
No. ISBN 書名 著者名 出版社 出版年 分野

1 978-4881345955 障害者をしめ出す社会は弱くもろい 藤井 克徳/著 全国障害者問題研究
会出版部

2017年8月 障がい者福祉

2 978-4002709970 「みんなの学校」から「みんなの社会」へ (岩波ブックレット) 尾木 直樹/著、木村 泰子/著 岩波書店 2019年4月 教育

3 978-4098253524
「みんなの学校」から社会を変える: 障害のある子を排除しない教育への
道 (小学館新書)

木村 泰子/著、髙山 恵子/著 小学館 2019年8月 教育

4 978-4098401635
「みんなの学校」が教えてくれたこと: 学び合いと育ち合いを見届けた3290
日 (教育単行本)

木村 泰子/著 小学館 2015年9月 教育

5  978-4263266199 3STEPで認知症予防 コグニサイズ指導マニュアル 島田 裕之/著 医歯薬出版 2020年3月 認知症

6 978-4335357701 Before/After 相続法改正 潮見 佳男、ほか/編集、著 弘文堂 2019年6月 一般

7 978-4907239237 あそびの生まれる場所?「お客様時代」の公共マネジメント 西川 正/著 ころから株式会社 2017年3月 社会福祉

8 978-4120049217
いじめのある世界に生きる君たちへ - いじめられっ子だった精神科医の贈
る言葉

中井 久夫/著 中央公論新社 2016年12月 一般

9  978-4906173907 イラストでわかる はじめての社会福祉法人会計 馬場 充/著、Ray/ｲﾗｽﾄ 公益法人協会 2019年6月 社会福祉

10 978-4794971562 急に具合が悪くなる 宮野 真生子/著、　磯野 真穂/著 晶文社 2019年9月 一般

11 978-4805881095
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/著 中央法規出版 2020年3月 社会福祉

12 978-4106108204 ケーキの切れない非行少年たち (新潮新書) 宮口 幸治/著 新潮社 2019年7月 一般

13 978-4098606436 健康で文化的な最低限度の生活(9) 柏木 ハルコ/著 小学館 2020年6月 一般

14  978-4892401541 コーディネーターがひらく地域福祉 福岡 寿/著 ぶどう社 2002年3月 社会福祉

15 978-4469267938
コーディネーター必携 シニアボランティアハンドブック: シニアの力を引き出
し活かす知識と技術

藤原 佳典/著、倉岡 正高/著 大修館書店 2016年5月 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

16 978-4260004572 こんなとき私はどうしてきたか (シリーズ ケアをひらく) 中井 久夫/著 医学書院 2007年5月 精神保健福祉

17 978-4062201001 さかなクンの一魚一会 ~まいにち夢中な人生!~ さかなクン/著 講談社 2016年7月 一般

18 978-4903366036 社会福祉法人の地域福祉戦略
河　幹夫、菊池 繁信、宮田 裕司、ほか/
著

生活福祉研究機構 2016年5月 地域福祉

19 978-4862761491 ソーシャルデザイン実践ガイド――地域の課題を解決する7つのステップ 筧 裕介/著 英治出版 2013年9月 一般

20 978-4772415828
地域におけるひきこもり支援ガイドブック―長期高年齢化による生活困窮
を防ぐ

境 泉洋/著 金剛出版 2017年10月 地域福祉

21 978-4873080703 テキスト市民活動論【第2版】~ボランティア・NPOの実践から学ぶ
社会福祉法人大阪ボランティア協会
/編集

社会福祉法人大阪ボ
ランティア協会

2017年4月 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

22 978-4167904203
デフ・ヴォイス 法廷の手話通訳士
(文春文庫)

丸山 正樹/著 文藝春秋社 2015年8月 障がい者福祉

23 978-4087890082
デンマークの親は子どもを褒めない 世界一幸せな国が実践する「折れな
い」子どもの育て方

ジェシカ・ジョエル・アレキサンダー/著、
イーベン･ディシング･サンダール/著、
鹿田 昌美/翻訳

集英社 2017年7月 児童福祉

24 978-4907272234 点訳のてびき　第4版
全日本視覚障害者情報提供施設協会/
編

全日本視覚障害者
情報提供施設協会

2019年2月 障がい者福祉

25 978-4004318019 統合失調症(岩波新書) 村井 俊哉/著 岩波書店 2019年10月 精神保健福祉

26 978-4861151675 日本点字表記法<2018年版> 日本点字委員会/編集 日本点字委員会 2019年3月 障がい者福祉

27 978-4788514188 ひきこもり 親の歩みと子どもの変化 船越 明子/著 新曜社 2015年1月 地域福祉

28 978-4750346823 フードバンク――世界と日本の困窮者支援と食品ロス対策 佐藤 順子/著、編集 明石書店 2018年5月 社会福祉

29  978-4103526810 ぼくはイエローで、ホワイトで、ちょっとブルー フレイディ みかこ/著 新潮社 2019年6月 教育

30 978-4046044990
ボクはやっと認知症のことがわかった 自らも認知症になった専門医が、日
本人に伝えたい遺言

長谷川 和夫/著、猪熊 律子/著 KADOKAWA 2019年12月 認知症

31 ボランティアコーディネーション力1級 検定テキスト 日本ボランティアコー
ディネーター協会

2017年5月 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

32 ボランティアコーディネーション力２級 検定サブテキスト 日本ボランティアコー
ディネーター協会

2017年4月 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

33 978-4005009107
ボランティアをやりたい!: 高校生ボランティア・アワードに集まれ (岩波ジュ
ニア新書)

さだ まさし/編集 岩波書店 2019年12月 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

34 978-4889009613 まずは ごはん ささえあう社会への、はじめの一歩 徳丸 　ゆき子/著、編集　ほか 日本機関紙出版センター 2018年8月 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

35 978-4416619438
マンガでわかる介護職のためのアンガーマネジメント: イライラ、ムカムカ、
ブチッ! をスッキリ解消。怒りに振り回されないための30の技術

安東 俊介/著 成文堂新光社 2019年9月 社会福祉

36 978-4904874653
マンガでわかる生活支援コーディネーターのための地域を元気にする協議
体のつくり方・すすめ方 (生活支援シリーズ)

池田 昌弘/著、編集　高垣 知子/ｲﾗｽﾄ 全国コミュニティライ
フサポートセンター

2019年9月 地域福祉

37 978-4040654850 ヤンキー君と白杖ガール 1 (MFC) うおやま/著 KADOKAWA 2019年1月 障がい者福祉

38  978-4121024886 ヤングケアラー―介護を担う子ども・若者の現実 (中公新書) 澁谷 智子/著 中央公論新社 2018年5月 社会福祉

39 978-4623080250 ようこそ、認知症カフェへ:未来をつくる地域包括ケアのかたち 武地 一/著 ミネルヴァ書房 2017年5月 地域福祉

40 978-4904639146
よくわかる!聴覚障害者への合理的配慮とは?
―『障害者差別解消法』と『改正障害者雇用促進法』から考える

「聴覚障害者への合理的配慮とは」編集
チーム/編

全日本ろうあ連盟 2016年6月 障がい者福祉

41 978-4872909470 わたしのそばできいていて リサ・ハップ/著、　菊田 まりこ/翻訳 WAVE出版 2016年9月 一般

42 978-4866500010 闇を照らす―なぜ子どもが子どもを殺したのか 長崎新聞社報道部少年事件取材班/著 長崎新聞社 2017年4月 一般

43 978-4904561614 居場所を探して―累犯障害者たち
長崎新聞社「累犯障害者問題取材班」/
著

長崎新聞社 2012年11月 一般

44 978-4492701447 教養としての社会保障 香取 照幸/著 東洋経済新報社 2017年5月 一般

45 978-4904874646 見える社協から魅せる地域福祉へ 大津市社会福祉協議会/著、編集
全国コミュニティライ
フ
サポートセンター

2019年8月 地域福祉

46  978-4474069206
自治体職員のための 災害救援法務ハンドブック―備え、初動、応急から
復旧、復興まで―

岡本 正/著、　中村 健人/著 第一法規 2019年11月 一般

47 978-4904639160
手話を学ぶ人のために
―もうひとつのことばの仕組みと働き

本名 信行/著、加藤 三保子/著 全日本ろうあ連盟 2017年9月 障がい者福祉

48  978-4426125349
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

渡部 伸/監修 自由国民社 2019年4月 障がい者福祉

49 978-4091274328 新・ちいさいひと 青葉児童相談所物語 (1) (少年サンデーコミックス) 
夾竹桃 ジン/ｲﾗｽﾄ
水野 光博/著、ほか

小学館 2016年12月 児童福祉

令和2年度(秋)図書購入一覧



50 978-4091276506 新・ちいさいひと 青葉児童相談所物語 (2) (少年サンデーコミックス)
夾竹桃 ジン/ｲﾗｽﾄ
水野 光博/著、ほか

小学館 児童福祉

51 978-4091280817 新・ちいさいひと 青葉児童相談所物語 (3) (少年サンデーコミックス)
夾竹桃 ジン/ｲﾗｽﾄ
水野 光博/著、ほか

小学館 児童福祉

52 978-4091283405 新・ちいさいひと 青葉児童相談所物語 (4) (少年サンデーコミックス)
夾竹桃 ジン/ｲﾗｽﾄ
水野 光博/著、ほか

小学館 児童福祉

53 978-4091287861 新・ちいさいひと 青葉児童相談所物語 (5) (少年サンデーコミックス)
夾竹桃 ジン/ｲﾗｽﾄ
水野 光博/著、ほか

小学館 児童福祉

54 978-4091292292 新・ちいさいひと 青葉児童相談所物語 (6) (少年サンデーコミックス)
夾竹桃 ジン/ｲﾗｽﾄ
水野 光博/著、ほか

小学館 児童福祉

55 978-4091295507 新・ちいさいひと 青葉児童相談所物語 (7) (少年サンデーコミックス)
夾竹桃 ジン/ｲﾗｽﾄ
水野 光博/著、ほか

小学館 児童福祉

56  978-4863532564 身寄りのいない高齢者への支援の手引き・改訂版 小嶋 正/著 東京都社会福祉協議会 2017年8月 社会福祉

57 978-4753311293 青年のひきこもり・その後―包括的アセスメントと支援の方法論 近藤 直司/著 岩崎学術出版社 2017年12月 地域福祉

58 978-4805859322 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/著 中央法規出版 2019年7月 ケアマネ

59 978-4816709715 続・ペコロスの母に会いに行く 岡崎 雄一/著 西日本新聞社 2019年4月 一般

60 978-4798153667 地域で愛される子ども食堂 つくり方・続け方 飯沼 直樹/著 翔泳社 2018年1月 地域福祉

61 978-4623083190
地域の見方を変えると福祉実践が変わる:コミュニティ変革の処方箋 (新・
MINERVA福祉ライブラリー)

松端 克文/著 ミネルヴァ書房 2018年6月 社会福祉

62 978-4904380925 中井久夫講演録 統合失調症の過去・現在・未来 中井 久夫/著、ほか ラグーナ出版 2020年3月 精神保健福祉

63 978-4793513183
被災地につなげる災害ボランティア活動ガイドブック (災害ボランティア活
動ブックレット)

合田 茂広、ほか/著 全国社会福祉協議会 2019年7月 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

64 978-4771033313 貧困・外国人世帯の子どもへの包括的支援――地域・学校・行政の挑戦
柏木 智子/著、編集
武井 哲郎/著、編集

晃洋書房 2020年3月 社会福祉

65 978-4003313213 貧乏物語 (岩波文庫 青132-1) 河上 肇/著 岩波書店 1965年10月 一般

66 978-4805859735 福祉職員こころの強化書: 穏やかな気持ちで人を支援する専門職になる 久田 則夫/著 中央法規出版 2019年11月 社会福祉

67 978-4022950598
閉ざされた扉をこじ開ける 排除と貧困に抗うソーシャルアクション (朝日新
書)

稲葉 剛/著 朝日新聞出版 2020年3月 社会福祉

68 978-4805881019 民生委員活動の基礎知識: おさえておきたい30のポイント 小林　雅彦/著 中央法規出版 2020年1月 社会福祉

69 978-4260003520 無名の語り―保健師が「家族」に出会う12の物語 宮本 ふみ/著 医学書院 2006年10月 一般

70 DVD DVD R70ごぼう先生の令和イス体操１ テクテク運動編 19901893 2019年5月 一般

71 DVD DVD R70ごぼう先生の令和イス体操２ モグモグ食事編 19901893 2019年5月 一般

72 DVD DVD R70ごぼう先生の令和イス体操３ ドキドキ脳活編 19901893 2019年5月 一般

73 978-4805881521 DVD「利用者にも介助者にも安心・快適な介護技術」 髙山 彰彦、髙山 美佐子/監修 中央法規出版 2020年5月 介護福祉

74 DVD DVDこんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話 大泉 洋/出演、ほか 松竹 2019年8月 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

75 DVD
DVDプロフェッショナル126
仕事の流儀 傷ついた親子に、幸せを 小児神経科医 友田明美の仕事

19905592 NHKエンタープライズ 2019年11月 一般

76 DVD
DVDプロフェッショナル127
仕事の流儀 ただ、こどもたちのために　かこさとし最後の記録

19905593 NHKエンタープライズ 2019年11月 一般

77 DVD DVD夜間もやってる保育園 19901534 紀伊國屋書店 2019年4月 一般

78 DVD DVD　桂福団治 心の手話落語 手話で楽しむ日本の民話 読売新聞大阪本社/制作著作 共和教育映画社 一般


