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No. 書名 著者名 出版社 出版年 分野

1 図書 コーディネーション力で人や組織が動き出すーグッドプラクティス事例集vol.２
日本ボランティアコーディ
ネーター協会/発行 2018年3月 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

2 図書 ボランティアコーディネーションのツボをつかむ！ーグッドプラクティス事例集vol.１
日本ボランティアコーディ
ネーター協会/発行 2016年3月 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

3 図書 共生社会創造におけるソーシャルワークの役割:地域福祉実践の挑戦 上野谷 加代子/編著 ミネルヴァ書房 2020年3月 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

4 図書 想いをカタチに変えるコーディネーション力
日本ボランティアコーディ
ネーター協会/発行 2020年2月 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

5 図書
「自分だけの答え」が見つか
る　13歳からのアート思考

末永　幸歩 ダイヤモンド社 2020年2月 一般

6 図書 日本十進分類法(２巻セット)
日本図書館協会分類委員会/著、
もり きよし/編纂

日本図書館協会 2015年2月 一般

7 図書 育てられない母親たち (祥伝社新書) 石井 光太/著 祥伝社 2020年1月 一般

8 図書 学校ボランティアハンドブック: 支援の必要な子ども、教師、学校とのかかわり方Q&A
霜田 浩信/著、会沢 信彦/著、
星野 常夫/著

ほんの森出版 2011年6月 一般

9 図書 孤立する都市、つながる街
保井 美樹/編著、全労済協会「つながり暮らし研
究会」/編

日本経済新聞出版 2019年10月 一般

10 図書 職場のポジティブメンタルヘルス：現場で活かせる最新理論 島津 明人/編著 誠信書房 2015年7月 一般

11 図書 職場のポジティブメンタルヘルス2: 科学的根拠に基づくマネジメントの実践 島津 明人/編著 誠信書房 2017年11月 一般

12 図書 逝く人を支える: ケアの専門職として、人生の最終章に寄り添う 玉置 妙憂/著 中央法規出版 2020年6月 一般

13 図書 発達障害の僕が「食える人」に変わった すごい仕事術 借金王/編著 KADOKAWA 2018年5月 一般

14 図書 悲しいけど、青空の日 ~親がこころの病気になった子どもたちへ~
シュリン・ホーマイヤー/著、
田野中 恭子/翻訳

サウザンブックス社 2020年6月 一般

15 図書 龍の耳を君に (デフ・ヴォイス) (創元推理文庫) 丸山 正樹/著 東京創元社 2020年6月 一般

16 図書 慟哭は聴こえない (デフ・ヴォイス) 丸山 正樹/著 東京創元社 2019年6月 一般

17 図書 ACP入門 人生会議の始め方ガイド
西川 満則/著、
大城 京子/著

日経BP 2020年4月 介護福祉

18 図書
イラスト図解
 いちばんわかりやすい介護術

三好 春樹/著 永岡書店 2020年6月 介護福祉

19 図書 事例から考える「チームメンバーの活かし方」 (介護福祉現場の意識改革シリーズ) 野田 由佳里/著、ほか みらい 2020年6月 介護福祉

20 図書 事例から考える「チーム力」 (介護福祉現場の意識改革シリーズ) 野田 由佳里/著、ほか みらい 2020年6月 介護福祉

21 図書 笑う門にはいい介護 中村 学/著 風詠社 2013年12月 介護福祉

22 図書 嚥下調整食学会分類2013」の新コード分類に対応 決定版 かむ・飲み込むが難しい人のごはん 藤谷 順子/監修 講談社 2019年7月 介護福祉

23 図書 知っておきたい感染症【新版】 ――新型コロナと21世紀型パンデミック (ちくま新書) 岡田 晴恵/著 筑摩書房 2020年8月 感染症

24 図書
高齢者ケアにおけるスーパービジョン実践―スーパーバイジー・スーパーバイザーの育成のた
めに

野村 豊子/著、波田 千賀子/著、照井 孫久/著 ワールドプランニング 2019年9月 高齢者福祉

25 図書 長生きできる町 (角川新書) 近藤 克則/著 KADOKAWA 2018年10月 高齢者福祉

26 図書 年金不安の正体 (ちくま新書)  海老原 嗣生/著 筑摩書房 2019年11月 高齢者福祉

27 図書 「発達障害」だけで子どもを見ないで その子の「不可解」を理解する (SB新書) 田中 康雄/著 SBクリエイティブ 2019年6月 児童福祉

28 図書 イラスト版子どものストレスに対応するこつ: 家庭・学校ですぐに使える47のストレスマネジメント
安川 禎亮/著、
吉川 和代/著

合同出版 2018年6月 児童福祉

29 DVD こどもしょくどう バップ　日向寺 太郎/監督 ＴＲＣ 2019年6月 児童福祉

30 図書
ちょんせいこの ホワイトボード・ミーティング:
クラスが落ち着く!! 低学年にも効果抜群 (教育技術MOOK)

ちょん せいこ/著 小学館 2015年3月 児童福祉

31 図書 新訂版 写真でわかる重症心身障害児(者)のケア アドバンス (写真でわかるシリーズ) 鈴木 康之/監修、ほか インターメディカ 2020年6月 児童福祉

32 図書
HELLOむこうの私
―手で心をつないで

京都府向日市/発行
一般社団法人全国手話
通訳問題研究会

2019年11月 社会福祉

33 図書 ケアマネジメントにおける「援助関係の軌跡」
足立 里江/著、
池埜 聡/著

関西学院大学出版会 2017年7月 社会福祉

34 図書 ケースワークの原則[新訳改訂版]:援助関係を形成する技法
フェリックス・Ｐ・バイステック/著、
尾崎 新/翻訳、ほか

誠信書房 2006年3月 社会福祉

35 図書 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/著、
岡村 豊子/訳、ほか

学文社 2020年8月 社会福祉

36 図書
スーパービジョンのはじめかた：これからバイザーになる人に必要なスキル (シリーズ はじめて
みよう 2)

日本福祉大学スーパービジョン研究センター/監
修

ミネルヴァ書房 2019年8月 社会福祉

37 図書 ソーシャルワークの基盤と専門職[第2版] (ソーシャルワーカー教育シリーズ)
相澤 譲治/監修、
植戸 貴子/編集

みらい 2017年4月 社会福祉

38 図書 ソーシャルワークの理論と方法I (ソーシャルワーカー教育シリーズ)
相澤 譲治/監修、
津田 耕一/編集

みらい 2010年3月 社会福祉

39 図書 ソーシャルワークの理論と方法II (ソーシャルワーカー教育シリーズ)
相澤 譲治/監修、
大和 三重/編集

みらい 2010年3月 社会福祉

40 図書 ソーシャルワーク記録[改訂版]:理論と技法 副田 あけみ/著、小嶋 章吾/著 誠信書房 2018年12月 社会福祉

41 図書 ソーシャルワーク論 (しっかり学べる社会福祉 2)
木村 容子/編著、
小原 眞知子/編著

ミネルヴァ書房 2019年4月 社会福祉

42 図書 はじめての社会保障 -- 福祉を学ぶ人へ 第17版 (有斐閣アルマ > Basic)
椋野 美智子、
田中 耕太郎/著

有斐閣 2020年3月 社会福祉

43 図書 ひとりじゃないよ 倉敷発・居場所づくりから始まる障がい児の保護者支援 安藤 希代子/著 吉備人出版 2020年2月 社会福祉

44 図書 ふくしのしごとがわかる本〈2020年版〉―福祉の仕事と就職活動ガイド 東京都社会福祉協議会 2019年11月 社会福祉

45 図書 ボランティアってなんだっけ? (岩波ブックレット) 猪瀬 浩平/著 岩波書店 2020年2月 社会福祉

46 図書 やさしくわかる! すぐに使える! 「介護施設長&リーダー」の教科書 糠谷 和弘/著 PHP研究所 2018年9月 社会福祉

令和２年度　新規購入リスト



47 図書 ゆびもじえほん
一般社団法人日本手話通訳士協会、
見杉 宗則/ｲﾗｽﾄ クリエイツかもがわ 2019年3月 社会福祉

48 図書 よくわかる! 介護施設での生活相談員の仕事 田中 大悟/著 ナツメ社 2016年12月 社会福祉

49 図書
医療・保健・福祉・心理専門職のためのアセスメント技術を高めるハンドブック【第2版】――ケー
スレポートの方法からケース検討会議の技術まで

近藤 直司/著 明石書店 2015年9月 社会福祉

50 図書
改訂第二版
社会福祉法人の会計実務

永田 智彦/著、
田中 正明/著

ＴＫＣ出版 2018年7月 社会福祉

51 図書
虐待する親への支援と家族再統合――親と子の成長発達を促す「CRC親子プログラム ふぁり」
の実践

宮口 智恵/著、河合 克子/著 明石書店 2015年11月 社会福祉

52 図書 経営力を高める 社会福祉法人会計の実践 予算の立て方から決算まで 田中 育雄/著、吉野 仁/著、吉野 縫子/著 清文社 2019年2月 社会福祉

53 図書 現場で役立つ!社会保障制度活用ガイド 2020年版: ケアマネ・相談援助職必携
「ケアマネジャー」編集部/編集、
福島 敏之/編集

中央法規出版 2020年7月 社会福祉

54 図書 手話でつながる世界のあいさつ
一般社団法人日本手話通訳士協会、
見杉 宗則/ｲﾗｽﾄ クリエイツかもがわ 2018年5月 社会福祉

55 図書 手話通訳を学ぶ人の「手話通訳学」入門 改訂版
林 智樹/著、
一般社団法人日本手話通訳士協会

クリエイツかもがわ 2017年5月 社会福祉

56 図書 初めての社会福祉法人会計 岩波 一泰/著 税務経理協会 2019年11月 社会福祉

57 図書 相談支援の実践力: これからの障害者福祉を担うあなたへ 福岡 寿/著 中央法規出版 2018年2月 社会福祉

58 図書 知的障害・自閉症のある人への行動障害支援に役立つアイデア集65例
志賀 利一/著、
林 大輔/著

中央法規出版 2020年5月 社会福祉

59 図書 地域づくりの基礎知識2 (子育て支援と高齢者福祉) 高田 哲・藤本 由香里/編
神戸新聞総合出版セン
ター

2018年3月 社会福祉

60 図書 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 1) 藤井 博志/編著 ミネルヴァ書房 2019年11月 社会福祉

61 図書 日本の手話いろいろ〈1〉 一般社団法人日本手話通訳士協会/編集 文理閣 2005年9月 社会福祉

62 図書 日本の手話いろいろ② 一般社団法人日本手話通訳士協会/編集 文理閣 2020年4月 社会福祉

63 図書 福祉現場で必ず役立つ 利用者支援の考え方 津田 畊一/著 電気書院 2017年6月 社会福祉

64 図書 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年10月 社会福祉

65 図書
ろう者のトリセツ 聴者のトリセツ
ろう者と聴者の言葉のズレ

関西手話カレッジ/編集 星湖舎 2009年11月 障がい者福祉

66 図書
ＤＶＤ付き今日からはじめるやさしい手話
―身につく！話せる！話題が広がる！！

全日本ろうあ連盟/監修 学研プラス 2016年2月 障がい者福祉

67 図書 ｗｉｔｈコロナ時代の特別支援教育 (「特別支援教育の実践情報」PLUS) 特別支援教育の実践研究会/著、編集 明治図書出版 2020年9月 障がい者福祉

68 DVD
ウィニング・パス
北九州市制40周年記念映画

「ウィニング・パス」製作委員会/製作 ＴＲＣ 2011年2月 障がい者福祉

69 図書 これで合格!2016 全国手話検定試験 DVD付き: 第10回全国手話検定試験解説集
社会福祉法人
全国手話研修センター

中央法規出版 2016年6月 障がい者福祉

70 図書 これで合格!2017 全国手話検定試験 DVD付き: 第11回全国手話検定試験解説集
社会福祉法人
全国手話研修センター

中央法規出版 2017年6月 障がい者福祉

71 図書 これで合格!2018 全国手話検定試験 DVD付き: 第12回全国手話検定試験解説集
社会福祉法人
全国手話研修センター

中央法規出版 2018年6月 障がい者福祉

72 図書 これで合格!2019 全国手話検定試験 DVD付き: 第13回全国手話検定試験解説集
社会福祉法人
全国手話研修センター

中央法規出版 2019年6月 障がい者福祉

73 図書 これで合格!2020 全国手話検定試験 DVD付き: 第14回全国手話検定試験解説集
社会福祉法人
全国手話研修センター

中央法規出版 2020年6月 障がい者福祉

74 DVD ちずる 紀伊國屋書店 ＴＲＣ 2014年7月 障がい者福祉

75 図書 はじめての子ども手話 谷 千春/監修 主婦の友社 2018年11月 障がい者福祉

76 図書 ひと目でわかる 実用手話辞典【第2版】 手話技能検定協会/監修 新星出版社 2020年3月 障がい者福祉

77 図書 まんがと図解でわかる障害のある子の将来のお金と生活 渡部　伸/著 自由国民社 2020年6月 障がい者福祉

78 図書 持ち歩き やさしい手話の本 豊田 直子/著 日本文芸社 2015年9月 障がい者福祉

79 図書 よくわかる障害者福祉[第7版] (やわらかアカデミズム・〈わかる〉シリーズ) 小澤 温/編 ミネルヴァ書房 2020年4月 障がい者福祉

80 図書 わたしたちの手話学習辞典〈1〉 「わたしたちの手話」再編制作委員会/編集、
全国手話研修センター日本手話研究所

全日本ろうあ連盟 2015年8月 障がい者福祉

81 図書 わたしたちの手話学習辞典〈2〉 「わたしたちの手話」再編制作委員会/編集、
全国手話研修センター日本手話研究所

全日本ろうあ連盟 2014年6月 障がい者福祉

82 図書
障害のある子が「親なき後」も幸せに暮らせる本 ダウン症の娘をもつ「相続のプロ」が明かす財
産管理のしく

鹿内 幸四郎/著、杉谷 範子/著 大和出版 2020年8月 障がい者福祉

83 図書 農福連携が農業と地域をおもしろくする 吉田 行郷/著、ほか 株式会社コトノネ生活 2020年1月 障がい者福祉

84 図書 トラウマインフォームドケア :“問題行動"を捉えなおす援助の視点 野坂 祐子/著 日本評論社 2019年12月 心理学

85 図書 繊細すぎてしんどいあなたへ――HSP相談室 (岩波ジュニア新書) 串崎 真志/著 岩波書店 2020年5月 心理学

86 図書 おとなの発達障害 診断・治療・支援の最前線 (光文社新書) 岩波 明/監修、ほか 光文社 2020年8月 精神保健福祉

87 図書
ストレスマネジメント
-実践的セルフケア

押川 聖子/著、
山本 晴義/著

新興医学出版社 2018年4月 精神保健福祉

88 図書 精神科の薬がわかる本 第４版 姫井 昭男/著 医学書院 2019年1月 精神保健福祉

89 図書 看護のための精神医学 第2版
中井 久夫/著、
山口 直彦/著

医学書院 2004年3月 精神保健福祉

90 図書 子どものこころを育むケア: 児童・思春期精神科看護の技 船越 明子/著 精神看護出版 2020年8月 精神保健福祉

91 図書 子ども虐待とトラウマケアー再トラウマ化を防ぐトラウマインフォームドケア 亀岡 智美/著 金剛出版 2020年6月 精神保健福祉

92 図書
精神疾患をもつ人を、病院でない所で支援するときにまず読む本 "横綱級"困難ケースにしない
ための技と型

小瀬古 伸幸/著 医学書院 2019年8月 精神保健福祉

93 図書 大人の発達障害を診るということ: 診断や対応に迷う症例から考える 青木 省三/著 医学書院 2015年6月 精神保健福祉

94 図書 「相談力」入門―対人援助職のためのコミュニケーションスキル36 鈴木 雅人/著 中央法規出版 2013年3月 対人援助



95 図書 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年4月 対人援助

96 図書 ケアするまちのデザイン:対話で探る超長寿時代のまちづくり 山崎 亮/著 医学書院 2019年4月 地域福祉

97 図書 持続可能な地域のつくり方――未来を育む「人と経済の生態系」のデザイン 筧 裕介/著 英治出版 2019年5月 地域福祉

98 図書 新版 よくわかる地域福祉 (やわらかアカデミズム・〈わかる〉シリーズ) 上野谷 加代子/編著、ほか ミネルヴァ書房 2019年4月 地域福祉

99 図書 認知症の母を救った「奇跡のレシピ」 寺田　有紀美 電波社 2016年10月 認知症

100 DVD ペコロスの母に会いに行く ＴＣエンタテインメント ＴＲＣ 2014年7月 認知症

101 図書 ほんとうのトコロ、認知症ってなに? (阪大リーブル69) 山川 みやえ/編著、ほか 大阪大学出版会 2019年3月 認知症

102 図書 マンガ 認知症 (ちくま新書)
ニコ・ニコルソン/著、
佐藤 眞一/著

筑摩書房 2020年6月 認知症

103 図書 大人のADHD: もっとも身近な発達障害 (ちくま新書) 岩波 明/著 筑摩書房 2015年7月 認知症

104 図書 認知症でも心は豊かに生きている: 認知症になった認知症専門医 長谷川和夫100の言葉 長谷川 和夫/著 中央法規出版 2020年8月 認知症

105 図書 知りたいことが全部わかる! 障害年金の教科書
漆原 香奈恵/著、山岸 玲子/著、
村山 由希子/著

ソーテック社 2019年12月 年金

106 図書
〔補訂版〕成年後見 手続ガイドブック‐介護・福祉・医療サービスの活用、日常生活支援、裁判所
への申立て等‐

公益社団法人成年後見ｾﾝﾀｰ・リーガルサポート
/編集

新日本法規出版 2019年12月 法律

107 図書 こども六法 山崎 聡一郎/著 弘文堂 2019年8月 法律

108 図書 家族法 -- 民法を学ぶ 第4版 窪田 充見/著 有斐閣 2019年12月 法律

109 図書 憲法 第七版
芦部 信嘉/著、
高橋 和之(その他)

岩波書店 2019年3月 法律

110 図書 障害者をめぐる法律相談ハンドブック 池原 毅和/編著 新日本法規出版 2020年6月 法律

111 図書 民法(全) 第2版 潮見 佳男/著 有斐閣 2019年3月 法律

112 図書 民法の基礎1 総則 第5版 佐久間 毅/著 有斐閣 2020年4月 法律

113 図書 民法判例百選III 親族・相続 第2版 (別冊ジュリスト 239)
水野 紀子/編集、
大村 敦志/編集

有斐閣 2018年3月 法律

https://www.amazon.co.jp/%E9%BE%8D%E3%81%AE%E8%80%B3%E3%82%92%E5%90%9B%E3%81%AB-%E3%83%87%E3%83%95%E3%83%BB%E3%83%B4%E3%82%A9%E3%82%A4%E3%82%B9-%E5%89%B5%E5%85%83%E6%8E%A8%E7%90%86%E6%96%87%E5%BA%AB-%E4%B8%B8%E5%B1%B1-%E6%AD%A3%E6%A8%B9/dp/4488422217
https://www.amazon.co.jp/%E9%BE%8D%E3%81%AE%E8%80%B3%E3%82%92%E5%90%9B%E3%81%AB-%E3%83%87%E3%83%95%E3%83%BB%E3%83%B4%E3%82%A9%E3%82%A4%E3%82%B9-%E5%89%B5%E5%85%83%E6%8E%A8%E7%90%86%E6%96%87%E5%BA%AB-%E4%B8%B8%E5%B1%B1-%E6%AD%A3%E6%A8%B9/dp/4488422217
https://www.amazon.co.jp/%E9%BE%8D%E3%81%AE%E8%80%B3%E3%82%92%E5%90%9B%E3%81%AB-%E3%83%87%E3%83%95%E3%83%BB%E3%83%B4%E3%82%A9%E3%82%A4%E3%82%B9-%E5%89%B5%E5%85%83%E6%8E%A8%E7%90%86%E6%96%87%E5%BA%AB-%E4%B8%B8%E5%B1%B1-%E6%AD%A3%E6%A8%B9/dp/4488422217

