
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です。

（開室時間は、月曜日～木曜日・土曜日は9:30～1７:00、金曜日は9：30～19：00です。休

室日は、日曜日・祝日（土曜日を除く）・年末年始です。）

2022年12月現在

◆『私のちいさなお葬式』
アルバトロス / 100分 / 2021年

◆『認知症家族に寄り添う介護しやすい家づくり

みんなが心地よく過ごせる間取りとリフォーム

のヒント』
堀越 智 編著 / 日刊工業新聞社 / 2022年

◆『床ずれ予防プログラム ケアプランが変わる!

在宅看護が変わる!床ずれ危険度チェック表を

活かす』

日本褥瘡学会 在宅ケア推進協会 編集 / 春恒社 /

2022年

ロシアののどかな片田舎の村から届いたこの作品は、自分

らしい最期を迎えるために葬儀や遺言の準備、身のまわり

の生前整理をする“終活映画”の系譜に連なるヒューマ

ン・ドラマ。元気でチャーミングな老婦人の予想もできな

い一挙一動が、観る者の頬をふんわりと緩ませ、驚きと感

動をもたらしてくれる珠玉作である。

（A273-179）

（D-13-2-65）

火事を防ぐキッチン、一人で行けるトイレ、脱臭する部

屋…。認知症の人が快適・安全に過ごすことができ、介

護者の負担も減るような家づくりのポイントを、介護の

プロと建築・インテリアのプロが紹介する。

ケアマネジャー向けアセスメントツール「床ずれ危険度

チェック表」の概要を紹介し、８つの床ずれ発生リスク

について解説する。リスクにかかわる問題点の解決策や

その先の連携に関するチェックリストも掲載。（A2668-226）
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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

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

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

映像で見る訪問介護技術　2巻　衣類の着脱

医療に強いケアマネジメント

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

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

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
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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

47 9 2020

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

7 46 2020

医療・病気・死・看取り

番号 分 発行年

Ｄ-5-56 95 2014

Ｄ-5-57 50 2020

D-13-1-28 おくりびと 131 2008

D-13-1-38 家で死ぬということ 完全版 88＋10 2012

D-13-1-71 みとりし 110 2020

D-13-2-49 91 2015

D-13-2-55 92歳のパリジェンヌ 106 2017

D-13-2-64 99 2019

D-13-2-65 私のちいさなお葬式 100 2021

D-13-3-24 2006 2006

タイトル

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

施設実習の予備知識  第2巻

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

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

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

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

R70ごぼう先生の令和イス体操　4　ワクワク表情編

鳥海先生の新・始めの一歩！　身体拘束ゼロの真の意味

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

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

おみおくりの作法

ガンジスに還る
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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

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

D-13-1-75 102 2020

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

661
落合陽一34歳、「老い」と向き合う　超高齢
社会における新しい成長

落合  陽一 中央法規出版 2021

664
老いに優れる　老優に学ぶ人生100年時代の
ロールモデル

柴垣  竹生 社会保険研究所 2020

665-2 87歳、古い団地で愉しむひとりの暮らし 多良  美智子 すばる舎 2022

666
父がひとりで死んでいた　離れて暮らす親のた
めに今できること

如月  サラ 日経BP 2021

667 80歳の壁(幻冬舎新書) 和田  秀樹 幻冬舎 2022

668 捨てない生きかた(マガジンハウス新書) 五木  寛之 マガジンハウス 2022

介護福祉（A261）

番号 書名 著編者名 出版社 出版年

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

237
マンガで解決親の介護とお金が不安です
親子が共倒れにならないために今できること

上大岡 トメ　他 主婦の友社 2021

238
年をとったら食べなさい
在宅医療のエキスパートが教える

佐々木　淳 飛鳥新社 2021

239 ひとり老後楽生き事典 辻川  覚志 水曜社 2022

番号 書名 著編者名 出版社 出版年

157
ともに生きることば
高齢者向けホームのケアと場づくりのヒント

金子　智紀 　他 丸善出版 2022

159
プロの調査員が教える!　介護事業所・施設の選
び方が本当にわかる本　改訂版

福岡  浩 自由国民社 2022

161
あのデイサービスには、なぜ人が集まるのか
15法人に学ぶ「超」人気施設のつくり方

糠谷　和弘 PHP研究所 2022

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

タイトル

ソーシャルワーカーの一日  社会福祉協議会編

ソーシャルワーカーの一日  地域包括支援センター編

高齢者福祉施設（A262）

邦画・洋画（Ｄ-13-1、Ｄ-13-2）

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

ぼけますから、よろしくお願いします。

タイトル
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番号 書名 著編者名 出版社 出版年

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

264
Q&A「科学的介護」を現場で実現する方法
2021年度改正介護保険のポイント早わかり

田中　元  ぱる出版 2021

265
世界一わかりやすい介護保険のきほんとしくみ
2021-2024年度版

イノウ ソシム 2021

266
みんなで支える介護保険給付一覧表 制度・仕組み、
上手な利用のしかた 2018～2019改訂反映

株式会社アント
レックス

株式会社アン
トレックス

2018

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～

552・
563・
564・
566・

ケアママ!　新生ヘルプマン  1～4 くさか  里樹 朝日新聞出版 2021

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

552 ケアママ!　新生ヘルプマン  1 くさか  里樹 朝日新聞出版 2021

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

569 ウェルカム・ホーム! 丸山  正樹 幻冬舎 2022

介護技術（A2660）

番号 書名 著編者名 出版社 出版年

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

562 身体を痛めない介護術4つの原則で極める! 岡田　慎一郎 中央法規出版 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

介護（A2660）

介護保険（A266）
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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
559
560

新人介護職のための教科書　介護の基本がよー
くわかる!　上巻・中巻・下巻

妹尾　弘幸 QOLサービス 
2020
2021

番号 書名 著編者名 出版社 出版年

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

561 書くべきことがよくわかる!介護記録の書き方 馬淵  敦士 中央法規出版 2022

生活相談員（A2660）

番号 書名 著編者名 出版社 出版年

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

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

565
現場から学ぶ介護現場のマナーとコミュニケー
ション

貝塚　誠一郎 日本橋出版 2021

567
認知症が進まない話し方があった
困った行動が減り、介護がラクになる!

吉田　勝明 青春出版社 2021

568
介護スタッフのためのコミュニケーション術
困ったご利用者に使える(DO BOOKS)

三田村  薫 同文舘出版 2022

介護リーダー（A2660）

番号 書名 著編者名 出版社 出版年

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

491
法的根拠に基づくケアマネ実務ハンドブック
Q＆Aでおさえる業務のツボ　新訂

後藤　佳苗 中央法規出版 2021

492
記載例で学ぶ居宅介護支援経過　書くべきこ
と・書いてはいけないこと  令和3年改訂対応

後藤　佳苗 第一法規 2021

494 七訂  居宅サービス計画書作成の手引
居宅サービス計画
書作成の手引編集
委員会

長寿社会開発
センター

2021

495
現場で役立つ!ケアマネ、ソーシャルワーカーの
ための記録の書き方&実用文例集

榊原　宏昌　他 ナツメ社 2022

497
文例・事例でわかる居宅ケアプランの書き方
具体的な表現のヒント 改訂

阿部  充宏 中央法規出版 2022

介護記録（A2660）
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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

474 課題整理総括表・評価表活用の実務 齊木　大　他 日総研出版 2019

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

訪問介護（A2664）

番号 書名 著編者名 出版社 出版年

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

97
サービス提供責任者のための事例学習法　認知
症の人にやさしい地域支援をめざして

長嶋　紀一　他 ワールドプランニング 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

104
「ヘルプマン!」に学ぶ介護過程
アセスメントから個別介護計画立案まで

八木　裕子 中央法規出版 2021

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

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

89
事例詳解介護現場における苦情・ハラスメント
対応の実務

松宮　良典 日本加除出版 2021

91
介護職のためのパッと見〈徴候〉でわかる利用
者の異変

松山  尚弘 中央法規出版 2022

92 介護職・相談援助職への暴力とハラスメント 副田  あけみ　他 勁草書房 2022
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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

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

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

88
口トレ・脚トレで"若返り"!　老化のもと「フレ
イル」を防ぐ(別冊NHKきょうの健康)

飯島　勝矢 NHK出版 2022

介護医療（A2668）

番号 書名 著編者名 出版社 出版年

222 マンガでわかる感染症のしくみ事典 忽那　賢志 ナツメ社 2021

223
「食べる」介護のきほん　誤嚥を防いで食の楽
しみをキープする、食事介助&お口のケア
(はじめての在宅介護シリーズ)

齋藤  真由 翔泳社 2021

224 薬に頼らず血糖値を下げる方法 水野  雅登 アチーブメント出版 2018

225
完全図解介護に必要な医療と薬の全知識
(介護ライブラリー)

長尾  和宏　他 講談社 2022

226
床ずれ予防プログラム ケアプランが変わる!在宅看護
が変わる!床ずれ危険度チェック表を活かす

日本褥瘡学会  在
宅ケア推進協会

春恒社 2022

番号 書名 著編者名 出版社 出版年

170 まとめないACP 整わない現場、予測しきれない死 宮子　あずさ 医学書院 2021

171
大切な人を亡くした人の気持ちがわかる本
グリーフケア理解と接し方

髙橋  聡美 法研 2022

172 余命18日をどう生きるか 田村  恵子 朝日新聞出版 2010

番号 書名 著編者名 出版社 出版年

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

89 実践リハビリ介護学　1 妹尾　弘幸 QOLサービス 2012

番号 書名 著編者名 出版社 出版年

A273-179
認知症家族に寄り添う介護しやすい家づくり　みん
なが心地よく過ごせる間取りとリフォームのヒント

堀越  智　他 日刊工業新聞社 2022

雑誌リスト

書名

・おはよう21　・ケアマネジャー ・月刊DAY

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）

・達人ケアマネ　・月刊ケアマネジメント・介護ビジョン（地域介護経営） ・レクリエ  ・へるぱる　 

・月刊福祉 ・介護人財 ・ブリコラージュ ・認知症ケア

その他

書名
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