
（１）介護、福祉の仕事と資格について

No. 書名 著者名 刊行年 出版者

1
福祉の仕事&資格オールガイド　　2007年度
版

資格試験研究会／編 2006 実務教育出版 369.17 ｼｶ 900517

2 福祉・介護の仕事完全ガイド 福祉ドアリサーチ／編 2005 誠文堂新光社 369.17 ﾌｸ 892483

3 ケアマネ・ホームヘルパーの仕事がわかる本 法学書院編集部／編 2006 法学書院 369.17 ﾎｳ 889564

4 介護・福祉の仕事をめざす本 成美堂出版編集部／編 2006 成美堂出版 369.17 ｾｲ 899930

5 福祉の仕事ガイドブック　2006年版 川村 匡由／編著 2006 中央法規出版 369.17 ｶﾜ 884525

6 老いをケアする仕事がしたい! 斉藤 弘子／編・著 2003 彩流社 369.26 ｻｲ 898715

7 社会福祉士のしごと 日本社会福祉士会／編集 2005 中央法規出版 369.17 ﾆﾎ 875507

8 介護福祉士になるには
大橋 謙策／編著 渡辺 裕美
／編著

2001 ぺりかん社 369.17 ｵｵ 811629

9 福祉住環境コーディネーターになりたい
末延 豊子／著 宮崎 牧子／
著

2002 中央経済社 369.17 ｽｴ 816385

10 なる本福祉住環境コーディネーター 三島 俊介／著 2002 週刊住宅新聞社 369.17 ﾐｼ 813215

11
こんなにおもしろい福祉住環境コーディネー
ターの仕事

芳村 幸司／編著 ゆにばっぷ
／監修

2005 中央経済社 369.17 ﾖｼ 872612

12 ケアマネジャーの仕事
杉本 敏夫／編著 四方 克尚
／編著

2002 朱鷺書房 369.26 ｽｷ 825044

13 知りたい!ホームヘルパー
山本 哲史／著 安田 竜平／
監修

2004 経林書房 369.17 ﾔﾏ 864447

14 知りたい!ケアマネジャー
鈴木 由美子／著 経営創研
(株)／監修

2006 経林書房 369.17 ｽｽ 886643

15 介護支援専門員ケアマネジャーになる!?
高室 成幸／監 吉田 光子／
監

2005 秀和システム 369.17 ﾀｶ 873499

16 福祉レクリエーション・ワーカーまるごとガイド
日本レクリエーション協会／
監修

2005 ミネルヴァ書房 369.17 ﾆﾎ 892484

17 福祉の仕事をしたい 平野 隆彰／著 2003 ミネルヴァ書房 369.17 ﾋﾗ 834028

18
福祉住環境コーディネーターに2カ月で合格で
きる本

大島 幸子／著 山田 浩司／
監修

2003 ダイヤモンド社 369.17 ｵｵ 842296

（２）介護ビジネスについて知る

No. 書名 著者名 刊行年 出版者

1
最新介護ビジネス業界の動向とカラクリがよ
～くわかる本

山田 正和／著 2006 秀和システム 673.95 ﾔﾏ 892485

2 よくわかる介護・福祉業界 吉村 克己／著 2004 日本実業出版社 673.95 ﾖｼ 864470

3 介護ビジネス実践ガイド 服部 万里子／著 2005 PHP研究所 673.95 ﾊﾂ 898730

4 50のキーワードで知る図解介護福祉ビジネス 加藤 美保／著 2006
生活情報セン
ター

673.95 ｶﾄ 904484

5 誰でもできる小規模デイサービスの始め方 田中 元／著 2006 ぱる出版 369.26 ﾀﾅ 885055

6
最新成功する介護ビジネスの起こし方・運営
一切

青木 正人／監修 グローバ
ル・ネットワーク／著

2006 日本実業出版社 673.95 ｱｵ 900612

7 介護ビジネス　２００６
小野瀬 由一／著 小野瀬 清
江／著

2006 同友館 673.95 ｵﾉ 904218

（３）介護の仕事に携わる人のために～理論、知識

No. 書名 著者名 刊行年 出版者

1 解説社会福祉六法・関係法事典 関西人間学会／編 2006 晃洋書房 369.12 ｶﾝ 899418

2 社会福祉概論　その基礎学習のために
西村 昇／編著 日開野 博／
編著 山下 正國／編著

2006 中央法規出版 369 ﾆｼ 899724

「手を取りあって進む道」展示資料リスト　２：「みんなの手」
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No. 書名 著者名 刊行年 出版者

3 介護福祉概論
基礎からの社会福祉編集委
員会／編

2005 ミネルヴァ書房 369 ﾐﾈ 898891

4 介護福祉の基礎知識　上 中島 紀恵子（ほか）／監修 2006 中央法規出版 369 ﾅｶ 898950

5 介護福祉の基礎知識　下 中島 紀恵子（ほか）／監修 2006 中央法規出版 369 ﾅｶ 898951

6 高齢者福祉論 川村 匡由／編著 2005 ミネルヴァ書房 369.26 ｶﾜ 900493

7 老人福祉論 小笠原 祐次／編 2006 ミネルヴァ書房 369.26 ｵｶ 898893

8 解く介護の思想　なぜ人は介護するのか 増田 樹郎／編 2004 久美 369 ﾏｽ 847927

9 築く介護の福祉　より良く生きるために 増田 樹郎／編 2004 久美 369 ﾏｽ 854816

10 創る介護の実践　共に支え合うちから 増田 樹郎／編 2004 久美 369 ﾏｽ 860343

11 やさしい社会福祉法制 石橋 敏郎／編著 2005 嵯峨野書院 369.12 ｲｼ 898682

12 介護の本質 田中 安平／著 2005 インデックス出版 369 ﾀﾅ 898993

13 介護の専門性とは何か 三好 春樹／著 2005 雲母書房 369.26 ﾐﾖ 898512

14 介護保険の再出発 宮武 剛／著 2006 保健同人社 364.4 ﾐﾔ 895027

15 介護福祉士のためのソーシャルワーク 星野 晴彦／編著 2006 久美 369.16 ﾎｼ 891139

16 ソーシャルワークの可能性
仲村 優一／監修 日本ソー
シャルワーカー協会／編

2005 相川書房 369.16 ﾅｶ 898970

（４）介護の仕事に携わる人のために～介護技術、ケアプラン

No. 書名 著者名 刊行年 出版者

1 介護職のための正しい介護術
寺島 彰／監修 コンデックス
情報研究所／編著

2006 成美堂出版 369.26 ﾃﾗ 892412

2 介護RON　みんなの介護教科書 生活介護研究所／著 2006 関西看護出版 369.26 ｾｲ 886781

3 ここから始める介護 大瀧 厚子／著 2005 関西看護出版 369.26 ｵｵ 899694

4 介護記録の教科書　書く技術と観察力の養成 津田 祐子／著 2006 日総研出版 369.26 ﾂﾀ 899722

5 要介護度改善ケアガイドブック 岩下 由加里／著 2006 日総研出版 369.26 ｲﾜ 899772

6 生活施設のケアプラン実践
施設ケアプラン研究会／編
集

2006 中央法規出版 369.26 ｼｾ 898903

7 やさしくわかるケアプランの作成と実例 菅山 信子／共著 2006 成美堂出版 369.26 ｽｶ 900518

8 セルフチェック基礎介護技術 滝波 順子／著 2005 中央法規出版 369 ﾀｷ 898506

9 わかりやすい介護技術演習
介護技術全書編集委員会／
編

2006 ミネルヴァ書房 369 ｶｲ 898493

10
テキストでは学べないあたらしい介護技術の
提案

貝塚 誠一郎／編著 2006 日本医療企画 369 ｶｲ 903076

11 リハビリテーションからみた介護技術
野尻 晋一／著 山永 裕明／
監修

2006 中央法規出版 369.26 ﾉｼ 898276

12 介護保険サービスとリハビリテーション 大川 弥生／著 2004 中央法規出版 494.78 ｵｵ 851794

13 訪問介護サービスハンドブック
和田 忠志／著 セントケア株
式会社／著

2007 中央法規出版 369.26 ﾜﾀ 910492

14 介護実務者のための介護現場入門 介護人材教育研究会／編著 2005
産労総合研究所
出版部経営書院

369.26 ｶｲ 899944

15 これこそ欲しい介護サービス! 浅川 澄一／著 2006 日本経済新聞社 369.26 ｱｻ 887368

（５）介護の仕事に携わる人のために～認知症介護、ユニットケア、さまざまな場面でのケア

No. 書名 著者名 刊行年 出版者

1 介護者が知っておきたい薬のはたらき 藤澤 節子／著 2006 中央法規出版 493.18 ﾌｼ 884530
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No. 書名 著者名 刊行年 出版者

2 介護者のための病気と薬がわかる本
いらはら診療所／共著 友愛
メディカル／共著

2005 雲母書房 493.18 ｼﾂ 879252

3 認知症介護の基本 長嶋 紀一／編 2006 中央法規出版 493.75 ﾅｶ 884526

4 新しい認知症介護　実践者編 2005
中央法規出版(発
売)

493.75 ｱﾀ 875568

5 新しい認知症介護　実践リーダー編 2005
中央法規出版(発
売)

493.75 ｱﾀ 875569

6 認知症の予防と対策 橋本 泰子／編著 2006 ブレーン出版 493.75 ﾊｼ 898726

7
認知症になるとなぜ「不可解な行動」をとるの
か

加藤 伸司／著 2005 河出書房新社 493.75 ｶﾄ 868690

8 認知症の人とともに
ジェーン・キャッシュ／著 ビル
ギッタ・サンデル／著

2006
クリエイツかもが
わ

493.75 ｷﾔ 898234

9 グループホームにおける認知症ケアの価値観
内出 幸美／著 Richard
Fleming／著

2005
ワールドプランニ
ング

369.26 ｳﾁ 898925

10 グループホームケア 中島 紀恵子／編著 2005
日本看護協会出
版会

369.26 ﾅｶ 899699

11 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／編集

2006
中央法規出版(発
売)

493.75 ﾆﾝ 903078

12
お年寄りにやさしい介護用品の選び方・使い
方

大野 絢子／監修 シルバー
サービス振興会／監修

2002 法研 369.26 ｵｵ 830342

13 安全快適な福祉用具活用
ヒューマン・ケア・ネットワーク
／編著

2005
シルバー産業新
聞社

369.18 ﾋﾕ 899888

14 お年寄りの生活をつくる介護用品
岡田 しげひこ／著 三好 春
樹／著

2006 雲母書房 369.26 ｵｶ 898723

15 介護と衣生活
小林 茂雄／編著 田中 美智
／編著

2005 同文書院 369.26 ｺﾊ 899711

16 ひとり浴改革完全マニュアル 青山 幸広／著 2006 関西看護出版 369.26 ｱｵ 903016

17
老人ケアのなかの家族支援　各専門職の役
割とコラボレーション

畠中 宗一／編著 2006 ミネルヴァ書房 369.26 ﾊﾀ 891187

18 わかりやすい介護のための栄養と調理
吉田 繁子／編著 住居 広士
／編著

2005 ミネルヴァ書房 498.59 ﾖｼ 898910

19 介護福祉士のためのクッキング
和辻 敏子／編著 北野 弘子
／[ほか]共著

2005 理工学社 498.59 ﾜﾂ 868235

20 高齢者の栄養指導理論と実践 「食生活」編集部／編 2006 カザン 498.59 ｺｸ 905206

21 食事ケアことはじめ
藤本 眞美子／編 明石恵泉
福祉会／著

2006 中央法規出版 498.59 ﾌｼ 893573

22 栄養改善のアクティビティ
熊谷 修／著 東京都高齢者
研究・福祉振興財団／監修

2006 ひかりのくに 498.59 ｸﾏ 898207

23 高齢者のQOLを高める食介護論 手嶋 登志子／著 2006 日本医療企画 498.59 ﾃｼ 896794

24
管理栄養士がすすめる介護食七変化メニュー
500

西堀 すき江／監修 2005 中央法規出版 498.59 ﾆｼ 876734

25 新しい介護を創るユニットケア
高齢者痴呆介護研究・研修
東京センター／編集

2004
中央法規出版(発
売)

369.26 ｺｳ 856438

26 ユニットケアはいかにして創られてきたか 至誠ホーム出版会／編集 2006 中央法規出版 369.26 ｼｾ 893567

27 ユニットケアの食事・入浴・排泄ケア
市川 禮子／編著 尼崎老人
福祉会けま喜楽苑／編著

2005
クリエイツかもが
わ

369.26 ｲﾁ 869161

28 ユニットケア個性化大作戦 坂本 宗久／著 2005 筒井書房 369.26 ｻｶ 899016

29 ユニットケア白書　２００３
特養・老健・医療施設ユニット
ケア研究会／編

2003 筒井書房(発売) 369.26 ﾄｸ 858898

30 ユニットケア白書　２００４
特養・老健・医療施設ユニット
ケア研究会／編

2004 筒井書房(発売) 369.26 ﾄｸ 865745

（６）介護の仕事に携わる人のために～接遇、マナー

No. 書名 著者名 刊行年 出版者

1 介護接遇サービス 高橋 啓子／著 2005 日総研出版 369.26 ﾀｶ 899143

2 介護塾 芳賀 祥泰／著 2005 日本医療企画 673.95 ﾊｶ 899131

3
失敗例から学ぶ介護職のためのコミュニケー
ション術

柴田 範子／著 2006 中央法規出版 369.26 ｼﾊ 898550
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No. 書名 著者名 刊行年 出版者

4 コミュニケーション・マナーの基本 大竹 榮／監修 2005 中央法規出版 369.16 ｵｵ 899773

5 失敗に学ぶ「介護援助」のコツ 小原 和代／著 2003 日本医療企画 369.17 ｵﾊ 834921

6
利用者の声に聞くホームヘルパーのケアとマ
ナー

坂本 昌子／共著 松村 若／
共著

2004 日本医療企画 369.17 ｻｶ 859368

7 心に手の届くマナーと声かけ 篠田 弥寿子／著 2005 ひかりのくに 369.26 ｼﾉ 899055

8 ホームヘルパーひやりはっと事例集
京都福祉サービス協会編集
委員会／編

2005 ミネルヴァ書房 369.17 ｷﾖ 898490

9 介護職員のためのクレーム解決ブック
山口 康夫／監修 足立区介
護法制研究会／編著

2005 成美堂出版 369 ﾔﾏ 898721

（７）よりよい介護サービスのために～経営、労務管理

No. 書名 著者名 刊行年 出版者

1
高齢者福祉サービス事業者のためのQ&A苦
情・トラブル・事故の法律相談

平田 厚／著 2007 清文社 369.26 ﾋﾗ 910625

2 介護現場の事故・トラブル防止法 田中 元／著 2006 ぱる出版 369.26 ﾀﾅ 907810

3
あれは自分ではなかったか　グループホーム
虐待致死事件を考える

下村 恵美子／著 高口 光子
／著 三好 春樹／著

2005
ブリコラージュ 筒
井書房(発売)

369.26 ｼﾓ 898666

4 介護する人の健康をまもるQ&A 車谷 典男／編 2005 ミネルヴァ書房 369.26 ｸﾙ 898724

5 介護現場の腰痛ゼロマニュアル
大塚 洋／著 三好 春樹／監
修

2005 雲母書房 369.26 ｵｵ 873672

6
リラクセーションと5分間体操　介護職の健康
の本

三好 春樹／共著 川崎 美織
／共著

2005 雲母書房 369.17 ﾐﾖ 867302

7 ホームヘルパー働き方のルール 清水 敏／編 深谷 信夫／編 2005 旬報社 369.17 ｼﾐ 876478

8 ホームヘルパーの悲鳴
ヘルスケア総合政策研究所
／編

2005 日本医療企画 369.17 ﾍﾙ 898977

9 介護サービス事業者のための経営分析 井出 健二郎／著 2005
角川学芸出版 角
川書店(発売)

673.95 ｲﾃ 898731

10 重点解説介護ビジネス経営革新の進め方
小野瀬 由一／著 医療経営
総合研究協会／監修

2005 同友館 673.95 ｵﾉ 899813

11
介護分野におけるリスクマネジメント　リスクマ
ネジャー養成ハンドブック

金子 努／著 2005 中央法規出版 369.26 ｶﾈ 898967

12
介護現場におけるリスクマネジメント・ワーク
ブック

柴尾 慶次／編著 2005 中央法規出版 369.26 ｼﾊ 898501

13 介護報酬単価・算定基準の手引き
イアトロス介護保険編集部／
編 中井 博文／監修

2003 佐久書房 364.4 ｻｸ 842487

14
事業者のための「介護サービス情報の公表」
制度Q&A

2006
中央法規出版(発
売)

364.4 ｼﾙ 895211

15 介護事業者の労務管理 労働調査会出版局／編 2005
労働調査会(発
売)

673.95 ﾛｳ 899802

16
介護報酬改定ポイント解説と経営シミュレー
ション　2006年

中林 梓／編著 2006 日本医療企画 364.4 ﾅｶ 898646

17
介護事業者のための個人情報保護ガイドブッ
ク

高室 成幸／著 多久島 耕治
／監修

2006 中央法規出版 673.95 ﾀｶ 903036

18 介護サービス人材教育事例集
介護サービス人材教育研究
会／編

2004
産労総合研究所
出版部経営書院

369.26 ｶｲ 901498

19 介護保険制度における福祉用具貸与事業 東畠 弘子／著 2006 中央法規出版 369.18 ﾋｶ 887126
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