
組織運営関係図書･ＤＶＤ紹介
2020年 6月現在

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】

DVD・図書紹介

◆ 『介護医療施設でスタッフがスグに辞めない職場

づくり57の秘策』
後藤 功太 著 ／ セルバ出版 ／ 2020年

◆ 『人が集まる介護事業所をつくる！

介護職員処遇改善加算取得・活用ハンドブック』
三島 幹雄 他 著 ／ 日本法令 ／ 2020年

◆ 『超高齢社会の「困った」を減らす課題解決

ビジネスの作り方』
斉藤 徹 著 ／ 翔泳社 ／ 2019年

介護職員等特定処遇改善加算（特定加算）と介護職員処遇

改善加算 （処遇改善加算） を受けるための諸要件を

“実際に使える仕組み”として構築し、介護職員の育成や

定着に活用するためのノウハウやテクニックを紹介する。
(A13-138)

(A142-118)

シニア向けビジネスの開発に携わる著者が、高齢社会の

諸問題にビジネスとして取り組む先行事例を多数取材。

誕生するきっかけや成長している理由、他の業界や職種

にも応用できるヒントなどを分析してわかりやすく紹介。

(600-27)

働きがいのある仕事だと思って選んだのに、色々な理由で

辞めてしまうスタッフたち。職場コミュニケーションの活

発化、採用戦略と定着に向けた取組み、スタッフのモチ

ベーションを上げる評価・指導法…。介護医療施設でス

タッフがスグに辞めない職場づくりの秘訣を解説。

1 ページ



DVDリスト 組織運営関係

分類 分 製作年

D-2-1-46 21 2010

D-2-5-4 300 2006

D-2-5-5 96 2006

D-2-5-7 275 2007

D-2-5-8 80 2007

D-2-5-45 106 2011

D-2-5-51 185 2010

組織運営関係

分類 分 製作年

D-2-5-54 158 2012

D-2-5-57 62 2013

D-2-5-58 63 2012

D-2-5-60 72 2015

D-2-5-62 108 2014

D-2-5-65 181 2013

D-2-5-68 30 2004

D-2-5-69 30 2004

図書リスト 労務管理

番号 書名 著編監修者名 出版者 出版年

A13-137
医療&介護の職場トラブルQ&A　労働環境・ハラスメン
ト・給与・残業・メンタルヘルス-全120QA

日本人事労務コンサルタントグ
ループ(LCG)医業福祉部会　他

医学通信社 2019

364-352
社会保険・労働保険の事務手続基礎の基礎
図表とチャートでズバッとわかる!

五十嵐　芳樹 清文社 2014

財務管理

番号 書名 著編監修者名 出版者 出版年

A13-117
社会福祉法人の不正防止・内部統制・監査
もう「知らない」ではすまされない

全国社会福祉法人会計研究会 清文社 2014

A13-121 社会福祉法人の新会計規則集 改訂版 宮内　忍　他 第一法規 2014

A13-129 社会福祉法人の運営と財務 古田　清和　他 同文舘出版 2016

人材育成

番号 書名 著編監修者名 出版者 出版年

A142-115 職場改革で実現する介護業界の人材獲得戦略 馬場　拓也
幻冬舎メディアコ
ンサルティング

2015

A142-116
現場で役立つ介護・福祉リーダーのためのチームマ
ネジメント

井上　由起子　他 中央法規出版 2019

A142-117
ケアマネ・福祉職のためのモチベーションマネジメ
ント　折れない心を育てる21の技法

高室　成幸 中央法規出版 2020

A142-118
介護医療施設でスタッフがスグに辞めない職場づく
り57の秘策

後藤　功太 セルバ出版 2020

タイトル

火事だぁー！小規模介護施設と地域住民の共同避難訓練

介護保険施設で現場を動かしまとめるコミュニケーション能力　高口光子シ
リーズ2

よい介護職員は、どうして居つかないのか  介護職が職場を辞めるとき　高口光
子シリーズ3

リーダーのためのケア技術論 高口光子シリーズ5

介護保険施設での看護・介護リーダーとしての仕事

医療介護事業者向け コンプライアンス研修

医療介護福祉従事者のための新人職員研修

施設実習の予備知識  第1巻

施設実習の予備知識  第2巻

デイサービスの質向上の方法～デイサービス・デイケアの的確な集客法～ 峠田
英伸シリーズ1

介護・福祉事業者のリスクマネジメント講座

新人・若手職員のためのコミュニケーション研修（医療介護従事者向け）

新人・若手職員のための仕事の進め方研修（医療・介護従事者向け）

リーダーのための職場の人間関係力アップ

タイトル

効果的な会議を進めるスキルアップ研修
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介護経営

番号 書名 著編監修者名 出版者 出版年

A13-136
はじめての施設長マニュアル
介護事業所を成功に導く

日本経営介護福祉コンサル
ティング部

クロスメディア・パ
ブリッシング

2019

A13-138
介護職員処遇改善加算取得・活用ハンドブック
人が集まる介護事業所をつくる!

三島　幹雄　他 日本法令 2020

A133-43
最新福祉ビジネスと業界のカラクリがよ～くわかる
本　業界人、就職、転職に役立つ情報満載

高山　善文 秀和システム 2016

A133-44
日本一社員が辞めない会社 ひまわり型経営が自立自
走の社員をつくる 介護業界で定着率96%!

小池　修 ぱる出版 2018

A133-45 これならわかる〈スッキリ図解〉介護ビジネス 第3版 小濱　道博 翔泳社 2018

介護経営

番号 書名 著編監修者名 出版者 出版年

A133-46
実地指導はこれでOK！管理者になったその日から
これだけはおさえておきたい算定要件  居宅介護支
援編

小濱　道博 第一法規 2018

A133-49 これならわかる〈スッキリ図解〉共生型サービス 中川　亮　他 翔泳社 2018

A133-51 ストーリーで学ぶ介護事業共感マーケティング 藤田　直 幻冬舎 2018

A133-52
これならわかる　スッキリ図解　実地指導2019-
20年度介護報酬対応版

小濱　道博 翔泳社 2019

A133-53
実地指導はこれでOK!おさえておきたい算定要件
特養・老健編

小濱　道博 第一法規 2020

A133-54
実地指導はこれでOK!おさえておきたい算定要件
小規模多機能・グループホーム編

小濱　道博 第一法規 2020

A262-148 誰も書かなかった老人ホーム 小嶋　勝利 祥伝社 2018

A262-149
改正介護保険で変わるデイサービスの最新生き残り
戦略 決定版 2018年度

中尾　浩康 ぱる出版 2018

A262-150
サ高住の探し方 サービス付き高齢者向け住宅の探し
方

2015

A262-151
サ高住の決め方　より良い住まい契約のために
サービス付き高齢者向け住宅の決め方

2017

A262-152 老人ホームリアルな暮らし 小嶋　勝利 祥伝社 2019

A262-153
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

A262-154
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

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
幻冬舎メディアコ
ンサルティング

2019

A262-156
PEAP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　他 中央法規出版 2010

リスクマネジメント

番号 書名 著編監修者名 出版者 出版年

A2665-80 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 講談社 2018

A2665-81 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

A2665-82 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

A2665-83 転倒予防のすべてがわかる本 松本　健史 講談社 2018

A2665-84 介護事故における注意義務と責任　事例解説　改訂版 古笛　恵子 新日本法規出版 2019

A2665-85
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

本澤　巳代子 信山社
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リスクマネジメント

番号 書名 著編監修者名 出版者 出版年

A2665-85
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

A2665-86 よくある場面から学ぶリスク予防 神吉　大輔 中央法規出版 2020

Ａ30-60 東日本大震災高齢者、障害者、子どもを支えた人たち ― 東京都社会福祉協議会 2012

Ａ30-61
高齢者福祉施設におけるBCP（事業継続計画）策定
ガイドライン（震災編）　利用者と職員の安全を確
保し、円滑な事業運営を進めるために

高齢者施設福祉部会・セン
ター部会大規模災害対策検
討委員会

東京都社会福祉協議会 2012

327.7-153
権利擁護が支援を変える　セルフアドボカシーから
虐待防止まで

竹端　寛 現代書館 2013

ファシリテーション（分類：336.2）

番号 書名 著編監修者名 発行所 発行年

30 マンガでやさしくわかるファシリテーション 谷　益美　他
日本能率協会マネ
ジメントセンター

2017

31 図解でわかる！ファシリテーション 松山　真之助 秀和システム 2018

マネジメント（分類：336.3）

番号 書名 著編監修者名 発行所 発行年

14 マンガでよくわかる 教える技術 石田　淳 かんき出版 2015

15 マンガでよくわかる 教える技術　2 チームリーダー編 石田　淳 かんき出版 2015

16 一生使える「女性リーダー」の教科書 山本　幸美 大和出版 2015

コーチング（分類：336.4）

番号 書名 著編監修者名 発行所 発行年

45 リーダーのための！コーチングスキル 谷　益美 すばる舎 2017

47 超訳カーネギー人を動かす デール　カーネギー
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

2018

その他関連図書

番号 書名 著編監修者名 発行所 発行年

A2663-479
介護現場の「困りごと」解決マニュアル
倫理的視点で読み解く30事例

中村　裕子 中央法規出版 2019

366-126 介護離職しない、させない 和氣　美枝 毎日新聞出版 2016

366-127 仕事と介護両立ハンドブック コア社員の退職を防ぐ 新田　香織
日本生産性本部生産
性労働情報センター

2017

366-128
エイジアクション100 生涯現役社会の実現につながる高
年齢労働者の安全と健康確保のための職場改善に向けて

　　　― 中央労働災害防止協会 2018

336.47-37
アイスブレイクベスト50
リラックスと集中を一瞬でつくる　第4版

青木　将幸 ほんの森出版 2014

336.49-65
管理職のためのハラスメント予防&対応ブック
トラブルを防ぐポイントを、まんがとイラストでわ
かりやすく

向井　蘭 ダイヤモンド社 2020

600-27
超高齢社会の「困った」を減らす課題解決ビジネス
の作り方

斉藤　徹 翔泳社 2019

雑誌リスト

雑誌名 出版社 所蔵年・所蔵巻 所蔵

― 地域介護経営 介護ビジョン 日本医療企画 2008年 4月号 ～ 継続
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