
ＤＶＤ・図書紹介

大阪市社会福祉研修・情報センター2階の図書・資料閲覧室では、福祉に関する図書、DVD・

ビデオ、雑誌等を2週間以内に返却可能な方であれば、無料で借りることができます。

資料に関する電話でのお問合せは、06-4392-8233

（開室は、月～土（祝除く）の9:30～1７:00です。）

202１年12月現在

◆『黒田留美子式高齢者ソフト食

動画でわかる基本レシピ 11品 』
シルバーチャンネル / 69分 / 2020年

◆『老いる意味 うつ、勇気、夢（中公新書ラクレ）』
森村 誠一 著 ／ 中央公論新社 ／ 2021年

◆『文例・事例でわかる施設ケアプランの書き方

具体的な表現のヒント』

阿部充宏 著 ／ 中央法規出版 ／ 2021年

1.黒田留美子式高齢者ソフト食のご紹介 2.ソフト握り

寿司 3.五目寿司 4.りんごのコンポート 5.鶏のから

揚げ 6.南瓜の煮物 7.揚げ茄子のとろろソースかけ

8.鯖の味噌煮 9.からすがれいの味噌煮 10.豆乳茶碗

蒸し 11.あおさの味噌汁 12.サイダーゼリー 13.おわりに

（A26-657）

（D-2-1-77）

身体が老いても病を経験しても、心は老いてしまうわけ

ではない。老いを恐れず、残された日々を自然体でいる

こと。老人性うつ病を克服した作家・森村誠一が、老後

の生きかたの意味を提言する。

ケアプラン点検事業を行う著者が、施設ケアプランの書き

方や取扱いについて、「わかりやすい書き方」の具体例と

ともに解説。施設種別の記載事例、オリジナル様式（ダウ

ンロード可能）の書き方も紹介する。

（A2663-488）
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DVDリスト

高齢者福祉（D-1）

番号 分 発行年

5 56 2016

6 24 ―

7 25 2015

8 28 2018

9 30 2018

10 30 2014

介護技術（D-2-1）

番号 分 発行年

67 49 2011

68 135 2013

69 135 2013

70 128 2013

71 79 2012

72 28 2012

73 39 2013

74 90 2014

75 36 2014

76 145 2016

77 69 2020

78 75 2020

79 81 2020

ケアマネジャー・ケアプラン（D-2-2 ）

番号 分 発行年

4 94 2009

5 60 1995

6 30 1995

7 30 1995

ホームヘルパー（D-2-3）

番号 分 発行年

1 25 2004

2 30 2004

3 40 2004

4 27 2010

患者・利用者・家族の心に届く接遇マナー研修

介護現場からのメッセージ 専門性を高めるために

医療に強いケアマネジメント

タイトル

ケースマネジメントの考え方とその方法

介護のしごとの道しるべ2 アセスメントを深めるケーススタディ

ケースマネジメントにおける計画作成方法

映像で見る訪問介護技術 2巻 衣類の着脱

タイトル

タイトル

介護職員初任者研修補助教材DVD 職務の理解編

介護家族を支える　認知症の人と家族の会

働き盛り世代の介護保険制度を学ぼう
もしもあなたやあなたの家族にこんな事が起きたら

お年寄り世代の介護保険申請方法
元気な今、知っておこう！学んでおこう！

即戦力シリーズ　介護技術入門 移乗援助編　口腔ケア編
モーニングケア編　ナイトケア編 4

おひとりさまを生きる 最後の選択

アニメで見る高齢者介護の自殺・心中予防

地域包括ケアの実践　北海道美瑛町の取り組み 第2巻

介護職員初任者研修補助教材DVD 基本介護技術編

ケアする人を支えるために 介護者が安心して働くための研修用DVD

わたしはホームヘルパーです

ケースマネジメントにおけるアセスメント方法

誰のために 何のために 介護保険制度のもとでのホームヘルプサービス　

高齢者の施設 老人ホーム（特別養護老人ホーム）
認知症高齢者グループホーム

タイトル

介護のしごとの道しるべ アセスメントとチームケア

第３回 オールジャパンケアコンテスト
＋記念講演「平穏死を考える」石飛幸三

映像で見る訪問介護技術　1巻　ベッドの上の介護

黒田留美子式高齢者ソフト食  動画でわかる基本レシピ  11品

介護する側もされる側も安心安全にらくらく自宅で介護 起居動作編

介護する側もされる側も安心安全にらくらく自宅で介護 食事編
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研修ＤＶＤ/講義ＤＶＤ（D-2-5）

番号 分 発行年

65 181 2013

66 228 2015

67 175 2014

68 30 2004

69 30 2004

70 182 2016

71 169 2016

72 194 2016

73 185 2016

介護予防・健康体操（Ｄ-2-8）

番号 分 発行年

45 11 2019

46 14 2019

高齢者虐待・身体拘束（D-3-3）

番号 分 発行年

1 35 2001

2 90 2003

3 26 2008

4 25 2009

5 60 2018

6 96 2018

医療・病気・死・看取り

番号 分 発行年

Ｄ-5-51 きょうの健康 呼吸器　息苦しさは危険信号 58 2014

Ｄ-5-56 95 2014

Ｄ-5-57 50 2020

Ｄ-13-2-64 99 2019

Ｄ-13-3-2 55 2003

D-13-3-24 2006 2006

福祉の仕事・資格・試験（D-8）

番号 分 発行年

29 26 2018

30 17 2018

32 47 2013

介護職の離職を防ぐ！ストレスマネジメント

新人介護職員にも使える！コミュニケーション接遇スキル

医療介護福祉従事者のための新人職員研修

法令遵守を踏まえた通所介護計画のつくり方

訪問介護サービス提供責任者の役割と業務理解

施設実習の予備知識  第1巻

認知症の心理と行動「なじみの空間」・「つながる時間」・「かかわる他者」

介護現場の虐待防止　具体策セミナー 虐待防止、
身体拘束防止、不適切ケア防止をまとめてマスター

ソーシャルワーカーの一日  社会福祉協議会編

ここが聞きたい！名医にＱ　骨の病気　効果あり骨粗しょう症
予防と治療の最新情報

ソーシャルワーカーの一日  地域包括支援センター編

R70ごぼう先生の令和イス体操  3  ドキドキ脳活編

タイトル

身体拘束ゼロ作戦  やってみることから始まる

タイトル

高齢者福祉における職業倫理①　身体拘束廃止編

高齢者福祉における職業倫理②　高齢者虐待防止編

タイトル

タイトル

新任、横山君の初めての虐待対応

ガンジスに還る

身体拘束廃止研修ビデオ 鳥海先生の始めの一歩！

高齢者虐待  尊厳を奪わないために

R70ごぼう先生の令和イス体操  2  モグモグ食事編

マザー・テレサとその世界

新型コロナウィルス  医師が伝えたいこと

終わりよければすべてよし

プロフェッショナル 仕事の流儀　リハビリ医  酒向正春の仕事

施設実習の予備知識  第2巻

タイトル
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番号 分 発行年

D-13-1-59 ケアニン あなたでよかった 105 2017

D-13-1-68 109 2019

番号 分 発行年

26 96 2010

図書リスト

介護福祉・在宅介護（A26）

番号 書名 著編者名 出版社 出版年

654 アドラー式老いた親とのつきあい方 熊野　英一 海竜社 2020

655
この1冊で安心!おひとりさまの終活まるわかり読本
身の回りの整理から葬儀・相続の準備まで

レガシィ PHP研究所 2020

656
ヤングケアラーわたしの語り
子どもや若者が経験した家族のケア・介護

澁谷　智子 生活書院 2020

657 老いる意味　うつ、勇気、夢 (中公新書ラクレ） 森村　誠一 中央公論新社 2021

介護福祉（A261）

番号 書名 著編者名 出版社 出版年

233 40代から備える親の介護&自分の介護 横井　孝治 世界文化社 2013

234 毒親介護 石川　結貴 文藝春秋 2019

235 いつでも母と 山口　恵以子 小学館 2020

236
おひとりさまでも最期まで在宅　平穏に生きて死ぬ
ための医療と在宅ケア　　第3版

中澤　まゆみ 築地書館 2020

番号 書名 著編者名 出版社 出版年

152 老人ホームリアルな暮らし 小嶋　勝利 祥伝社 2019

153
思考のリミッターを外す非常識力
日本一不親切な介護施設に行列ができる理由

二神　雅一 ユサブル 2019

154 最良の逝き方 ― 特別養護老人ホームで見た生死の決断 小村　一左美 潮出版社 2019

155
希望の介護モンテッソーリケア
認知症高齢者がいきいき暮らす介護施設の秘密

和氣　伸吉 幻冬舎 2019

番号 書名 著編者名 出版社 出版年

259
最新図解スッキリわかる!介護保険
基本としくみ、制度の今とこれから

本間　清文 ナツメ社 2019

260 介護保険が危ない! 上野　千鶴子 岩波書店 2020

261 〈図解〉介護保険の改正早わかりガイド 2021年度 井戸　美枝 日本実業出版社 2020

262
プロとして知っておきたい!介護保険のしくみと使い
方　ケアマネ・相談援助職必携　2021年度介護保
険改正対応

「ケアマネ
ジャー」編集部

中央法規出版 2021

263
2時間でわかる介護保険改正　ケアマネジャー・訪
問看護師必携　2021〈令和3〉年度改定版　With
コロナ時代の介護報酬はこう変わる!

日本ケアマネジメ
ント学会認定ケア
マネジャーの会

メディカ出版 2021

高齢者福祉施設（A262）

介護保険（A266）

邦画・洋画（Ｄ-13-1、Ｄ-13-2）

タイトル

ただいま　それぞれの居場所

ドキュメンタリー（Ｄ-13-3）

タイトル

つむぐもの
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番号 書名 著編者名 出版社 出版年

－ ヘルプマン　シリーズ くさか　里樹 朝日新聞出版 2004～

537 親の介護をする前に読む本 東田　勉 講談社 2016

538 介護はしないぞ　私と母の1000日戦争 井上  雅義 小学館 2013

541 生きる力を引き出す!福辺流奇跡の介助 福辺  節子 海竜社 2020

545
ホスピタリティマネジメントが介護を変える
サービス偏重から双方向の関わり合いへ
新・MINERVA福祉ライブラリー　37

吉原　敬典 ミネルヴァ書房 2020

552 ケアママ!　1　　新生ヘルプマン くさか　里樹 朝日新聞出版 2020

554
仕事に行ってきます　6　介護の仕事
諒子さんの1日　（LLブック）

埼玉福祉会 埼玉福祉会出版部 2020

556 親のパンツに名前を書くとき 北川　なつ ぺこなつ堂 2020

557
おばあちゃんは、ぼくが介護します。
アラサー男性、とことん在宅介護で学んだこと

奥村　シンゴ 法研 2020

介護技術（A2660）

番号 書名 著編者名 出版社 出版年

544
利用者にも介助者にも安心・快適な介護技術
現場の「困った!」を解決できる

髙山　彰彦 中央法規出版 2020

547
DVDブック  利用者にも介助者にも安心・快適な
介護技術　現場の「困った!」を解決できる

髙山　彰彦 中央法規出版 2020

549
セーフティケアの介護・看護
腰痛を起こさない介助技術と福祉用具　改訂版

上田　喜敏
ヒューマン・ヘル
スケア・システム

2020

553
世界が注目する日本の介護　あおいけあで見つけた
じいちゃん・ばあちゃんとの向き合い方

加藤　忠相　他 講談社 2021

558
少林寺拳法で介護ができる
自然の法則を活かした介護テクニック

小山　政史　他
ベースボール・マ
ガジン社

2021

介護手順書・マニュアル作成（A2660）　

番号 書名 著編者名 出版社 出版年

406
介護施設で使えるマニュアル
（業務手順書）はこうして作る！基礎編

村岡　裕 筒井書房 2012

490
やってますか？100　介護実践教育マニュアル
高齢者介護で実践すべき基本がよくわかる

折野　千恵　他 日総研出版 2017

新人教育（A2660）

番号 書名 著編者名 出版社 出版年

532
認知症ケアができる介護スタッフを育てる
OJTマニュアル

葛田　一雄 ぱる出版 2019

550
新人介護職のための教科書　上巻
介護の基本がよーくわかる!

妹尾　弘幸 QOLサービス 2020

559
新人介護職のための教科書　中巻
介護の基本がよーくわかる!

妹尾　弘幸 QOLサービス 2020

560
新人介護職のための教科書　下巻
介護の基本がよーくわかる!

妹尾　弘幸 QOLサービス 2021

番号 書名 著編者名 出版社 出版年

443 現場で使える介護記録便利帖　〈書き方・文例集〉 浅岡　雅子 翔泳社 2014

501 よくわかる介護記録の書き方 富川　雅美 メヂカルフレンド社 2018

540
よくある場面から学ぶ介護記録
(ステップアップ介護)

鈴木　真 中央法規出版 2020

介護（A2660）

介護記録（A2660）
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生活相談員（A2660）

番号 書名 著編者名 出版社 出版年

499 図解でわかる 利益を生み出す相談員の段取りと実践 口村　淳 日総研出版 2018

508
デイサービス生活相談員 業務必携
地域包括ケアシステム時代に対応

大田区通所介護
事業者連絡会

日総研出版 2018

546
特養・デイサービスの生活相談員仕事ハンドブック
役割が見える、業務の進め方がわかる

梅沢　佳裕 中央法規出版 2020

接遇・コミュニケーション（A2660）

番号 書名 著編者名 出版社 出版年

531
よくある場面から学ぶマナーと接遇
(ステップアップ介護)

榊原　宏昌 中央法規出版 2019

534 福祉の職場のマナーガイドブック 立石　貴子 全国社会福祉協議会 2019

543
写真とイラストでわかる!外国人のためのやさしい介
護　 実践にほんごコミュニケーション
N4レベル対応　英語・ベトナム語訳付

加藤　美知代　他 アスク出版 2020

548
高齢者・障害者へのマナーがわかる本
令和時代のユニバーサルコミュニケーション

亀井　亜希子 セルバ出版 2020

551
はじめて学ぶ介護の日本語
生活知識とコミュニケーション

三橋　麻子　他
スリーエーネット
ワーク

2020

介護リーダー（A2660）

番号 書名 著編者名 出版社 出版年

471 介護リーダーが困ったとき読む本 三田村　薫 同文舘出版 2015

482
介護リーダーのスーパービジョン
ストレスマネジメントで成功する人材育成

山本　陽子 関西看護出版 2016

555
介護リーダー必読!元気な職場をつくる、みんなを笑
顔にするリーダーシップの極意

山口　晃弘 中央法規出版 2021

ケアマネジメント・ケアプラン（A2663）

番号 書名 著編者名 出版社 出版年

482
介護を左右する頼れるケアマネ問題なケアマネ
満足いく在宅介護をどう実現するか

相沢　光一 河出書房新社 2020

483
リ・アセスメント力　リ・アセスメント支援シート
を活用したケアマネジメント事例集

「リ・アセスメン
ト力」編集委員会

東京都福祉保健財団 2020

484
帳票別ケアプランの書き方Q&A
法的根拠でナットク!

後藤　佳苗 中央法規出版 2020

485
相談援助職のための事例研究入門　文章・事例・抄
録の書き方とプレゼンテーション

福富　昌城　他 中央法規出版 2020

486
あなたの老後を助けるケアマネさんの仕事がわかる
本　(岩波ブックレット)

沖藤　典子 岩波書店 2020

488
文例・事例でわかる施設ケアプランの書き方
具体的な表現のヒント

阿部　充宏 中央法規出版 2021

課題分析方式（A2663）

番号 書名 著編者名 出版社 出版年

450
居宅サービス計画ガイドライン　Ver.2
アセスメントから計画作成へのマニュアル付

― 全国社会福祉協議会 2017

453
インターライ方式ガイドブック
ケアプラン作成・質の管理・看護での活用

池上　直己 医学書院 2017

487
介護支援の手引き　アセスメントのための情報収集
シートケアプラン策定のための課題検討用紙を活用
した利用者の理解を深める課題分析

宮城県ケアマネ
ジャー協会

中央法規出版 2021
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訪問介護（A2664）

番号 書名 著編者名 出版社 出版年

91
訪問介護事業所困りごと解決Q&A実践対応できる
管理者・サ責に学ぶ

因　利恵 日総研出版 2015

92
できる？できない？訪問介護の報酬算定
グレーゾーン解決法　Q＆A159

本間　清文 日総研出版 2014

96
訪問介護事業所のための事務効率化Q&A 　 厚生労働省平
成28年度訪問介護雇用管理事務推進委託事業

－
介護労働安定セン
ター

2017

98 介護職のための困りごと&お悩み解決ハンドブック 因　利恵 ナツメ社 2017

100
Q&A訪問介護サービスのグレーゾーン 第3次改訂版
適正な介護サービス費算定のためのガイドライン

能本　守康 ぎょうせい 2018

サービス提供責任者（A2664）

番号 書名 著編者名 出版社 出版年

99
サ責（サービス提供責任者）一年生の教科書
新人サ責・牧野はるかの場合

後藤　佳苗　他 ユーキャン 2017

101 よくわかるサービス提供責任者のお仕事入門 八木　裕子　他 中央法規出版 2020

102
サービス提供責任者のための訪問介護
計画作成ガイドブック

高辻　恵示　他 中央法規出版 2020

103
はじめてのサービス提供責任者　業務のコツがスッ
キリわかる　お仕事入門の決定版！

コンデックス情報
研究所

成美堂出版 2020

リスクマネジメント・介護事故（A2665）　

番号 書名 著編者名 出版社 出版年

80 完全図解　介護リスクマネジメント　トラブル対策編 山田　滋　他 講談社 2018

81 完全図解　介護リスクマネジメント　事故防止編 山田　滋 講談社 2018

82 社会福祉関係者のための個人情報保護Q&A 五味　祐子 全国社会福祉協議会 2018

83 転倒予防のすべてがわかる本 松本　健史 講談社 2018

84 介護事故における注意義務と責任 ― 事例解説 古笛　恵子 新日本法規出版 2019

85
介護現場のヒヤリ・ハットとクレーム対応
やまちゃん先生が解説

山田　浩平
エス・エム・エス
インプレスコミュ
ニケーションズ

2014

86
よくある場面から学ぶリスク予防
(ステップアップ介護)

神吉　大輔 中央法規出版 2020

87
介護リーダーのリスクマネジメント入門　想定外のことが
起こっても対処できる介護現場の危機管理能力の高め方

葛田　一雄 ぱる出版 2020

88
事例に学ぶ介護リスクマネジメント
事故・トラブル・クレーム対応60のポイント

山田　滋 中央法規出版 2020

介護予防（A2666）

番号 書名 著編者名 出版社 出版年

82 寝たきりをつくらない介護予防運動　理論と実際 宮田　重樹 運動と医学の出版社 2017

83
健康長寿 鍵は“フレイル<虚弱>”予防
自分でできる3つのツボ

飯島　勝矢 クリエイツかもがわ 2018

84 新聞紙体操　もう転ばない!倒れない!老けない! 林　泰史 ワニブックス 2020

85 今日からできるフレイル対策　在宅時代の落とし穴 飯島　勝矢 KADOKAWA 2020

86
順天堂大学医学部健康スポーツ室式長生き部屋トレ
高血圧 高血糖 心臓疾患 生活習慣病を予防・改善

順天堂大学医学部
附属順天堂医院健
康スポーツ室

文響社 2021

87 地域で取り組む高齢者のフレイル予防 辻　哲夫　他 中央法規出版 2021
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介護医療（A2668）

番号 書名 著編者名 出版社 出版年

211
イラストでわかるせん妄・認知症ケア
家族の様子がおかしいと感じたら

川畑　信也 法研 2020

212 イラストで理解するケアマネのための薬図鑑 鈴木　匡　他 中央法規出版 2021

213
福祉現場のための感染症対策入門　感染症の基本知
識から新型コロナウイルス対応まで

松本　哲哉 中央法規出版 2021

214 アロマ&ハーブ療法Q&Aピンポイント解説! 林　真一郎 南山堂 2021

215
実践!介護フットケア　元気に歩く「足」のために
(介護ライブラリー)

西田　壽代 講談社 2021

216
見える!わかる!摂食嚥下のすべて　神経・嚥下5期・
アセスメント・検査・治療・食事がつながる

上羽　瑠美
学研メディカル秀
潤社

2021

217
死ぬまで噛んで食べる　誤嚥性肺炎を防ぐ12の鉄則
(光文社新書)

五島　朋幸 光文社 2021

番号 書名 著編者名 出版社 出版年

160 いのちの終いかた　「在宅看取り」一年の記録 下村　幸子 NHK出版 2019

161
死を前にした人に向き合う心を育てるケアマネジャー・福
祉職・すべての援助者に届けたい視点と看取りケア

小澤　竹俊　他 中央法規出版 2019

162
ACPアドバンス・ケア・プランニング実践ガイド 患
者・利用者の生き方・暮らしに焦点をあてた意思決
定支援に向けて

池永　昌之　他 中央法規出版 2020

163 死という最後の未来
石原　慎太郎
曽野　綾子

幻冬舎 2020

164
がんになった緩和ケア医が語る「残り2年」の生き
方、考え方

関本  剛 宝島社 2020

165 在宅ひとり死のススメ 　（文春新書） 上野　千鶴子 文藝春秋 2021

番号 書名 著編者名 出版社 出版年

86
家族でできる"言葉と飲み込み"リハビリ全集
"在宅"のための言語聴覚療法

LE在宅  施設訪問
看護リハビリス
テーション

BABジャパン 2019

87
なるほど!認知症のリハビリ・ケア
医療・介護のリハビリが分かる!!Ｒehaje

QOLサービス出
版部

QOLサービス 2020

88 デイサービス個別機能訓練加算Ⅰ・Ⅱの記録・例文集 妹尾　弘幸 QOLサービス 2021

雑誌リスト

書名

・訪問介護サービス　　　　　　　     　　　・ケアマネジャー　　　　　　　　　　　　　　　　　

・介護人財（通所＆施設マネジメント ）

・おはよう21　　　　　　　　・月刊DAY

・達人ケアマネ　　　　　　　 ・へるぱる

・月刊ケアマネジメント

・レクリエ

・介護ビジョン（地域介護経営）                 ・認知症ケア　　　 

・月刊福祉　　　　                       　　　　・ブリコラージュ

書名

リハビリ・機能訓練（494.78）　

ターミナルケア・終末期ケア・ホスピスケア（492.918）
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