
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 4月現在

◆ DVD『困難をかかえた人への支援 第１巻ひきこり』
アローウィン / ３３分 / ２０１５年

◆ 『福祉専門職のための統合的・多面的アセスメン

ト 相互作用を深め最適な支援を導くための基礎』

渡部 律子 著 / ミネルヴァ書房 / 2019

◆『住民主体の楽しい「通いの場」づくり
「地域づくりによる介護予防」進め方ガイド』

近藤 克則 著 / 日本看護協会出版会 / 2019

先天的な病気や障がいだけではなく、社会の状況が反映され、意

図せずに苦しい状況に追い込まれた人々がいる。

社会的に問題となっている現象がそもそもどういうことなのか、

どのような支援がなされているのかを紹介するシリーズ。第１巻

は「ひきこもり」を取り上げる。

「地域づくりによる介護予防」とは、住民主体の「通いの場」な

どを地域に増やし、健康増進・介護予防を図るとともに、コミュ

ニティの(再)構築を促そうとするもの。関係者間での調整、運営主

体となる住民ボランティアの育成、継続のための評価・分析など

の具体的手順を,20年間の取り組み成果をもとに、事例を交えなが

ら、わかりやすく解説する。

（D-2-4-26）

（A70-318）

アセスメントに焦点を絞り、「クライエントはアセスメントに主

体的に関わる存在」という考えを基盤にした統合的・多面的アセ

スメントの展開過程・手法と、クライエントを「全人的」に捉え

るとその過去・現在だけでなく「支援による生活の変化」という

「未来」をも見通す事ができるようになる理論的根拠を、多数の

事例を踏まえ解説したものである。（A15-321）

対人援助関係図書・DVD紹介
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DVDリスト

番号 分 発行年

7 47 2000

8 41 2000

9 42 2000

10 51 2001

11 44 2000

12 36 2000

13 84 2005

14 152 2008

15 83 2007

16 48 2008

17 43 2008

18 61 2008

19 400 2008

21 77 2011

22 73 2014

23～25 各巻143 2015

26 33 2015

番号 分 発行年

D-2-5-48 207 2011

D-2-5-55 115 2009

D-2-5-65 181 2013

D-2-5-67 175 2014

番号 分 発行年

D-8-18 社会福祉士の仕事   1 22 2010

D-8-19 社会福祉士の仕事　2 22 2010

D-8-20 社会福祉士の仕事　3 35 2010

D-8-23 30 2010

D-8-25 福祉ってどんな仕事をしているの？ 15 2012

D-8-28 26 2018

D-8-29 26 2018

D-8-30 17 2018

D-8-31 22 2018

対人援助・方法（分類：D-2-4）

生活相談員に必要な仕事力

タイトル

あなたは大丈夫？ もえつき症候群の正体 もえつきの兆候と症状 1　

あなたは大丈夫？ もえつき症候群の正体　もえつきの予防と回復 2　

対人援助のための合同ケースカンファレンスの方法 利用者本位、自己
選択・自己決定の時代のチームアプローチ

質問で学ぶ！コーチング研修　ダイジェスト版　　　

大切な人の心を癒し支えるための優しいカウンセリング法　　　

ソーシャルワーカーの一日  地域包括支援センター編

対人援助技術　信頼を築くスキル　1　

対人援助技術　信頼を築くスキル　2　

信田さよ子講演会　問題を抱えた家族への援助と支援の実際　　　

福祉の仕事・資格・試験（分類：D-8）

研修DVD（分類：D-2-5）

タイトル

医療介護福祉従事者のための新人職員研修

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」

初回面接での信頼関係の確立　　　

ラポールの確立につながるノンバーバルコミュニケーション　　　

面接教育ビデオシリーズ　応用編　ターミナルケアの面接　2　

面接教育ビデオシリーズ　応用編　エンパワーメントの視点に立った
対人援助　1

介護保険施設での接遇マナー実践学習

サイレント・プア　第1～3巻

困難をかかえた人への支援　第1巻　ひきこもり

見てわかるSSTステップ・バイ・ステップ方式　2DAYSワーク
ショップ編

依存症と共依存

心理療法

タイトル

ソーシャルワーカーの一日  母子生活支援施設少年指導員編

みんな、歩き出している　　ふくしするひと、めざすひと

ソーシャルワーカーの一日  医療編

ソーシャルワーカーの一日  社会福祉協議会編
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図書リスト

番号 書名 著編監修者名 発行所 発行年

73
これから目指す人・働く人のための3福祉士の仕事
がわかる本

赤羽　克子
日本実業
出版社

2015

76 知りたい！ソーシャルワーカーの仕事 木下　大生　他 岩波書店 2015

番号 書名 著編監修者名 発行所 発行年

308 ソーシャルワークへの招待 北川　清一　他
ミネル
ヴァ書房

2017

309
ソーシャルワーカーのソダチ ソーシャルワーク
教育・実践の未来のために

後藤　広史　他 生活書院 2017

310 共感的傾聴術　精神分析的に“聴く”力を高める 古宮　昇 誠信書房 2014

311
対人援助の現場で使える聴く・伝える・共感する技
術便利帖

大谷　佳子 翔泳社 2017

312
すぐに使える！学生・教員・実践者のためのソー
シャルワーク演習

ソーシャルワー
ク演習研究会

ミネル
ヴァ書房

2018

313 HIV/AIDSソーシャルワーク 実践と理論への展望 小西　加保留
中央法規
出版

2017

314
対人援助の作法 誰かの力になりたいあなたに必要
なコミュニケーションスキル

竹田　伸也
中央法規
出版

2018

315 ソーシャルワーク記録 ― 理論と技法 副田  あけみ  他 誠信書房 2018

316
事例で理解する相談援助のキーワードー現場実践へ
の手引き

八木　亜紀子
中央法規
出版

2019

317
マンガで学ぶ対人援助職の仕事ー在宅介護と介護予
防をめぐる人々の物語

植田　寿之 創元社 2019

318 対人援助の現場で使える質問する技術便利帖 大谷　佳子 翔泳社 2019

319 ソーシャルワーカーのための女性支援ガイドブック
女性の暮らしやすさ
を考えるソーシャル
ワーク研究会

中央法規
出版

2019

320 ソーシャルワーカー―「身近」を革命する人たち 井手　英策　他 筑摩書房 2019

321
福祉専門職のための統合的・多面的アセスメント ―
相互作用を深め最適な支援を導くための基礎

渡部　律子
ミネル
ヴァ書房

2019

スーパービジョン（分類：A2669）

番号 書名 著編監修者名 発行所 発行年

18 福祉の現場で役立つスーパービジョンの本 助川　征雄　他
河出書房
新社

2012

19
対人援助職における”人”の理解とスーパービジョ
ン 主任介護支援専門員の事例研究・事例検討

小銭　寿子 風詠社 2013

20
ジェネラリスト・ソーシャルワークにもとづく社会
福祉のスーパービジョン　その理論と実践

山辺　朗子
ミネル
ヴァ書房

2015

21 日常場面で実践する対人援助スーパービジョン 植田　寿之 創元社 2015

22
保健・医療・福祉専門職のためのスーパービジョン
―支援の質を高める手法の理論と実際

福山　和女
ミネル
ヴァ書房

2018

23
スーパービジョンへの招待 「OGSV〈奥川グループ
スーパービジョン〉モデル」の考え方と実践

河野　聖夫
中央法規
出版

2018

対人援助法（分類：A15）

福祉の仕事（分類：A14・A142）

3 ページ



コミュニケーション・人間関係（分類：A2864）

番号 書名 著編監修者名 発行所 発行年

108
よくわかるアサーション自分の気持ちの伝え方
自分も相手も大切にする、気持ちのよい自己表現

平木　典子
主婦の友
社

2013

109
「 感 じ が 悪 い 人 」 は 、 な ぜ 感 じ が 悪 い の か ？
人生に成功する７つのＳＹＡコミュニケーション

松下　信武 講談社 2012

117 なぜ、この人と話をすると楽になるのか 吉田　尚記 太田出版 2015

122 <ほめる達人>が教える人に好かれる話し方41 西村　貴好 三笠書房 2014

123
イライラとうまく付き合う介護職になる！アンガー
マネジメントのすすめ

田辺　有理子
中 央 法 規
出版

2016

125 マンガでやさしくわかるアサーション 星井　博文　他

日本能率協
会マネジメ
ン ト セ ン
ター

2015

126 それでいい。自分を認めてラクになる対人関係入門 細川　貂々　他 創元社 2017

127 介護職のための職場コミュニケーション術 大野　萌子
中 央 法 規
出版

2017

132 嫌いなのに離れられない人 ―人間関係依存症の心理 加藤　諦三
朝 日 新 聞
出版

2014

133 「コミュ障」の社会学 貴戸　理恵 青土社 2018

135
多様性のレッスン ―車いすに乗るピアカウンセラー
母娘が答える47のQ&A

安積　遊歩　他
ミツイパブ
リッシング

2019

番号 書名 著編監修者名 発行所 発行年

315
地域福祉とファンドレイジング
財源確保の方法と先進事例

宮城　孝　他
中央法規
出版

2018

316
“脱病院”で始まる地域医療福祉入門
「病院から地域ケア」の流れで変わる
医療と福祉の仕組み

武藤　正樹 ぱる出版 2019

317
社協・行政協働型コミュニティソーシャルワーク
個別支援を通じた住民主体の地域づくり

田中　英樹　他
中央法規
出版

2019

318
住民主体の楽しい「通いの場」づくり
「地域づくりによる介護予防」進め方ガイド

近藤　克則
日本看護協会
出版会 2019

その他関連図書

番号 書名 著編監修者名 発行所 発行年

A286-216 マンガでわかる！統合失調症 家族の対応編 高森　信子　他 日本評論社 2016

A286-223
精神障害者の地域移行支援・地域定着支援・自立生
活援助導入ガイド ― 地域で暮らそう！

岩上　洋一 金剛出版 2018

A286-224 精神疾患にかかわる人が最初に読む本 西井　重超 照林社 2018

A286-226
パニック症・社交不安症・恐怖症患者さんのための
認知行動療法やさしくはじめから

稲田　泰之　他 じほう 2019

雑誌リスト

所蔵 雑誌名 出版社

所蔵中 ソーシャルワーク研究 相川書房

所蔵中 社会福祉研究 鉄道弘済会

所蔵中 社会福祉セミナー NHK出版 2003年3月～

所蔵年・所蔵巻

1975年 冬  Vol.1
No.1～

1973年10月
第1号～

地域福祉（分類：A70）
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・ビデオ、
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