
【お問合せ】 

愛知県図書館 サービス課 社会・自然・国際グループ 
〒460-0001 名古屋市中区三の丸 1-9-3   

Tel 052-212-2323  Fax 052-212-3674 

http://www.aichi-pref-library.jp/ 

【開館時間】 

午前１０時～午後８時（土・日・祝日は午後６時まで） 

【休館日】 

月曜日、毎月第 2 木曜日（ただし、1 月 9 日［月・祝］は開館し、翌 10 日［火］は閉館） 

年末年始（12 月 28 日～1 月 4 日） 
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●期間：平成２３年１１月１１日（金） 

～平成２４年２月２２日（水） 

日本は急速に高齢化が進み、国民の 5 人に 1 人が 65 歳以上という高齢

社会を迎えています。健康や生活に不安を持つ高齢者、介護に直面し悩み

を抱える家族など、高齢化によって様々な問題がもたらされています。 

そこで愛知県図書館では、介護、高齢者の衣食住、認知症、高齢者福祉

に関する法律や仕事の本など約 300 冊を集め展示します。一部を除き貸出

できます。 

また、高齢者を狙った悪質商法など、消費生活のトラブルに関するパン

フレットも配布します。           ・・・是非ご利用ください。

●会場： 愛知県図書館 ４階エレベーター前 

愛知県図書館 ４階ミニ展示 

高齢者の福祉 と 暮らし 

【交通案内】 

・地下鉄/鶴舞線 または 桜通線「丸の内」下車 

8 番出口から北へ徒歩 5 分 

・市バス/名古屋駅から 幹名駅 1・名駅 14 

「愛知県図書館」下車徒歩 3 分 

展示資料は裏面をご覧ください。 

※パンフレットの配布は、なくなり次第終了します。 



　　愛知県図書館　4階ミニ展示

資料コード 書名 著者・編者 出版社

法律・制度（介護保険法など）
1110243240 図解福祉の法律と手続きがわかる事典 改訂新版 三修社 369.12 ｽｶ

1110161000 最新介護保険の基本と仕組みがよ～くわか
る本 第3版

ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研究ﾌｫｰﾗﾑ 秀和システム 364.4 ｻｲ

1109774483 改正高齢者住まい法Q&A　ポイント解説 高齢者住まい法研究会ぎょうせい 365.31 ｶｲ

1110203119 成年後見実務マニュアル　改訂 日本社会福祉士会 中央法規出版 324.65 ｾｲ

介護
1109925612 親の入院・介護が必要になったときに読む本  豊田 眞弓 日本実業出版社 369.26 ﾄﾖ

1110264956 仕事と両立させるための親の介護Q&A ミズ総合企画 ミネルヴァ書房 369.26 ｼｺ

1110236263 これからの老老介護にそなえるための心得40 松本 一生 河出書房新社 369.26 ﾏﾂ

1110171561 ここをチェック!介護サービスの損しない選び方吉田 輝美ほか ぎょうせい 369.26 ｺｺ

1109566417 図解在宅介護のコツがよくわかる本 主婦と生活社 369.26 ｽｶ

1110009695  自立を促す排泄ケア・排泄用具活用術 浜田 きよ子 中央法規出版 369.26 ﾊﾏ

1109838553 リハビリ介護入門 野尻 晋一ほか 中央法規出版 369.26 ﾉｼ

認知症
1109935468 図説認知症高齢者の心がわかる本 平澤 秀人 講談社 493.75 ﾋﾗ

1109940520 患者と家族を支える認知症の本 長谷川 嘉哉 学研ﾒﾃﾞｨｶﾙ秀潤社 493.75 ﾊｾ

1109946695 すぐ役に立つ家族のための認知症介護 代居 真知子 誠文堂新光社 493.75 ﾖｽ

1110218069 認知症の人の見守り・SOSﾈｯﾄﾜｰｸ実例集 永田 久美子ほか 中央法規出版 369.26 ﾆﾝ

食事
1110259400 ふたりのおいしい介護食 村上 祥子 女子栄養大学出版部498.59 ﾑﾗ

1110071065 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 女子栄養大学出版部498.59 ﾔﾏ

1110052598 家庭でできる高齢者ソフト食レシピ  2 河出書房新社 498.59 ｶﾃ

1110040247 高齢者の栄養管理ガイドブック 下田 妙子 文光堂 498.59 ｺｳ

住居
1110013802 実践“高齢者の住まい”  医療・介護・住宅か

らのアプローチ
高齢者住まい研究会 創樹社 365.3 ｼﾂ

1109919615 高齢者専用賃貸住宅の手引き　新訂版 高齢者専用賃貸住宅
研究会

大成出版社 365.34 ｺｳ

1110237260 実例でわかるﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ改修の実践ﾉｳﾊｳ 佐橋 道広 オーム社 527 ｻﾊ

1110254459 ｻｰﾋﾞｽ付き高齢住らくらく開設・運営のﾎﾟｲﾝﾄ12 日本医療企画 369.26 ｻﾋ

1109697858 50代からの快適住まいは80%ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰの家 527 ｺｼ

1110214829 すぐに役立つ後悔しない老人ﾎｰﾑ選びと介護施設ﾄﾗﾌﾞﾙ解決ﾏﾆｭｱﾙ 三修社 369.26 ｽｸ

1109555870 介護付有料・軽費老人ホームガイドブック
全国版　※館内利用のみ

介護施設研究会 恒心社出版 R/369.26 ｶｲ

1109380308 グループホームの基礎知識 上田 理人 リヨン社 369.26 ｳｴ

衣服・美容
1110109583 アイデアいっぱい介護服 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ・ﾌｧｯｼｮﾝ 栗田 佐穂子 ブティック社 593.3 ｸﾘ

1109004524 みんなにやさしい介護服 岩波 君代 文化出版局 593.3 ｲﾜ

1108997116 介護と衣生活 小林 茂雄ほか 同文書院 369.26 ｺﾊ

1109348051 美容福祉の魔法のちから 木谷 佳子 講談社 369.26 ｷﾔ

福祉の仕事（介護福祉士など）
1109834483 介護福祉士まるごとガイド ミネルヴァ書房 ﾋﾓ/369.17 ｶｲ

1108895644 ケアマネ・ホームヘルパーの仕事がわかる本 改訂版 法学書院 ﾋﾓ/369.17 ﾎｳ

1110055624 なる本福祉住環境コーディネーター 改訂第4版 週刊住宅新聞社 ﾋﾓ/369.17 ﾐｼ

1109727198 福祉のしごとガイドブック  2009年版 川村 匡由 中央法規出版 ﾋﾓ/369.17 ｶﾜ

その他
1110110440 実践から学ぶ高齢者虐待の対応と予防 第3版 日本看護協会出版 369.26 ｼﾂ

1109602273 安全運転寿命 北村 憲康 企業開発センター
交通問題研究室

681.3 ｷﾀ

　   
請求記号

                         ﾄｰｿｰ株式会社ﾄｰｿｰ出版 
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