
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。）

2022年５月現在

◆ 『地域を変えるソーシャルワーカー

(岩波ブックレット）』
朝比奈 ミカ 他 著 / 岩波書店 / 2021年

◆ 『対人援助職のためのアセスメント入門講義

ソーシャルワーカー・心理師必携』
スーザン ルーカス 著 / 金剛出版 / 2021年

◆ 『対人援助の現場で使える言葉〈以外〉で

伝える技術便利帖』
大谷 佳子 著 / 翔泳社 / 2021年

子ども、高齢者、障がいのある人、そして生活に困窮

する人たちを日々地域で支えている民間や自治体など

のソーシャルワーカー。彼らのコロナ禍の各地での実

践や、よりよい暮らしのための新たな試みを具体的に

語る。
（A15-325）

豊かな経験に裏打ちされた鋭い指摘や、リアルな臨床

場面がイメージできる工夫も凝らされ、実践前の研修

生や、現場に出て間もない初学者はもちろんの、実務

経験者のブラッシュアップや、後進スタッフを教育す

る立場のスーパーヴァイザーにも役に立つ、「見て、

聞いて、感じる」臨床アセスメント入門！（A15-326）

対人援助関係図書・DVD紹介

（A15-329）

対人援助の現場ですぐに活用できる、非言語的コミュ

ニケーションと準言語的コミュニケーションについて

解説。対人コミュニケーションに関する心理学の知識

なども紹介する。
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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・17 48・43 2008

21 77 2011

22 73 2014

23～25 各巻143 2015

26 33 2015

番号 分 発行年

48 207 2011

55 115 2009

62 医療介護事業者向け　コンプライアンス研修 108 2013

番号 分 発行年

7 16 2008

19 社会福祉士の仕事　2 22 2010

20 社会福祉士の仕事　3 35 2010

23 30 2010

25 福祉ってどんな仕事をしているの？ 15 2012

28 26 2018

29 26 2018

30 17 2018

31 22 2018

番号 分 発行年

Ｄ-2-1-74 90 2014

Ｄ-10-5 30 2006

Ｄ-10-6 36 2008

Ｄ-10-7 36 2008

Ｄ-10-11 39 2016

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　　　

対人援助技術　信頼を築くスキル　1・2

初回面接での信頼関係の確立　（面接教育ビデオシリーズ・基礎編）

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・基礎編）

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
（面接教育ビデオシリーズ　応用編）

福祉の仕事・資格・試験（分類D-8）

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

あなたの笑顔がみたい！　 ソーシャルワーカーの仕事

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

依存症と共依存

心理療法

研修DVD（分類D-2-5）

タイトル

タイトル

介護のしごとの道しるべ　アセスメントとチームケア 1

ソーシャルワーカーの一日  社会福祉協議会編

ソーシャルワーカーの一日  地域包括支援センター編

真野地区まちづくり推進会（兵庫県神戸市）住民主体によるまちづくりの
軌跡(地域福祉実践シリーズⅠ)

特定非営利活動法人春日住民福祉協議会（京都市上京区） 住民の知恵を活
かした地域づくり(地域福祉実践シリーズⅡ)

コミュニティソーシャルワーク

その他

社会福祉法人遠軽町社会福祉協議会（北海道遠軽町）遠軽式協働体制づく
り(地域福祉実践シリーズⅡ)
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図書リスト

番号 書名 著編監修者名 出版社 出版年

A14-80 こんなにおもしろい社会福祉士の仕事 飯塚　慶子 中央経済社 2018

A14-84
ふくしのしごとがわかる本　福祉の仕事と就職活動ガ
イド 2021年版

―
東京都社会福祉
協議会

2020

番号 書名 著編監修者名 出版社 出版年

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　改訂版 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
現場実践への手引き

八木　亜紀子　他 中央法規出版 2019

317
マンガで学ぶ対人援助職の仕事
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

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

322
相談援助職の「伝わる記録」
現場で使える実践事例74

八木　亜紀子 中央法規出版 2019

323
対人援助の現場で使える
承認する・勇気づける技術便利帖

大谷　佳子 翔泳社 2020

324
ソーシャルワーカーになりたい
自己との対話を通した支援の解体新書

芦沢　茂喜　他 生活書院 2020

325
地域を変えるソーシャルワーカー
(岩波ブックレット）

朝比奈　ミカ　他 岩波書店 2021

326
対人援助職のためのアセスメント入門講義
ソーシャルワーカー・心理師必携

スーザン  ルーカス 金剛出版 2021

327
「困難事例」を解きほぐす　多職種・多機関の連携に
向けた全方位型アセスメント

伊藤　健次　他 現代書館 2021

328
介護サービス事業における困りごと相談ハンドブック
ソーシャルワーカーの実務対応

髙橋　智子　他 新日本法規出版 2021

329
対人援助の現場で使える言葉〈以外〉で伝える技術便
利帖

大谷  佳子 翔泳社 2021

330 伴走型支援　新しい支援と社会のカタチ 奥田  知志　他 有斐閣 2021

331 ソーシャルワーカーが葛藤を乗り越える10のエッセンス 川村  隆彦 中央法規出版 2021

スーパービジョン（A2669）

番号 書名 著編監修者名 出版社 出版年

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　他 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　他 中央法規出版 2018

24
スーパービジョントレーニング
対人援助専門職の専門性の向上と成長を支援する

ジェーン・ワナ
コット

学文社 2020

福祉の仕事（A14）

対人援助法（A15）
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精神医学（A286）

番号 書名 著編監修者名 出版社 出版年

204
対人援助職に効く認知行動療法ワークショップ
専門職としての力量を高める3つのチカラ

竹田  伸也 中央法規出版 2017

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

230
チームで取り組むケアマネ・医療・福祉職のための精神疾患
ガイド　押さえておきたいかかわりのポイント

山根　俊恵　他 中央法規出版 2020

番号 書名 著編監修者名 出版社 出版年

54
ひきこもり"心の距離"を縮めるコミュニケーションの
方法　親も子も楽になる

山根  俊恵 中央法規出版 2021

55
ルポ中高年ひきこもり親亡き後の現実
(宝島社新書 NHKスペシャル)

NHKスペシャル取
材班

宝島社 2021

番号 書名 著編監修者名 出版社 出版年

323
セルフ・ネグレクトのアセスメントとケア　ツールを
活用したゴミ屋敷・支援拒否・8050問題への対応

岸  恵美子 中央法規出版 2021

324
地域福祉のはじめかた 　事例による演習で学ぶ地域づ
くり(シリーズはじめてみよう )

藤井  博志 ミネルヴァ書房 2019

325
みんなでめざそう!地域づくりとソーシャルワークの展
開　地域生活課題の解決に向けたソーシャルワーク研
修テキスト

これからの地域づくりを担
うソーシャルワーク現任者
の実践力の強化・育成に関
する企画委員会

全国社会福祉協議会 2021

番号 書名 著編監修者名 出版社 出版年

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

番号 書名 著編監修者名 出版社 出版年

A21-175
福祉政策とソーシャルワークをつなぐ
生活困窮者自立支援制度から考える

椋野  美智子 ミネルヴァ書房 2021

A21-177 生活保護解体論　セーフティネットを編みなおす 岩田  正美 岩波書店 2021

A2663-495
現場で役立つ!ケアマネ、ソーシャルワーカーのための記録の
書き方&実用文例集

黒川　愛　他 ナツメ社 2022

A276-26 支援の質を高める相談支援専門員のための実践事例集
埼玉県相談支援専門
員協会

中央法規出版 2021

A276-27
「地域共生社会」時代のケアマネ必携障害者支援のための相
談支援専門員連携ハンドブック

小澤　温 第一法規 2021

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

368-55
ソーシャルワーカーのための自殺予防対策入門 適切な知識と
支援スキルを身につける(新・MINERVA福祉ライブラリー )

日本社会福祉士会 ミネルヴァ書房 2021

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

所蔵年・所蔵巻

ひきこもり（A471）

1975年冬Vol.1 No.1～

1973年10月　第1号～

2003年3月～

地域福祉（A70）

医療社会福祉（A90）

その他
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