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かわさき福祉情報サイト「ふくみみ」に登録した、地域福祉情報バンクの図書・DVDをご紹介します。
定期刊行物の最新月号以外は、地域福祉情報バンクにて貸し出していますので、ぜひご利用ください。

【図書】（書名／著者・編者名／出版社）
〇「生活保護なめんな」ジャンパー事件から考える／生活保護問題対策全国会議／あけび書房
〇介護サービス実践マニュアル／山田俊郎／幻冬舎
〇できることを取り戻す

魔法の介護／にやりほっと探検隊（長谷工シニアホールディングス）／ポプラ社

〇介護職・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
〇老いて歌おう2017

全国版第16集／伊藤一彦（編）／鉱脈社

〇日本で老いて死ぬということ／朝日新聞 迫る2025年ショック取材班／朝日新聞出版
〇ルポ希望の人びと／生井久美子／朝日新聞出版
〇現場で使える サービス提供責任者便利帖／田中元／ 翔泳社
〇「なんとかする」子どもの貧困／湯浅誠／KADOKAWA
〇子ども食堂をつくろう！／NPO法人

豊島子どもWAKUWAKUネットワーク／ 明石書店

〇子どもたちにしあわせを運ぶチョコレート／白木朋子 ／合同出版
〇保育の友増刊号

私たちの指導計画2017

3・4・5・異年齢児／全国社会福祉協議会／全国社会福祉協議会

〇虹色のチョーク／小松成美／幻冬舎
〇障害者のリアル×東大生のリアル／「障害者のリアルに迫る」東大ゼミ／ぶどう社
〇おしゃべりな足指 障がい母さんのラブレター／小山内美智子／中央法規出版
〇障害のある子の家族が知っておきたい「親なきあと」 ／渡部伸 ／主婦の友社
〇生きたかった 相模原障害者殺傷事件が問いかけるもの／藤井克徳・池上洋通・石川満・井上英夫（編）／
大月書店
〇わたしと統合失調症 26人の当事者が語る発症のトリガー／リカバリーを生きる人々（著）・佐竹直子
（編著）／中央法規出版
〇社会的入院から地域へ

精神障害のある人々のピアサポート活動／加藤真規子／現代書館

〇ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に働くための本／對馬陽一郎・林寧哲（監修） ／
翔泳社
〇思いを育てる、自立を助ける／明石洋子／本の種出版
〇「藤里方式」が止まらない／菊池まゆみ／萌書房
〇「わがまま」のつながり方／鎌田實／中央法規出版
〇横浜発助けあいの心がつむぐまちづくり／西尾敦史（著）・横浜市社会福祉協議会（企画・監修）／
ミネルヴァ書房

〇地域福祉のイノベーション／日本地域福祉学会 地域福祉イノベーション研究会（監修）・宮城孝（編集代
表）／ 中央法規
〇相談支援員必携 事例で見る生活困窮者／一般社団法人 社会的包摂サポートセンター／中央法規出版
〇ソーシャルワーカーという仕事／宮本節子／筑摩書房
〇対人援助職のためのファシリテーション入門／中村誠司／中央法規
〇対人援助職のための家族理解入／団士郎／中央法規
〇家族の練習問題／団士郎／ホンブロック
〇居宅サービス計画ガイドラインVer.2／全国社会福祉協議会
〇コミュニティソーシャルワーク19／NPO法人 日本地域福祉研究所／中央法規
〇対人援助職に効くストレスマネジメント／竹田伸也／中央法規出版
〇キラーストレス ／NHKスペシャル取材班／NHK出版
〇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
〇ストレスチェック 導入・運用サクセスガイド／岡田邦夫／メディカ出版
〇聴く・伝える・共感する技術 便利帖／大谷佳子／翔泳社
〇くらしの豆知識 2018年版／国民生活センター

【ＤＶＤ】（タイトル／企画・製作／収録時間）
〇やっぱり、笑顔のサブちゃんがいい！／さつま町地域包括支援センター／11分
〇やっぱりサブちゃんのチャーハンは最高！／さつま町地域包括支援センター／16分
〇R70ごぼう先生の健康体操１ 口腔体操編／株式会社GOBOU／10分
〇R70ごぼう先生の健康体操２ 自力体操編／株式会社GOBOU／11分
〇R70ごぼう先生の健康体操３ できなくてあたりまえ体操編／株式会社GOBOU／13分
〇R70ごぼう先生の健康体操４ ボール体操編／株式会社GOBOU／11分
〇R70ごぼう先生の健康体操５ 棒体操編／株式会社GOBOU／13分
〇R70ごぼう先生の健康体操６ タオルを使った体操編／株式会社GOBOU／10分
〇R70ごぼう先生の健康体操７ 朝の体操編／株式会社GOBOU／11 分
〇R70ごぼう先生の健康体操８ スポーツ体操編／株式会社GOBOU／8分
〇R70ごぼう先生の健康体操９ すぅはぁ体操編／株式会社GOBOU／10分
〇R70ごぼう先生の健康体操１０

おにごぼ体操＜０＞編／株式会社GOBOU／10分

〇みんなでつながる まちづくり／大阪府社会福祉協議会／23分
〇ボランティアの渦が巻き起こる。徳島で生まれた善意銀行、全国へ発信。／徳島県社会福祉協議会・とくし
まボランティア推進センター／15分
〇コミュニティーソーシャルワーク／アローウィン／39 分
〇今すぐ役立つ！感染症予防／東京都社会福祉協議会／ 26分
〇こんなとき、あなたならどうします？～高齢者・障がい者の消費者トラブルを防ごう～／神奈川県 消費生
活課／42分

〇こんなとき、あなたならどうします？～高齢者・障がい者の消費者トラブルを防ごう～／神奈川県 消費生
活課／42分

【定期刊行物】（書名／特集／出版物）
〇ケアマネジャー

2017年10月号／特集：ケース別 支援経過記録の書き方／中央法規

〇ケアマネジャー

2017年11月号／特集：面接で押さえたい7つのポイント ／中央法規

〇ケアマネジャー

2017年12月号／特集：準備は？当日の流れは？指定権限移行でどうなる？よくわかる

実地指導・監査対策／中央法規
〇ケアマネジャー

2018年1月号／特集：新人必読 ケアマネジャーの基本スキル ベテランが教える

「つまずきポイント」克服法／中央法規
〇ケアマネジャー

2018年2月号／特集：ケアマネ必須16疾患の医療知識／ 中央法規

〇月刊介護保険

2017年10月号／特集：平成30年度介護報酬改定の課題と対応／法研

〇月刊介護保険

2017年11月号／特集：国際化する介護の現場ー在留資格「介護」と技能実習制度がスタート

／法研
〇月刊介護保険

2017年12月号／特集：地域共生社会の実現をめざして～第18回介護保険推進全国サミットin

いわぬま～／法研
〇月刊介護保険

2018年1月号／特集：人材の機能分化を推進「入門的研修」創設で裾野を拡大／法研

〇月刊介護保険

20１8年2月号／特集：自立支援と重度化防止を評価 社保審・介護給付費分科会が審議報告

／法研
〇経営協

2017年9月号／特集：地域の多様な関係者との連携に向けてー地域からみた社会福祉法人の姿

／全国社会福祉協議会
〇経営協
協議会
〇経営協

全国社会福祉法人経営者協議会

2017年10月号／特集：社会福祉法人制度改革への対応と今後の経営協事業の重点／全国社会福祉
全国社会福祉法人経営者協議会
2017年11月号

／特集： 地域共生社会の実現に向けた社会福祉法人の実践 第36回全国社会

福祉法人経営者大会／全国社会福祉協議会
〇経営協

全国社会福祉法人経営者協議会

2017年12月号／特集：災害発生時に社会福祉法人に求められる役割とは～災害福祉広域支援ネット

ワーク構築に向けた動向と経営協の取り組み～／全国社会福祉協議会
〇経営協

全国社会福祉法人経営者協議会

2018年1月号／特集：日本の社会保障の展望と社会福祉法人の役割／全国社会福祉協議会 全国社会

福祉法人経営者協議会
〇月刊福祉

2017年10月号／特集：これからの社会福祉法人の役割ー地域共生社会実現の中核を担う／ 全国

社会福祉協議会
〇月刊福祉

2017年11月号／特集：福祉と「食」の関係性／全国社会福祉協議会

〇月刊福祉

2017年12月号／特集：ひとり親世帯をどう支えるか／全国社会福祉協議会

〇月刊福祉

2018年1月号／特集：地域とつながる就労支援／全国社会福祉協議会

〇月刊福祉

2018年2月号／特集：地域福祉推進のための民間財源／全国社会福祉協議会

〇生活と福祉

2017年9月号 ／特集： 平成29年度「生活保護担当ケースワーカー全国研修会」から（前編）／

全国社会福祉協議会
〇生活と福祉

2017年10月号／特集：平成30年度厚生労働省予算概算要求の概要／全国社会福祉協議会

〇生活と福祉

2017年11月号／特集：平成29年度「生活保護担当ケースワーカー全国研修会」から（後編）／

全国社会福祉協議会
〇生活と福祉

2017年12月号／特集：平成29年度「全国生活保護査察指導に関する研究協議会」から／ 全国

社会福祉協議会
〇生活と福祉

2018年1月号／特集： 平成29年度「生活保護就労支援員全国研修会」から／全国社会福祉

協議会
〇ふれあいケア

2017年10月号／特集：利用者の「こえ」を聞き取り「ちから」を引き出す／全国社会福祉

協議会
〇ふれあいケア

2017年11月号／特集：職員が取り組む「インフルエンザ」対策／全国社会福祉協議会

〇ふれあいケア

2017年12月号／特集：施設で「看取る」ということ／全国社会福祉協議会

〇ふれあいケア

2018年1月号／特集：みんなでつくる共生型サービス／全国社会福祉協議会

〇ふれあいケア

2018年2月号／特集：認知症ケアをすすめるために／全国社会福祉協議会

〇保育の友

2017年10月号／特集：乳児保育（3歳未満児の保育）への理解を深める～新たな保育所保育指針

を読み解く～／全国社会福祉協議会
〇保育の友

2017年11月号／特集：児童虐待防止に向けて、保育者だからできること／全国社会福祉協議会

〇保育の友

2017年12月号／特集：保育とジェンダー～男性保育士が語る～／全国社会福祉協議会

〇保育の友

2018年1月号／特集：こう変わった！「保育指針」「教育・保育要領」／全国社会福祉協議会

〇保育の友

2018年2月号／特集：運動遊びを家庭とともに～低下する乳幼児期の運動能力～／全国社会

福祉協議会
〇ノーマライゼーション

2017年9月号／特集：自然災害時の「備え」を考える／日本障害者リハビリテー

ション協会
〇ノーマライゼーション

2017年10月号／特集：補助犬たちは今：社会参加支援のために／日本障害者リハ

ビリテーション協会
〇ノーマライゼーション

2017年11月号／特集：発達障害児支援の新たな視座～改めて療育と教育の連携を

考える～／日本障害者リハビリテーション協会
〇ノーマライゼーション

2017年12月号／特集：第4次障害者基本計画と第5期障害福祉計画／日本障害者リハ

ビリテーション協会
〇ノーマライゼーション

2018年1月号／特集：障害者権利条約のパラレルレポート作成に向けて／日本障害

者リハビリテーション協会
〇リハビリテーション

2017年8・9月号

NO.596／特集：2020年に向けて動く 創造し、継承されるために①

／鉄道身障者福祉協会
〇リハビリテーション

2017年10月号

NO.597／特集： 2020年に向かって動く 創造し、継承されるために②

2017年11月号

N0.598／特集：みんなで支えあう「明日の福祉」について／鉄道

2017年12月号

No.599／特集： 補助犬 理解のすすめ～寄り添い、導くパートナー

／鉄道身障者福祉会館
〇リハビリテーション
身障者福祉協会
〇リハビリテーション

として～／鉄道身障者福祉協会

〇リハビリテーション

2018年1月号

NO.600 ／特集： 「食」について考えてみよう そのエンターテイメン

トのもの／鉄道身障者福祉協会
〇月刊

波 なみ

2017年10月号／特集：てんかんと私2017～恋愛・結婚～／日本てんかん協会

〇月刊

波 なみ

2017年11月号／特集：てんかん発作の介助／日本てんかん協会

〇月刊

波 なみ

2017年12月号／特集：主治医とうまく付き合おう～患者の気持ち、医者の悩み～／日本

てんかん協会
〇月刊

波 なみ

2018年1月号／特集：てんかんの「あさって」を考える～若手てんかん専門医たちの10年

前と今～／日本てんかん協会
〇福祉施設士

2017年8月号 ／特集： 社会福祉法人における人材確保・人材育成について／全国社会福祉協議

会・日本福祉施設士会
〇福祉施設士

2017年10月号／特集：「第39回全国福祉施設士セミナー開催」「法人(施設）のサービスと

組織の改善を続ける」／全国社会福祉協議会・日本福祉施設士会
〇そだちの科学

NO.29

〇世界の児童と母性

(2017年10月）／特集：発達障害とトラウマ／日本評論社

VOL.82 2017-10／特集：児童福祉法改正と社会的養護の明日／資生堂社会福祉事業財団

