
DVD・図書紹介

大阪市社会福祉研修・情報センター2階、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。）

２０２０年５月現在

◆ 『「絆」を築くケア技法ユマニチュード = 

Humanitude;The attachment for caring 

人のケアから関係性のケアへ 』
大島 寿美子 著 ／ 誠文堂新光社 ／ 2019 年

◆ 『ぼけますから、よろしくお願いします。』

信友 直子 著 / 新潮社 / 2019年

◆ 『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 著 / ぱる出版 / 2019

なぜ、このケア技法で、認知症の人と心が通うのか。ケアの中

心に「人」ではなく「人と人との関係性」を置くとはどういう

ことか。科学ジャーナリストの視点から、「ユマニチュード」

の等身大の姿を紹介します。

「認知症ケアを任せられる一人前のスタッフ」を育てること。新

人介護リーダー向けに編まれた、認知症ケアができる介護スタッ

フの育て方のノウハウをまとめたもの。認知症の基礎知識&認知症

ケアの基礎知識・ケアに必要なスキルとその教え方・現場を任せ

られるスタッフの育て方などなど管理者向け教え方マニュアルと

して活用してほしい１冊。

（A2661-547）

（A2660-532）

母85歳に認知症診断、父93歳が初の家事に挑む!?娘が見た老老介

護のリアル！「心配せんでもええ。あんたはあんたの仕事をした方

がええわい」――両親の気丈な言葉に背中を押されても、離れて暮

らすことに良心の呵責を抱く映像作家の娘。克明な親の「老い」の

記録、そして見守り続けた子の心境を綴る。
（A2661-548）

認知症関係図書・DVD紹介
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DVDリスト

高齢者福祉（D-1）

番号 分 発行年

6 24 ―

7 25 2015

研修ＤＶＤ／講義ＤＶＤ（D-2-5）

番号 分 発行年

28 163 2003

29～31 126・138・110 2004

32 261 2009

43 89 2009

Ｄ-2-5-66 228 2015

67 175 2014

認知症（D-3-1）

番号 分 発行年

1～５ 各30 2006

6 56 2007

7～11 － 2007

12 24 2007

13 36 2008

14 30 2003

16 66 2007

17～23 － 2005

24 40 2009

25 20 2009

26 31 2009

27 31 2009

28 26 2009

29 30 2003

30 93 2011

31～35 － 2011

36 360 2012

37～39 － 2011

40 74 2011

41 92 2011

42 105 2011

43 79 2012

44 35 2011

45 25 2013

46～49 － 2011

50 62 2014

51 58 2013

52 120 2014

53 44 2014

タイトル

きょうの健康 認知症 あなたはまだよく知らない

ユマニチュード 優しさを伝えるケア技術

チョイス＠病気になったとき 認知症 認知症をくい止めろ

ターミナルステージに沿った緩和ケア

認知症の基礎知識とケア 全5巻

認知症そのこころの世界 認知症の人は何を感じているのか

優しい笑顔で心がなごむ デイサービスにおける実践 1

ケアプランから始まる認知症ケア 2

バリデーション 見当識障害のあるお年寄りとの新たなコミュニケーション法

認知症の人の体験世界を感じてみよう

DVDで学ぶ精神科医療の基本 10 疾患ごとの診断と治療「認知症」

いかり先生の「認知症をとことん理解する講座」シリーズ 全7巻

認知症短期集中リハビリテーション 実践ガイド

認知症の人の心を感じて～もし自分が認知症になったら～

お年寄りと向き合い、自分自身と向かい合う きのこグループでの新人研修の試み

タイトル

老年病症候群とは何か  老年学基礎シリーズ　II　 3

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」

認知症の人から学ぶ　クリスティーン・ブライデン講演より

ひとり一人が輝く認知症ケアシリーズ 全5巻

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

介護家族を支える　認知症の人と家族の会

アニメで見る高齢者介護の自殺・心中予防

認知症医療・介護のための老年精神医学セミナー

認知症の人と初めて向き合うこと ～ 介護福祉実習の現場より～コミュニケーション編

認知症ケアの基本視点 心に寄り添うケアを中心に

認知症ケア 第２巻 自分らしく生きぬくために 小規模多機能拠点 大畑の家

認知症ケア 第３巻 早期診断 そして人生は続く 太田正博さんの10年

パーソン・センタード・ケアを実践する ドーン・ブルッカー講演より

認知症高齢者の徘徊行方不明ゼロ作戦の構築に向けた調査研究事業

バリデーション入門 認知症の高齢者とのコミュニケーション法

パーソンセンタードケアライブセミナー

認知症予防シリーズ 全5巻

即戦力DVDを使う 認知症診療トレーニング コウノメソッド

観て聴いて感じ取る認知症ケア～質の高い介護を目指して～ 全3巻

認知症ケア 第１巻 手探りで切り開いた認知症ケア きのこエスポアール病院の30年

タイトル

三好春樹の介護のプロ養成シリーズ4 食事ケア、排泄ケア

三好春樹の介護のプロ養成シリーズ5 認知症老人のケア　vol.1～３
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認知症（D-3-1）

番号 分 発行年

54～58 － 2015

60 74 2015

61 64 2016

62 21 ―

63 163 2017

64～66 112 2018

67 28 2016

68 29 2016

高齢者虐待・自殺（D-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

回想法・認知症予防（D-3-4）

番号 分 発行年

1～３ 90 2004

4 23 2005

5 80 2005

6 44 2008

7 60 2005

8 60 2005

9 20 2010

10 50 2007

11 30 2018

12～14 30 2018

D-13-3-4～7 45・50・44・47 2000

地域ケア（小規模多機能施設）（D-3-5）

番号 分 発行年

1 32 2007

2 81 2007

3 46 2007

音楽療法・心理療法（D-2-4、D-4-2）

番号 分 発行年

D-2-4-22 73 2014

D-4-2-1 28 1998

D-4-2-2 55 1998

D-4-2-3 143 2015

音楽療法　実際編 2

認知症の“人の気持ち”～思いを理解してかかわる～ 介護職のための認知症セミナー

認知症を生きる高齢者とのコミュニケーション 基礎編  第1巻
認知症を生きる高齢者のコミュニケーション障がいと心

私の介護体験 認知症の人と家族の想い 第1～５巻

認知症買い物セーフティーネット　「家族の声から」

本人の視点で認知症ケアを考える　～クリスティーンと共に～

優しい認知症ケア　ユマニチュード    第１巻～第３巻

VIPSの視点で学ぶ ― パーソン・センタード・ケア・視聴覚教材 ともに歩
む ― 研修用DVD＆ファシリテーター用ガイドブック

タイトル

求められる地域介護サービスと認知症ケア 第1巻 小規模多機能型居宅介護とは

求められる地域介護サービスと認知症ケア 第2巻 小規模多機能型居宅介護の実際

グループホームでの運営推進会議の進め方

タイトル

身体拘束ゼロ作戦 やってみることから始まる

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

認知症を生きる高齢者とのコミュニケーション 実践編　第2巻
プロセスレコードで振り返る治療現場のコミュニケーション

タイトル

新任、横山君の初めての虐待対応

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

ゆず先生の回想法連続講座 第1回～第3回、第4回～第6回、第7回～第9回

さあ！みんなで懐かしい話を始めよう グループ回想法実践ビデオ　

タイトル

心理療法

音楽療法　解説編 1

パーソナル・ソング

懐かしの玉手箱

昭和の映像 大阪第一集

テレビ回想法 懐かしい話 DVDコレクション第1巻

テレビ回想法 懐かしい話 DVDコレクション第5巻　　

北名古屋市 思い出ふれあい（回想法）事業 楽しくいきいきと暮らす

昭和の扉 美しき昭和の伝承遊び・伝統食・伝統衣服

あの日の写真館　大阪市

ミッケルアート　　1　路地裏 ・　2　茶の間・　3　台所

戦中・戦後　昭和の暮らし　1～4
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映画（邦画）（D-13-1）

番号 分 発行年

11 122 2006

18 97 2008

30 111 2004

42 118 2012

47 113 2014

51 107 2016

59 105 2017

60 112 2018

映画（洋画）（13-2）

番号 分 発行年

5 123 2004

32 115 2011

44 129 2013

53 101 2016

56 89 2014

記録映画・ドキュメンタリー（D-13-3）

番号 分 発行年

19 23 2011

27 93 2012

28 75+138 2010

31 93 2011

32 51 2014

35 72 2018

図書リスト

認知症（分類：A2661）

番号 書名 著編者名 出版者 出版年

474
魅力あふれる認知症カフェの始め方・続け方
認知症の人や家族が気軽に立ち寄れる場を！

浅岡　雅子 翔泳社 2015

478
事例で学ぶグループホーム計画書のつくりかた
その人らしい生活」を実現するアセスメントの実践
改訂版

貝塚　誠一郎 日本医療企画 2015

479 野生の介護 ― 認知症老人のコミュニケーション覚え書き 三好　春樹 雲母書房 2015

480 認知症ケアの工夫 お役立ちBOOK！ ― QOLサービス 2016

481 認知症の人の「食べられない」「食べたくない」解決できるケア 枝広　あや子 日総研出版 2016

491
認知症になっても人生は終わらない ― 認知症の私
が、認知症のあなたに贈ることば

認知症の私たち
他

harunosora 2017

492
認知症の本人・家族の困りごとを解決する医療・介護
連携の秘訣 初期集中支援チームの実践20事例に学ぶ

山口　智晴　他 協同医書出版社 2017

495
ようこそ、認知症カフェへ ― 未来をつくる地域包括
ケアのかたち

武地　一　他 ミネルヴァ書房 2017

496 その認知症ケアは大まちがい！ 三好　春樹　他 講談社 2017

498
実践事例でわかる認知症ケアの視点
21事例から学ぶ対応のポイント

全国認知症介護指
導者ネットワーク

中央法規出版 2017

499
マンガ！認知症の親をもつ子どもがいろいろなギモン
を専門家に聞きました

永峰　英太郎　他 宝島社 2017

愛、アムール　

アリスのままで　

しわ　Arrugas

ピース

毎日がアルツハイマー　ザ・ファイナル  最期に死ぬ時。

わが母の記

ペコロスの母に会いに行く

サクラサク

ケアニン

八重子のハミング

マイ・ライフ、マイ・ファミリー　

きみに読む物語

毎日がアルツハイマー2 関口監督、イギリスへ行く編

タイトル

タイトル

認知症ってなぁに？（福祉教育）

毎日がアルツハイマー

幸せな時間

タイトル

明日の記憶  

殯の森（もがりのもり）

折り梅　
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認知症（分類：A2661）

番号 書名 著編者名 出版者 出版年

502 おばあちゃんが認知症になっちゃった！ 宇津木　聡史　他 星の環会 2017

503
認知症の早期発見・初期集中支援に向けたラーニン
グ・プログラム

小笠原　浩一 中央法規出版 2017

506
よくわかるパーソン・センタード・ケア   認知症の看
護・介護に役立つ

鈴木　みずえ 池田書店 2017

507 認知症の人の気持ちがよくわかる聞き方・話し方 鈴木　みずえ 池田書店 2017

508 ユマニチュード　認知症ケア最前線　再版 NHK取材班　他 KADOKAWA 2015

509
認知症の人の「想い」からつくるケア
在宅ケア・介護施設・療養型病院編

井藤　英喜　他 インターメディカ 2017

510 認知症　医療の限界、ケアの可能性 上野　秀樹 メディカ出版 2016

512
DVD BOOK認知症の人とともに
DVD BOOK With the people of Dementia

沖田　裕子　他 クリエイツかもがわ 2016

513
ユマニチュードを語る-市民公開講座でたどる
〈それぞれのユマニチュード〉の歩み

イヴ・ジネスト　他 日本評論社 2018

515 認知症を堂々と生きる   終末期医療・介護の現場から
宮本　礼子
武田   純子

中央公論社 2018

516
「認知症介護教室」企画・運営ガイドブック
続けられる！始め方・進め方のノウハウ

鳥羽　研二　他 中央法規出版 2018

517 認知症の取扱説明書 平松　類　 クリエイティブ 2018

518
認知症のある人のケアプラン作成のポイント
在宅・グループホーム・施設の事例をもとに

白澤　政和
ワールドプラン
ニング

2018

519
認知症がある人のケアマネジメント事例集
先進の認知症初期集中支援チームに学ぶ

鷲見　幸彦
進藤　由美

日総研出版 2018

521
家族のためのユマニチュード
“その人らしさ"を取り戻す、優しい認知症ケア

イヴ・ジネスト／
ロゼット・マレス
コッティ

誠文堂新光社 2018

522
認知症患者さんの病態別食支援
安全に最期まで食べるための道標

野原　幹司 メディカ出版 2018

523
認知症をつくっているのは誰なのか
「よりあい」に学ぶ認知症を病気にしない暮らし

村瀬　孝生
東田　勉

SBクリエイティブ 2018

524
認知症の人と家族のための「地元で暮らす」ガイド
ブックQ&A-認知症カフェに集まる家族、専門職が一
緒に作った！

新里　和弘 メディカ出版 2018

525
「パーキンソン病」「レビー小体型認知症」がわかる
QAブック最新ガイドラインに準拠！

小阪　憲司
織茂　智之

メディカ出版 2018

526 ゆかいな認知症　介護を「快護」に変える人 奥野　修司 講談社 2018

528 これでわかる認知症予防 ― 幸せなシニアライフのために 石井　映幸 成美堂出版 2018

529 認知症フレンドリー社会 徳田　雄人 岩波書店 2018

530 認知症の人の心の中はどうなっているのか？ 佐藤　眞一 光文社 2018

531
リーダーのためのパーソンセンタードケア
認知症介護のチームづくり

バズ・ラヴデイ
高橋　誠一　他

全国コミュニ
ティライフサ
ポートセンター
（CLC）

2018

532 いい介護いい施設を目指して ― 学習療法実践の記録 山崎 　律美 くもん出版 2018

533 だいじょうぶだよー ぼくのおばあちゃん
長谷川 　和夫
池田 　げんえい

ぱーそん書房 2018

534 認知症がやってきた! ー ママリンとおひとりさまの私の12年 酒井 　章子 産業編集センター 2018

535
センター方式の使い方・活かし方 ― 認知症の人のた
めのケアマネジメント

認知症介護研究研
修東京センター
他

認知症介護
研究研修東京
センター

2019
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認知症（分類：A2661）

番号 書名 著編者名 出版者 出版年

536 みえる認知症ケアひもときシート"アシスト"BPSD改善ガイド
認知症介護研究
研修東京センター

中央法規出版 2019

537 デフォルメ鏡 認知症者のもう一つの生き方 高松 　淳一 石風社 2019

538
3ステップ式パーソン・センタード・ケアでよくわか
る認知症看護のきほん ー すぐに使えるベストプラク
ティス!

鈴木 　みずえ 池田書店 2019

540 父と僕の終わらない歌 浅倉 　卓弥
ハーパーコリン
ズ・ジャパン

2018

541 認知症もっと知りたいこと99 阿部 　和穂 武蔵野大学出版会 2019

542
恒子の昭和―日本初の女性報道写真家が撮影した人と
出来事

笹本 　恒子 小学館 2012

543 よくある場面から学ぶ認知症ケア 山出　貴宏 中央法規出版 2019

544 おじいちゃんの小さかったとき 塩野　米松　他 福音館書店 2019

545 おばあちゃんの小さかったとき 越智　登代子　他 福音館書店 2019

546
よくわかる最新医学　認知症 アルツハイマー病 血管
性認知症 レビー小体型認知症 前頭側頭型認知症

杉山　孝博 主婦の友社 2019

547
「絆」を築くケア技法　ユマニチュード =
Humanitude;The attachment for caring
人のケアから関係性のケアへ

大島　寿美子 誠文堂新光社 2019

548 ぼけますから、よろしくお願いします。 信友　直子 新潮社 2019

549 家族のためのはじめての認知症介護 田中　知世子 幻冬舎 2019

番号 書名 著編者名 出版者 出版年

426 扉を開く人 ― 認知症の本人が語るということ
永田　久美子
クリスティーン・
ブライデン

クリエイツかも
がわ

2012

455 認知症になった私が伝えたいこと 佐藤　雅彦 大月書店 2015

459 認知の母にキッスされ 再版 ねじめ　正一 中央公論社 2015

465 解放老人 認知症の豊かな体験世界 野村　進 講談社 2015

469
認知症・行方不明者1万人の衝撃
失われた人生・家族の苦悩

NHK「認知症・行
方不明者1万人」取
材班

幻冬舎 2015

472 「ペコロスの母」に学ぶボケて幸せな生き方 岡野　雄一 小学館 2015

473
認知症の人たちの小さくて大きなひと言 ― 私の声が
見えますか？

永田　久美子 harunosora 2015

477 ペコロスの母の贈り物 岡野　雄一 朝日新聞出版 2016

493
認知症とともに生きる私
「絶望」を「希望」に変えた20年

クリスティーン・
ブライデン他

大月書店 2017

494
私の記憶が確かなうちに
「私は誰？」「私は私」から続く旅

クリスティーン・
ブライデン他

クリエイツ
かもがわ

2017

497 丹野智文笑顔で生きる 認知症とともに 丹野　智文　他 文藝春秋 2017

500 八重子のハミング 陽　信孝 小学館 2005

501 ばあばは、だいじょうぶ 楠　章子　他 童心社 2016

504
注文をまちがえる料理店 ― 忘れちゃったけどまちが
えちゃったけどまあいいか

小国　士朗 あさ出版 2017

505 注文をまちがえる料理店のつくりかた 小国　士朗　他 方丈社 2017

認知症の手記・エッセイ・小説など（分類：A2661）
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番号 書名 著編者名 出版者 出版年

511 ペコロスの母の忘れもの 岡野　雄一 朝日新聞出版 2018

514
アルツハイマー病真実と終焉   “認知症1150万人”
時代の革命的治療プログラム

デール・ブレデセ
ン

ソシム 2018

520
母が若年性アルツハイマーになりましたーまんがで読
む家族のこころと介護の記録

Nicco ペンコム 2018

527 服部安子が応える！認知症ケアの真髄 服部 安子
フジメディカル
出版

2018

539 続・ペコロスの母に会いに行く 岡野　雄一 西日本新聞社 2019

番号 書名 著編者名 出版者 出版年

87
地域包括ケアサクセスガイド地域力を高めて高齢者の
在宅生活を支える

田中　滋 メディカ出版 2014

88
埼玉・和光市の高齢者が介護保険を“卒業”できる理
由(わけ）こうすれば実現する！理想の地域包括ケア

宮下　公美子 他 メディカ出版 2015

89
兵庫・朝来市発地域ケア会議サクセスガイド ―地域包
括ケアシステムのカギが、ここにある！

足立　里江 メディカ出版 2015

90
地域包括支援センター運営マニュアル－地域の力を引
き出す地域包括ケアの推進をめざして

地域包括支援セン
ター運営マニュア
ル検討委員会

長寿社会開発セ
ンター

2015

91
自分たちで創る現場を変える地域包括ケアシステム ―
わがまちでも実現可能なレシピ

竹端　寛　他 ミネルヴァ書房 2015

93
改正介護保険における「新しい地域支援事業」の生活
支援コーディネーター<地域支え合い推進員>と協議体

高橋　誠一　他

全国コミュニ
ティライフサ
ポートセンター
（CLC）

2015

95
住民主体の生活支援サービスマニュアル 1
助け合いによる生活支援を広げるため住民主体の地域
づくり

新地域支援構想会議 全国社会福祉協議会 2015

96
住民主体の生活支援サービスマニュアル ２　身近な地
域での見守り支援活動

全国社会福祉協議
会地域福祉部

全国社会福祉協議会 2015

97
住民主体の生活支援サービスマニュアル ３　居場所・
サロンづくり

さわやか福祉財団 全国社会福祉協議会 2016

98
住民主体の生活支援サービスマニュアル ４　訪問型
サービス (住民参加型在宅福祉サービス)

住民参加型在宅福祉 全国社会福祉協議会 2016

99
住民主体の生活支援サービスマニュアル ５　食事サー
ビス

全国老人給食協力会 全国社会福祉協議会 2016

100
住民主体の生活支援サービスマニュアル ６　移動・外
出支援

全国移動サービス
ネットワーク

全国社会福祉協議会 2015

101 住民主体の生活支援サービスマニュアル ７　宅老所 宅老所・グループホーム 全国社会福祉協議会 2016

102 地域ケア会議運営ハンドブック
地域ケア会議運営
ハンドブック作成

長寿社会開発センター 2016

103
私たちが描く新地域支援事業の姿
地域で助け合いを広める鍵と方策

服部　真治　他 中央法規出版 2016

104
マンガでわかる生活支援コーディネーターのための地
域支え合いの見つけ方・活かし方

池田　昌弘
全国コミュニ
ティライフ

2016

地域包括ケア（分類：A2662）

認知症の手記・エッセイ・小説など（分類：A2661）
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地域包括ケア（分類：A2662）

番号 書名 著編者名 出版者 出版年

105 つながる・ささえる・つくりだす　　　　　　　　　　　　　在宅現場の地域包括ケア秋山　正子 医学書院 2016

106
多職種連携から統合へ向かう地域包括ケア ― 地域づ
くりのトップランナー10の実践 ― 支え合うひと・ま
ち・コミュニティ

宮下　公美子 メディカ出版 2017

107 「わがまま」のつながり方 鎌田　實 中央法規出版 2017

108
知ってつながる！医療・多職種連携 ― ケーススタ
ディで納得・安心

高岡　里佳 第一法規 2017

109
地域包括支援センター運営マニュアル 2訂さらなる地
域包括ケアの推進と地域共生社会の実現に向けて

地域包括支援セン
ター運営マニュア
ル検討委員会

長寿社会開発セ
ンター

2018

110
医療・介護・福祉の地域ネットワークづくり事例集 ―
住民、多職種、行政が協働する包括ケア（わがまちの
ササエさんとマモルくん）

辻　哲夫 素朴社 2018

111
30のテーマでわかる！地域ケア会議コーディネート
ブック

高室　成幸 第一法規 2017

112
どこでも誰でもできる地域づくりハンドブック－介護
保険における生活支援体制整備事業のすすめ方

柳 　史生　他 中央法規出版 2019

番号 書名 著編者名 出版者 出版年

37 家族が高齢者虐待をしてしまうとき 加藤　伸司 　他 ワールドプランニング 2012

38
高齢者虐待にどう向き合うか ― 安心づくり安全探し
アプローチ開発

副田　あけみ 瀬谷出版 2013

39
鼻めがねという暴力 ― どうすれば認知症の人への虐
待を止められるか

林田　俊弘 harunosora 2016

40 介護のこころが虐待に向かうとき その真実を知る 松本　一生　他
ワールドプラン
ニング

2016

41
はじめの一歩が大切！高齢者虐待防止 ― 在宅介護で
の兆候発見・支援のポイント

川端　伸子 第一法規 2017

42 介護の「毒（ﾄﾞｸ）」は「コドク（孤独）」です。 髙口　光子 日総研出版 2018

43 介護殺人  ― 追いつめられた家族の告白
毎日新聞大阪社会
部取材班

新潮社 2019

その他

番号 書名 著編者名 出版者 出版年

A262-155
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

A262-156
PEAP(ピープ)にもとづく認知症ケアのための施設環
境づくり実践マニュアル

児玉　桂子 中央法規出版 2010

A2660-532 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

A2660-517 認知症の人がパッと笑顔になる言葉かけ 右馬埜　節子 講談社 2019

A2663-423
在宅で暮らす認知症のある人のためのケアプラン作成
ガイド

下垣　光 中央法規出版 2013

A2663-467 認知症の心理アセスメントはじめの一歩 黒川　由紀子　他 医学書院 2018

A2664-
97(ｻ責)

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 ワールドプランニング 2017

A2664-90
ホームヘルパーの認知症ケア事例集 ― 具体例で学ぶ
求められる援助

京都福祉サービス
協会編集委員会

ミネルヴァ書房 2014

A2666-74
「老筋力」トレーニング＆ケアＢＯＯＫ　１００歳に
なってもひとりで歩ける！

久野　信彦 祥伝社 2012

(A2666-42) 楽しく続ける認知症予防のアクティビティ 矢冨　直美 ひかりのくに 2006

324.65-
108

事例でわかる経営者の認知症対策　任意後見・家族信
託で会社を守る

川嵜　一夫 　他 日本法令 2019

900-100 老父よ、帰れ 久坂部　羊 朝日新聞出版 2019

高齢者虐待・自殺（分類：A2667）
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