
DVDリスト

組織運営関係

分類 分 発行年

D-2-1-26 23 2003

D-2-1-46 21 2010

D-2-1-71 79 2012

タイトル

いのちを守る　福祉施設火災の初期対応

火事だぁー！小規模介護施設と地域住民の共同避難訓練

患者・利用者・家族の心に届く接遇マナー研修

組織運営関係図書･ＤＶＤ紹介
2022年 7月現在

（A133-59）

（A13-146）

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】

図書紹介

◆『居宅介護支援事業所のための管理・運営ハンド

ブック人材育成からリスクマネジメント、実地

指導まで』
白木 裕子 編著 ／ 中央法規出版 ／ 2021年

◆『介護ビジネス業界のしくみと仕事がこれ1冊で

しっかりわかる教科書』
髙山 善文 著 ／ 技術評論社 ／ 2021年

◆『これならわかるスッキリ図解介護BCP

〈業務継続計画〉』
小濱 道博 他 著 ／ 翔泳社 ／ 2022年

管理者として、いつ、なにをすればよいのか？ 居宅介

護支援事業所を管理・運営するための方法や留意点のほ

か、ケアマネジャーという人材を確保、育成するための

方法を具体的に説明。

大きなチャンスを秘める介護ビジネス。介護保険改正の

最新情報から介護保険制度の基本、介護保険以外の介護

ビジネス、今後の可能性まで、業界の必須知識を豊富な

図とともに丁寧に解説。

（A30-80）

令和３年度介護報酬改定で義務化された介護事業所のＢ

ＣＰ（業務継続計画）の作成とそれに伴う研修・訓練。

自然災害用と感染症用のＢＣＰの作成ポイントを事例や

ひな形を用いて解説。
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DVDリスト

組織運営関係

分類 分 発行年

D-2-1-75 36 2014

D-2-5-4 300 2006

D-2-5-5 96 2006

D-2-5-6 175 2006

D-2-5-7 275 2007

D-2-5-8 80 2007

D-2-5-9 123 2007

D-2-5-10 138 2007

D-2-5-13 162 2006

D-2-5-16 277 2006

D-2-5-19 263 2008

D-2-5-20 276 2007

D-2-5-45 106 2011

D-2-5-48 207 2011

D-2-5-51 185 2010

D-2-5-52 100 2010

D-2-5-54 158 2012

D-2-5-55 115 2009

D-2-5-56 150 2013

D-2-5-57 62 2013

D-2-5-58 63 2012

D-2-5-59 55 2012

D-2-5-60 72 2015

D-2-5-62 108 2014

D-2-5-65 181 2013

D-2-5-70 182 2016

D-2-5-71 169 2016

D-2-5-72 194 2016

D-2-5-73 185 2016

組織運営関係

分類 分 発行年

D-12-5 26 2008

D-12-6 人権は小さな気づきから　身近な人権問題 34 2014

D-12-7 30 2007私たちの声が聴こえますか　 社会福祉施設における人権

パワーハラスメント　そのときあなたは・・・

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

新人・若手職員のためのストレスマネジメント研修 メンタルヘルス
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

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

訪問介護サービス提供責任者の役割と業務理解

法令遵守を踏まえた通所介護計画のつくり方

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

タイトル

リーダーのための接遇マナー実践学習Ⅱ

介護職員にプロ意識を伝えるリーダーの関わり方　高口光子シリーズ

新人教育の指導とポイント　大瀧厚子シリーズ

職場のメンタルヘルスとマネジメント 　「うつ」と「うつ」の病の理解と対策

ケアマネのお仕事論　研修DVDシリーズ

プリセプターシップの実践とポイント

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

生活相談員に必要な仕事力　梅沢佳裕シリーズ　1

介護・福祉事業者のリスクマネジメント講座

介護職が楽になるコミュニケーショントレーニング

効果的な会議を進めるスキルアップ研修

介護保険施設での接遇マナー実践学習

クレームをトラブルにさせない家族との関わり方　高口光子シリーズ

タイトル

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 第３巻

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

これからの看護・介護に求められる専門性　高口光子シリーズ

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
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図書リスト

施設の運営（A13）【運営管理・労務管理・財務管理・人事管理・事業経営】

番号 書名 著編監修者名 出版社 発行年

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

134

在宅介護サービス事業成功の法則　 訪問介護・居宅
介護支援事業からの訪問看護・障がい者総合支援事
業への参入　勝ち残る方程式 知らないと損をする起
業のコツ

荒井　信雄 税務経理協会 2018

135
EPA・技能実習生・在留資格を比較!介護施設のため
の外国人介護職員受入れへの一歩

湯川　智美 第一法規 2019

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

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

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

139
訪問看護・介護事業所必携!暴力・ハラスメントの予
防と対応　スタッフが安心・安全に働くために

三木　明子 メディカ出版 2019

140
社会福祉法人・福祉施設経営における人事・労務管
理論　2020

― 全国社会福祉協議会 2020

141
社会福祉法人・福祉施設経営における財務管理論
2020

― 全国社会福祉協議会 2020

142
これで失敗しない!介護事業の経営・運営ノウハウ
人事・財務・危機管理・マーケティング・認知症対
応etc

高頭　晃紀　他 同友館 2020

143
社労士が書いた介護「人財」の採用・育成・定着の
ための職場作り　コンサルティング支援の実践

林　正人 税務経理協会 2020

144
即実践!介護サービスの質の高め方　施設長のスキル
アップブック

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

2021

146
居宅介護支援事業所のための管理・運営ハンドブッ
ク人材育成からリスクマネジメント、実地指導まで

白木　裕子 中央法規出版 2021

147 社会福祉施設経営管理論   2021 宮田　裕司 全国社会福祉協議会 2021

148 外国人技能実習制度〈介護職種〉の指導ガイドブック
シルバーサービス
振興会

中央法規出版 2021

149
コロナ禍でも日常を守るために  福祉施設・事業所の
取組み事例集

東京都社会福祉協
議会

東京都社会福祉
協議会

2022

150
育児介護休業・休業給付取得ガイドブック 令和４・
５年施行法対応 出産・育児・介護の支援のための

上野　香織　他 労働調査会 2022

番号 書名 著編監修者名 出版社 発行年

56
実地指導はこれでOK!おさえておきたい算定要件
令和3年度介護報酬改定対応　居宅介護支援編

小濱　道博 第一法規 2021

57
これならわかるスッキリ図解実地指導　2021-23
年度介護報酬対応版

小濱　道博 翔泳社 2021

58
実地指導はこれでOK!おさえておきたい算定要件
令和3年度介護報酬改定対応　訪問介護編

小濱　道博 第一法規 2021

59
介護ビジネス業界のしくみと仕事がこれ1冊でしっか
りわかる教科書(図解即戦力）

髙山　善文 技術評論社 2021

番号 書名 著編監修者名 出版社 発行年

79 介護施設と社会人のル－ル モラル・常識の守らせ方 高橋　友恵　他 日総研出版 2011

125
退職者を出さない管理者が必ずやっていること
3つのポイントでわかる、できる管理者の共通点

森崎　のりまさ 産学社 2022

介護ビジネス（A133）

福祉の仕事・人材育成（A142）
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リスクマネジメント

番号 書名 著編監修者名 出版社 発行年

A2665-88
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

A2665-89
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

A2665-90

Infection control : the Japanese journal of
infection control (ICT・ASTのための医療関連感染対
策の総合専門誌)  ICTが遭遇した  新型コロナウイルス
対応のトラブルとヒヤリハット

― メディカ出版 2021

Ａ30-79
はじめての地域防災マネジメント
災害に強いコミュニティをつくる

長谷川　万由美　他 北樹出版 2021

A30-80
これならわかるスッキリ図解介護BCP
〈業務継続計画〉

小濱　道博　他 翔泳社 2022

ファシリテーション（分類：336.2）

番号 書名 著編監修者名 出版社 発行年

32
図解組織を変えるファシリテーターの道具箱
働きがいと成果を両立させるパワーツール50

森　時彦　 ダイヤモンド社 2020

33
ソーシャル・ファシリテーション　「ともに社会を
つくる関係」を育む技法

徳田　太郎 北樹出版 2021

コーチング（分類：336.4）

番号 書名 著編監修者名 出版社 発行年

49
マンガでわかる介護職のためのコーチング　介護現
場の悩みを一挙解決!スタッフや利用者家族との関係
を良くするための30の技術

三田村  薫 　他 誠文堂新光社 2021

50
実践行動変容のためのヘルスコミュニケーション人
を動かす10原則

奥原　剛 大修館書店 2021

51 コーチングよりも大切なカウンセリングの技術 小倉　広 日経BP 2021

社会保障（分類：364）

番号 書名 著編監修者名 出版社 発行年

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

ケアマネジャー編集
部

中央法規出版 2021

個人情報

番号 書名 著編監修者名 出版社 発行年

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

320-170
すぐに役立つ 入門図解 改正対応！ 個人情報保護法
とマイナンバー法のしくみ

戸塚　美砂 三修社 2016

327.7-170 これで安心!個人情報保護・マイナンバー 影島　広泰　 日経BP 2022

その他

番号 書名 著編監修者名 出版社 発行年

336.49-67
中小企業のパワハラ対策はこう実践する　すべての
企業で対応義務化!

加藤　貴之 日本法令 2022

雑誌リスト

出版社 所蔵年・所蔵巻 所蔵

日本医療企画 2008年 4月号 ～ 継続

日総研出版 2006年vol.3 継続

世界文化社 2019年5.6月号 継続へるぱる

雑誌名

介護ビジョン　地域介護経営

教育研修支援教材  介護人財
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