
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です。

【開室は月～土（祝除く）9:30～1７:00】

◆ 『認知症で使えるサービスしくみお金のことが

わかる本 改訂版』
田中 元 著 / 自由国民社 / 2021年

◆ 『Q&Aみんなが知りたい100のこと

相続・遺言・成年後見・家族信託 』

徐瑛義 他 著 / 金融ブックス / 2021年

◆ 『財産消滅 老後の過酷な現実と財産を守る

１０の対策 （ポプラ新書）』
岡 信太郎 著 ／ ポプラ社 ／ 2022年

認知症の相談、診断、診療、医療サービス、介護保険

サービス、見守り、家族支援、費用とお金、成年後見

といった権利擁護のしくみまで、認知症の周辺すべて

の知識をまとめた決定版!

（A2661-582）

成年後見関係図書･ＤＶＤ紹介
2022年５月現在

多くの認知症患者の成年後後見人として資産管理な

どの手伝いをしてきた著者が、実際に経験したエピ

ソードをもとに、認知症を患った人や認知症患者の

家族が陥る「お金」のトラブルとその解決法を明か

します！

（324.65-117）

（324.65-116）

相続手続きの流れは？ 遺言書を残すメリットは？ 相続

から遺言、成年後見、家族信託まで、老後の不安や財

産に関する１００の悩みの解決策を、弁護士、税理士、

行政書士、司法書士がＱ＆Ａ方式でわかりやすく解説。
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DVDリスト

成年後見制度（分類：D-11）

分類 分 発行年

1 48 2004

2 74 2006

3 54 2009

4 17 2009

5 132 2017

6 45 ―

分類 分 発行年

11 29 2007

46 認知症医療・介護のための老年精神医学セミナー  第1回～第2回 180 2011

49 180 2011

72 171 2015

図書リスト

番号 書名 著編監修者 出版者 出版年

149 図解　福祉の法律と手続きがわかる事典 若林　美佳 三修社 2008

151 図解　夫婦・親子・家族の法律がわかる事典 梅原　ゆかり他 三修社 2008

171 身近な人が亡くなった後の手続のすべて 児島　明日美　他 自由国民社 2017

173
残される母親が安心して暮らすための手続のすべて
えがお相続相談室　第2版

えがお相続相談室 サンクチュアリ出版 2019

174
済ませておきたい死後の手続き
認知症時代の安心相続術

岡  信太郎 KADOKAWA 2019

176
ぶっちゃけ相続 図書 日本一の相続専門YouTuber税
理士がお金のソン・トクをとことん教えます!

橘　慶太 ダイヤモンド社 2020

177
介護等に貢献した娘・息子・嫁・婿、配偶者のための
あたらしい相続のかたち

山田＆パートナーズ 他 日本法令 2022

番号 書名 著編監修者 出版者 出版年

72 成年後見人をたてないとダメといわれたら読む本 粂　智仁 セルバ出版 2011

75 Q&A　成年後見の財産管理 額田　洋一 学陽書房 2012

77 成年後見制度をめぐる諸問題 赤沼　康弘 新日本法規出版 2012

78
市民後見人の理念と実際  市民と専門職と行政のコラ
ボレーション

大阪市成年後見支援
センター

中央法規出版 2012

79
その人らしく生きる　成年後見、自己決定からコミュ
ニティフレンドまで

佐藤　彰一 Sプランニング 2009

80 成年後見の相談を受けたときどうする！？ 粂　智仁 日本加除出版 2012

81 成年後見教室  3訂版　実務実践編
成年後見センター・
リーガルサポート

日本加除出版 2013

82 活用しよう！任意後見  安心の老後と相続のために 寶金　敏明 日本加除出版 2011

法学（分類：320）

認知症医療・介護のための老年精神医学セミナー  第7回～第8回

成年後見制度（分類：324.65）

タイトル

成年後見制度　それぞれの幸福

成年後見制度～支え合う社会をつくるために～

成年後見の新たな担い手・市民後見人

楽しく学ぶ成年後見制度

タイトル

認知症の基礎知識とケア 第５巻 人権の擁護と施設のリスク管理

成年後見物語

地域を支える～市民後見人の活動～

認知症（分類：D-3-1）

認知症セミナー　認知症の薬と権利擁護
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番号 書名 著編監修者 出版者 出版年

84 市民後見人活動支援のための手引き －
大阪市成年後見支
援センター

2013

85 別冊　判例タイムズ2013/04  後見の実務 － 判例タイムズ社 2013

86
今日から成年後見人になりました
いちばんわかりやすい成年後見の本

児島　明日美　他 自由国民社 2013

87 悩み解消ケアマネジャーのための成年後見29事例 真下　美由起 筒井書房 2014

88 事例に学ぶ成年後見入門　権利擁護の思考と実務 大澤　美穂子 民事法研究会 2015

89
これで安心！これならわかるはじめての成年後見後見
人の心得お教えします　第2版

成年後見センター・
リーガルサポート

日本加除出版 2015

90
これだけは知っておきたい成年後見・信託・年金制度
乗り切ろう超高齢社会

右山　昌一郎　他 大蔵財務協会 2015

91 成年後見読本  第2版 田山　輝明 三省堂 2016

92 あなたの悩みを解決できる！成年後見 池田　惠利子 第一法規 2016

93
成年後見における意思の探求と
日常の事務事例にみる問題点と対応策

松川　正毅 日本加除出版 2016

95 社会福祉士がつくる身上監護ハンドブック　第2版 小賀野　晶一　他 民事法研究会 2017

96 本当は怖い！成年後見　成年後見人には気をつけろ！ 仲島　幹朗 文芸社 2017

97 一人暮らしで生きていくための任意後見入門 大野　益通 弓立社 2017

98 身寄りのいない高齢者への支援の手引き 改訂版 小嶋　正
東京都社会福祉協
議会

2017

102
成年後見制度のソリューション－法人後見のてびき－
利用促進の原動力「地域連携ネットワーク・中核機
関」の構築運営に向けて

齋藤　修　他 日本加除出版 2017

103
マンガでわかる成年後見制度 一生安心！
老後のお金から遺言の書き方まで

中山　二基子 講談社 2018

104
成年後見手続ガイドブック 介護・福祉・医療サービ
スの活用、日常生活支援、裁判所への申立て等

成年後見センター・
リーガルサポート

新日本法規出版 2018

105
よくわかる！成年後見のしくみと利用法
弱い立場の人を守りたい！

しんきん成年後見サ
ポート

ナツメ社 2018

106
ソーシャルワーカーのための成年後見入門
制度の仕組みが基礎からわかる

野﨑　和義 ミネルヴァ書房 2019

107
成年後見より家族信託
認知症の家族を守れるのはどっちだ!?

石川　秀樹 ミーツ出版 2019

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

109 成年後見人へのそなえ　善し悪しは後見人しだい 石川　徹 里文出版 2020

110
成年後見制度の社会化に向けたソーシャルワーク実践
判断能力が不十分な人の自立を目指す社会福祉協議会
の取り組み

香山　芳範 法律文化社 2020

111 市民後見人養成講座　1　第3版
成年後見センター・
リーガルサポート

民事法研究会 2020

112 市民後見人養成講座　2　第3版
成年後見センター・
リーガルサポート

民事法研究会 2020

113 市民後見人養成講座　3　第3版
成年後見センター・
リーガルサポート

民事法研究会 2020

114 成年後見ハンドブック 平田　厚 法曹会 2020

115
金融老年学の基本から学ぶ、認知症からあなたと家族
の財産を守る方法 　国富215兆円クライシス
(星海社新書)

木下  翔太郎 星海社 2021

成年後見制度（分類：324.65）
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番号 書名 著編監修者 出版者 出版年

116
Q&Aみんなが知りたい100のこと
相続・遺言・成年後見・家族信託

徐　瑛義　他 金融ブックス 2021

117
財産消滅 老後の過酷な現実と財産を守る１０の対策
（ポプラ新書）

岡　信太郎 ポプラ社 2022

番号 書名 著編監修者 発行所 発行年

115
権利擁護で暮らしを支える　地域をつないだネット
ワーク

PASネット ミネルヴァ書房 2009

124 福祉専門職のための権利擁護支援ハンドブック PASネット ミネルヴァ書房 2009

155
ケアからエンパワーメントへ　人を支援することは意
思決定を支援すること

北野　誠一 ミネルヴァ書房 2015

160
地域福祉権利擁護事業（日常生活自立支援事業）とは
…　制度を理解するために　改訂第3版

―
東京都社会福祉協
議会

2016

163 権利擁護がわかる意思決定支援　法と福祉の協働 平野　隆之　他 ミネルヴァ書房 2018

165
医療・介護における個人情報保護Q&A 改正法の正
しい理解と適切な判断のために　第2版

飯田　修平　他 じほう 2020

167
2020年 日常生活自立支援事業推進マニュアル
改訂版

全国社会福祉協議会 全国社会福祉協議会 2020

168
大阪府人権白書  ゆまにてなにわ　35
わたしもあなたも全員主役！

大阪府府民文化部人
権局

大阪府 2021

番号 書名 著編監修者 発行所 発行年

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 主婦の友社 2021

番号 書名 著編監修者 発行所 発行年

582
認知症で使えるサービスしくみお金のことがわかる本
改訂版

田中  元 自由国民社 2021

番号 書名 著編監修者 発行所 発行年

126 障害のある子が「親なきあと」にお金で困らない本 渡部　伸 主婦の友社 2016

143
障害のある子が将来にわたって受けられるサービスの
すべて　備えて安心

渡部  伸 自由国民社 2019

146
障がいのある子が「親亡き後」に困らないために今で
きること

鹿野　佐代子　他 PHP研究所 2020

番号 書名 著編監修者 発行所 発行年

109
障害者総合支援法がよ～くわかる本　第6版
(図解入門ビジネス)

福祉行政法令研究会 秀和システム 2021

その他関連図書

番号 書名 著編監修者 発行所 発行年

364-368
現場で役立つ!社会保障制度活用ガイド　ケアマネ・
相談援助職必携　2021年版

福島　敏之 中央法規出版 2021

A90-79 医療福祉総合ガイドブック　2021年度版
日本医療ソーシャル
ワーク研究会

医学書院 2021

障がい者総合支援法（分類：Ａ277）

障がい児福祉（分類：Ａ274）

成年後見制度（分類：324.65）

人権擁護（分類：327.7）

認知症（分類：Ａ2661）

認知症（分類：Ａ261）
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