
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です。

【開室は月～土（祝除く）9:30～1７:00】

◆ 『市民後見人養成講座 第３版 １～３』

成年後見センター・リーガルサポート 編 /

民事法研究会 / 2020年

◆ 『成年後見ハンドブック』

平田 厚 著 ／ 法曹会 ／ 2020年

1 成年後見制度の位置づけと権利擁護

成年後見制度の位置づけ、市民後見概論などを解説。

2 市民後見人の基礎知識

成年後見にかかわる法律・制度、対人援助の

基礎などを解説。

3 市民後見人の実務

就任時から後見終了時までの実務などを解説。

課題演習も掲載。
（324.65-111～113）

成年後見関係図書･ＤＶＤ紹介
2021年５月現在

成年後見制度全体を取り巻くさまざまな問題を検討

し、本人の権利の尊重と効率的な制度の運用が図ら

れるように解説する。近年の動きを踏まえて裁判所

において新たに作成された成年後見制度申立てに関

する統一書式も掲載。
（324.65-114）

1 ページ



DVDリスト

成年後見制度（分類：D-11）

分類 分 製作年

1 48 2004

2 74 2006

3 54 2009

4 17 2009

5 132 2017

6 45 ―

分類 分 製作年

11 29 2007

46 認知症医療・介護のための老年精神医学セミナー  第1回～第2回 180 2011

49 180 2011

72 171 2015

図書リスト

番号 書名 著編監修者 出版者 出版年

70
成年後見における死後の事務
事例にみる問題点と対応策

松川　正毅 日本加除出版 2011

71
社会福祉協議会における
法人後見の取り組みの考え方

―
全国社会福祉協
議会

2011

72 成年後見人をたてないとダメといわれたら読む本 粂　智仁 セルバ出版 2011

73
多様化する有料老人ホームに関する実態調査及び成年
後見制度活用等に関する調査報告書

－
全国有料老人
ホーム協会

2011

74
社会福祉協議会における地域福祉を基盤とする成年後
見制度への取り組みの基本的考え方と実務「地域社会
が支える成年後見推進事業」報告書

－
全国社会福祉協
議会

2011

75 Q&A　成年後見の財産管理 額田　洋一 学陽書房 2012

76
親族後見人の実態把握調査　報告書
親族後見人の実態把握と今後に向けた支援ネットワー
クの形成に関する事業

－
東京都社会福祉
協議会

2010

77 成年後見制度をめぐる諸問題 赤沼　康弘 新日本法規出版 2012

78
市民後見人の理念と実際  市民と専門職と行政のコラ
ボレーション

大阪市成年後見支援
センター

中央法規出版 2012

79
その人らしく生きる　成年後見、自己決定からコミュ
ニティフレンドまで

佐藤　彰一 Sプランニング 2009

80 成年後見の相談を受けたときどうする！？ 粂　智仁 日本加除出版 2012

81 成年後見教室  3訂版　実務実践編
成年後見センター・
リーガルサポート

日本加除出版 2013

82 活用しよう！任意後見  安心の老後と相続のために 寶金　敏明 日本加除出版 2011

84 市民後見人活動支援のための手引き －
大阪市成年後見
支援センター

2013

認知症医療・介護のための老年精神医学セミナー  第7回～第8回

成年後見制度（分類：324.65）

タイトル

成年後見制度　それぞれの幸福

成年後見制度～支え合う社会をつくるために～

成年後見の新たな担い手・市民後見人

楽しく学ぶ成年後見制度

タイトル

認知症の基礎知識とケア 第５巻 人権の擁護と施設のリスク管理

成年後見物語

地域を支える～市民後見人の活動～

認知症（分類：D-3-1）

認知症セミナー　認知症の薬と権利擁護
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番号 書名 著編監修者 出版者 出版年

85 別冊　判例タイムズ2013/04  後見の実務 － 判例タイムズ社 2013

86
今日から成年後見人になりました
いちばんわかりやすい成年後見の本

児島　明日美　他 自由国民社 2013

87 悩み解消ケアマネジャーのための成年後見29事例 真下　美由起 筒井書房 2014

88 事例に学ぶ成年後見入門　権利擁護の思考と実務 大澤　美穂子 民事法研究会 2015

89
これで安心！これならわかるはじめての成年後見後見
人の心得お教えします　第2版

成年後見センター・
リーガルサポート

日本加除出版 2015

90
これだけは知っておきたい成年後見・信託・年金制度
乗り切ろう超高齢社会

右山　昌一郎　他 大蔵財務協会 2015

91 成年後見読本  第2版 田山　輝明 三省堂 2016

92 あなたの悩みを解決できる！成年後見 池田　惠利子 第一法規 2016

93
成年後見における意思の探求と
日常の事務事例にみる問題点と対応策

松川　正毅 日本加除出版 2016

94
認知症700万人時代の失敗しない「成年後見」の使
い方成年後見を知らずに「お金・住まい・暮らし」は
守れない

鈴木　雅人 翔泳社 2017

95 社会福祉士がつくる身上監護ハンドブック　第2版 小賀野　晶一　他 民事法研究会 2017

96 本当は怖い！成年後見　成年後見人には気をつけろ！ 仲島　幹朗 文芸社 2017

97 一人暮らしで生きていくための任意後見入門 大野　益通 弓立社 2017

98 身寄りのいない高齢者への支援の手引き 改訂版 小嶋　正
東京都社会福祉
協議会

2017

102
成年後見制度のソリューション－法人後見のてびき－
利用促進の原動力「地域連携ネットワーク・中核機
関」の構築運営に向けて

齋藤　修　他 日本加除出版 2017

103
マンガでわかる成年後見制度 一生安心！
老後のお金から遺言の書き方まで

中山　二基子 講談社 2018

104
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

成年後見センター・
リーガルサポート

新日本法規出版 2018

105
よくわかる！成年後見のしくみと利用法
弱い立場の人を守りたい！

しんきん成年後見サ
ポート

ナツメ社 2018

106
ソーシャルワーカーのための成年後見入門
制度の仕組みが基礎からわかる

野﨑　和義 ミネルヴァ書房 2019

107
成年後見より家族信託
認知症の家族を守れるのはどっちだ!?

石川　秀樹 ミーツ出版 2019

108
事例でわかる経営者の認知症対策
任意後見・家族信託で会社を守る

川嵜　一夫　他 日本法令 2019

109 成年後見人へのそなえ　善し悪しは後見人しだい 石川　徹 里文出版 2020

110
成年後見制度の社会化に向けたソーシャルワーク実践
判断能力が不十分な人の自立を目指す社会福祉協議会
の取り組み

香山　芳範 法律文化社 2020

111 市民後見人養成講座　1　第3版
成年後見センター・
リーガルサポート

民事法研究会 2020

112 市民後見人養成講座　2　第3版
成年後見センター・
リーガルサポート

民事法研究会 2020

113 市民後見人養成講座　3　第3版
成年後見センター・
リーガルサポート

民事法研究会 2020

114 成年後見ハンドブック 平田　厚 法曹会 2020

成年後見制度（分類：324.65）
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番号 書名 著編監修者 発行所 発行年

162 絵で見てわかる人権　新版 岩本　一郎 八千代出版 2017

163 権利擁護がわかる意思決定支援　法と福祉の協働 平野　隆之　他 ミネルヴァ書房 2018

164 人権ってなんだろう？
アジア・太平洋人権
情報センター

解放出版社 2018

番号 書名 著編監修者 発行所 発行年

302
新版 社会福祉士をめざす人・相談援助に携わる人の
ために ソーシャルワーク実践事例集

渋谷　哲　他 明石書店 2016

番号 書名 著編監修者 発行所 発行年

A024-144
ドイツと日本「介護」の力と危機
介護保険制度改革とその挑戦

斎藤　義彦 ミネルヴァ書房 2012

番号 書名 著編監修者 発行所 発行年

637 百まで生きる覚悟　超長寿時代の「身じまい」の作法 春日  キスヨ 光文社 2018

番号 書名 著編監修者 発行所 発行年

364 ヘルプマン！ 18　成年後見制度編 2011

382 ヘルプマン！ 19　成年後見制度編 2011

403 ヘルプマン！ 20　成年後見制度編 2012

513 介護がわかる 2 生活を支える制度 医療情報科学研究所 メディックメディア 2018

番号 書名 著編監修者 発行所 発行年

228 絵でみる認知症 大國　美智子 ワールドプランニング 2007

402 現場で使える認知症ケア便利帖 田中　元 翔泳社 2016

番号 書名 著編監修者 発行所 発行年

32 人権と介護　虐待と認知症 丹波　史紀 地域人権ネット 2009

33
市町村・地域包括支援センタ－・都道府県のための養
護者による高齢者虐待対応の手引き

日本社会福祉士会 中央法規出版 2011

番号 書名 著編監修者 発行所 発行年

125 障害のある子の家族が知っておきたい「親なきあと」 渡部　伸 主婦の友社 2015

126 障害のある子が「親なきあと」にお金で困らない本 渡部　伸 主婦の友社 2016

146
障がいのある子が「親亡き後」に困らないために今で
きること

鹿野　佐代子　他 PHP研究所 2020

その他関連図書

番号 書名 著編監修者 発行所 発行年

320-174
済ませておきたい死後の手続き
認知症時代の安心相続術

岡　信太郎 KADOKAWA 2019

くさか　里樹

障がい児福祉（分類：Ａ274）

対人援助法（Ａ15）

高齢者福祉（分類：Ａ26）

介護（分類：Ａ2660）

認知症（分類：Ａ2661）

対人援助法（Ａ024）

高齢者虐待（分類：Ａ2667）

講談社

人権擁護（分類：327.7）
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