷発行
2017年2月25日　初版第6刷発行

399
急変予防＆対応ガイドマップ
高齢者救急

岩田充永 株式会社医学書院
2010年7月15日　第1版第1刷
2015年6月15日　第1版第6刷

400
イラストでわかる
高齢者のからだと病気

杉山孝博 中央法規
2013年12月1日　初版発行
2016年4月15日　初版第4刷発行

401
こころもからだもスッキリ！
一人で出来る介護のストレス解消法

川崎美織　菊住彰 中央法規
2008年8月1日　　初版発行
2010年9月10日　初版第2刷発行

402 事例で学ぶ認知症の人の家族支援 福島喜久子　結城明彦 中央法規 2017年2月15日発行

403
今日から実践
認知症の人とのコミュニケーション

飯干紀代子 中央法規
2011年9月10日　初版発行
2016年4月20日　初版第5刷発行

404 事例で学ぶ「高齢者虐待」実践対応ガイド
公益社団法人あい権利擁護支援ネット
池田惠子　川端信子　髙橋智子

中央法規
2013年11月20日　初版発行
2015年10月20日　初版第2刷発行

405 介護に役立つ口腔ケアの実際
大泉恵美　蓜島桂子
蓜島弘之　森﨑市治郎　荘村明彦

中央法規 2016年11月10日発行

406 高齢者の終末期ケア
樋口京子　篠田道子
杉本浩章　近藤克則　荘村明彦

中央法規
2010年4月15日　第1版第1刷発行
2013年8月1日　　第2版第1刷発行

407
レクリエーションガイドブック
心の力を育む魔法のコツとお勧めメニュー30+9

小西亘　小田原一記
公益社団法人

日本レクリエーション協会
2011年2月28日　初版発行
2016年1月20日　第4刷

408
よく分かる福祉レクリエーションサービス実施マニュアル
1
楽しさの追及を考える理論と支援の方法

小西亘
公益社団法人

日本レクリエーション協会
2013年2月1日　 初版発行
2015年4月30日　第3刷

409
よく分かる福祉レクリエーションサービス実施マニュアル
2
楽しさの追及を考えるサービスの企画と実施

小西亘
公益社団法人

日本レクリエーション協会
2013年2月1日　初版発行
2015年6月1日　第2刷

410
よく分かる福祉レクリエーションサービス実施マニュアル
3
楽しさの追及を支えるための介入技術

小西亘
公益社団法人

日本レクリエーション協会
2013年2月1日　初版発行
2015年6月1日　第2刷

411
社会福祉学習双書２０１６
１　社会福祉概論Ⅰ

「社会福祉学習双書」編集委員会
寺尾徹

全社協
09・02　初版
16.0.2　改訂第7版第1刷

412
社会福祉学習双書２０１６
２　社会福祉概論Ⅱ

「社会福祉学習双書」編集委員会
寺尾徹

全社協
09・02　初版
16.0.2　改訂第7版第1刷

413
社会福祉学習双書２０１６
３　老人福祉論

「社会福祉学習双書」編集委員会
寺尾徹

全社協
09・02　初版
16.0.2　改訂第7版第1刷

414
社会福祉学習双書２０１６
４　障害者福祉論

「社会福祉学習双書」編集委員会
寺尾徹

全社協
09・02　初版
16.0.2　改訂第7版第1刷

415
社会福祉学習双書２０１６
５　児童家庭福祉論

「社会福祉学習双書」編集委員会
寺尾徹

全社協
09・02　初版
16.0.2　改訂第7版第1刷

416
社会福祉学習双書２０１６
６　社会保障論

「社会福祉学習双書」編集委員会
寺尾徹

全社協
09・02　初版
16.0.2　改訂第7版第1刷

417
社会福祉学習双書２０１６
７　公的扶助論

「社会福祉学習双書」編集委員会
寺尾徹

全社協
09・02　初版
16.0.2　改訂第7版第1刷

418
社会福祉学習双書２０１６
８　地域福祉論

「社会福祉学習双書」編集委員会
寺尾徹

全社協
09・02　初版
16.0.2　改訂第7版第1刷

419
社会福祉学習双書２０１６
９　社会福祉援助技術論Ⅰ

「社会福祉学習双書」編集委員会
寺尾徹

全社協
09・02　初版
16.0.2　改訂第7版第1刷

420
社会福祉学習双書２０１６
１０　社会福祉援助技術論Ⅱ

「社会福祉学習双書」編集委員会
寺尾徹

全社協
09・02　初版
16.0.2　改訂第7版第1刷

421
社会福祉学習双書２０１６
１１　心理学

「社会福祉学習双書」編集委員会
寺尾徹

全社協
09・02　初版
16.0.2　改訂第7版第1刷

422
社会福祉学習双書２０１６
１２　社会学

「社会福祉学習双書」編集委員会
寺尾徹

全社協
09・02　初版
16.0.2　改訂第7版第1刷

423
社会福祉学習双書２０１６
１３　法学

「社会福祉学習双書」編集委員会
寺尾徹

全社協
09・02　初版
16.0.2　改訂第7版第1刷

424
社会福祉学習双書２０１６
１４　医学一般

「社会福祉学習双書」編集委員会
寺尾徹

全社協
09・02　初版
16.0.2　改訂第7版第1刷

425
社会福祉学習双書２０１６
１５　介護概論

「社会福祉学習双書」編集委員会
寺尾徹

全社協
09・02　初版
16.0.2　改訂第7版第1刷
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426
社会福祉学習双書２０１６
１６　学びを深める福祉キーワード集

「社会福祉学習双書」編集委員会
寺尾徹

全社協
09・02　初版
16.0.2　改訂第7版第1刷

427
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 ミネルヴァ書房 17.5.15　初版第1刷発行

428 できることを取り戻す魔法の介護 長谷川均 ㈱ポプラ社 17.6..13　第2刷

429 その認知症ケアは大まちがい！ 三好春樹　東田勉 ㈱講談社 17.6.13　第1刷発行

430 介護・福祉職のためのマナーと接遇 関根健夫　杉山真知子 中央法規 17.8.20　発行

431 障がいのある人の性　支援ガイドブック 坂爪真吾 中央法規 17.11.20　発行

432 実践事例でわかる認知症ケアの視点
一般社団法人
全国認知症介護指導者ネットワーク

中央法規 17.6.10　発行

433
明日から使える！
高齢者施設の介護人材育成テキスト

山口晴保　松沼記代 中央法規 17.9.1　発行

434 福祉リーダーの強化書 久田則夫 中央法規 17.9.10　発行

435 外国人技能実習生のための介護導入講習テキスト 荘村明彦 中央法規 29.1.20　発行

436 「認知症介護教室」企画・運営ガイドブック 荘村明彦 中央法規 30.4.1　発行

437 世界一わかりやすい介護保険のきほとしくみ イノウ ソシム株式会社 30.4.10　初版第1刷発行

438 介護報酬の解釈　1単位数表編 鈴木俊一 社会保険研究所 30.7.30　第9版第2刷発行

439 介護報酬の解釈　2指定基準編 鈴木俊一 社会保険研究所 30.9.30　第7版発行

440 ケアにいかせる！高齢者の病気と薬の知識 播本高志　矢部裕之　大澤智恵子 中央法規 2019.9.10　発行

441 相談援助職の「伝わる記録」現場で使える事例74 八木亜紀子 中央法規 2019.8.1　初版発行

442
外国人技能実習生(介護職種)のための
よくわかる介護の知識と技術

荘村明彦
一般社団法人シルバーサービス振興会

中央法規 2019.4.25　発行

443 楽に動ける福祉用具の使い方 窪田静　栄健一郎　樋口由美 ㈱日本看護協会出版会 2019.4.20　第2版第1刷発行

444 電子レンジで簡単料理　上巻 公益社団法人　すこやか食生活協会
公益社団法人
すこやか食生活協会

2020.2

445 電子レンジで簡単料理　下巻 公益社団法人　すこやか食生活協会
公益社団法人
すこやか食生活協会

2020.2

446
認知症でも心は豊かに生きている
　認知症になった認知症専門医　長谷川和夫100の言葉

長谷川和夫 中央法規 2020.8.10

447
看護・介護の現場のための
高齢者の飲んでいる薬が分かる本

松下雅弘　長瀬亜岐 ㈱医学書院 2018.10.15

448 認知症になってもひとりで暮らせる 社会福祉法人　共同福祉会 ㈱クリエイツかもがわ 2019.11.30

449
認知症介護の悩み　引き出し52
「家族の会」の”つどい”は知恵の宝庫

田島英二 ㈱クリエイツかもがわ 2020.8.5
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