
DVDリスト

組織運営関係

分類 分 製作年

D-2-1-26 23 2003

D-2-1-46 21 2010

D-2-1-71 79 2012

D-2-1-75 36 2014

タイトル

火事だぁー！小規模介護施設と地域住民の共同避難訓練

いのちを守る　福祉施設火災の初期対応

患者・利用者・家族の心に届く接遇マナー研修

高齢者の施設  老人ホーム（特別養護老人ホーム）  認知症高齢者グループホーム
第３巻

組織運営関係図書･ＤＶＤ紹介
2021年 7月現在

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】

図書紹介

◆ 『事例でわかる介護現場の外国人材受け入れ方と

接し方ガイド』
結城 康博 他 著 ／ ぎょうせい ／ 2021年

◆ 『医療・介護における個人情報保護Q&A

改正法の正しい理解と適切な判断のために

第２版』
飯田 修平 他 著 ／ じほう ／ 2020年

医療機関や介護施設での重大な問題である個人情報へ

の対応について、現場の質問・疑問をもとにＱ＆Ａ形

式で解説。個人情報保護法やマイナンバー法に関わる

参考資料も収録。新型コロナウイルス感染症対応を取

り上げた。
（327.7-165）

（A13-145）

介護分野の人材不足は深刻であり、外国人介護士（職

員）への期待は高まっている。外国人介護士を受け入れ

るにあたって、手続きや対応について現場目線で解説す

る。
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DVDリスト

組織運営関係

分類 分 製作年

D-2-5-4 300 2006

D-2-5-5 96 2006

D-2-5-6 175 2006

D-2-5-7 275 2007

D-2-5-8 80 2007

D-2-5-9 123 2007

D-2-5-10 138 2007

D-2-5-13 162 2006

D-2-5-16 277 2006

D-2-5-19 263 2008

D-2-5-20 276 2007

D-2-5-45 106 2011

D-2-5-48 207 2011

D-2-5-51 185 2010

D-2-5-52 100 2010

D-2-5-54 158 2012

D-2-5-55 115 2009

D-2-5-56 150 2013

D-2-5-57 62 2013

D-2-5-58 63 2012

D-2-5-59 55 2012

D-2-5-60 72 2015

D-2-5-62 108 2014

D-2-5-65 181 2013

D-2-5-70 182 2016

D-2-5-71 169 2016

D-2-5-72 194 2016

D-2-5-73 185 2016

組織運営関係

分類 分 製作年

D-12-5 26 2008

D-12-9 103 2015

D-12-10 20 2016

デイサービスの質向上の方法～デイサービス・デイケアの的確な集客法～
峠田 英伸シリーズ1

介護・福祉事業者のリスクマネジメント講座

効果的な会議を進めるスキルアップ研修

新人・若手職員のためのコミュニケーション研修　医療介護従事者向け

新人・若手職員のための仕事の進め方研修　医療・介護従事者向け

リーダーのための職場の人間関係力アップ

医療介護事業者向け コンプライアンス研修

医療介護福祉従事者のための新人職員研修

生活相談員に必要な仕事力　梅沢佳裕シリーズ　1

訪問介護サービス提供責任者の役割と業務理解

法令遵守を踏まえた通所介護計画のつくり方

介護職の離職を防ぐ！ストレスマネジメント

介護保険施設で現場を動かしまとめるコミュニケーション能力　高口光子シリーズ　2

よい介護職員は、どうして居つかないのか  介護職が職場を辞めるとき
高口光子シリーズ　3

リーダーのためのケア技術論 高口光子シリーズ　5

これからの看護・介護に求められる専門性　高口光子シリーズ

タイトル

介護保険施設での看護・介護リーダーとしての仕事

パワーハラスメント　そのときあなたは・・・

企業活動に人権的視点を　CSRで会社が変わる・社会が変わる

LGBTを知ろう　(考えよう！ハラスメント)

新人介護職員にも使える！コミュニケーション接遇スキル

タイトル

介護保険施設での接遇マナー実践学習

リーダーのための接遇マナー実践学習Ⅱ

新人・若手職員のためのストレスマネジメント研修 メンタルヘルス
医療・介護従事者向け

プリセプターシップの実践とポイント

介護職が楽になるコミュニケーショントレーニング

クレームをトラブルにさせない家族との関わり方　高口光子シリーズ

介護職員にプロ意識を伝えるリーダーの関わり方　高口光子シリーズ

新人教育の指導とポイント　大瀧厚子シリーズ

職場のメンタルヘルスとマネジメント 　「うつ」と「うつ」の病の理解と対策

ケアマネのお仕事論　研修DVDシリーズ
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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

A13-117
社会福祉法人の不正防止・内部統制・監査
もう「知らない」ではすまされない

全国社会福祉法人会計
研究会

清文社 2014

A13-127
介護保険事業運営の手引　指定基準・介護報酬・Q&A 　通
所介護編　4訂版

介護保険事業運営の手
引編集委員会

中央法規出版 2016

A13-128 介護施設運営・管理ハンドブック 鳥羽　稔 日本法令 2016

A13-129 社会福祉法人の運営と財務 古田　清和　他 同文舘出版 2016

A13-130
「社会福祉充実計画」の作成ガイド
計画を成功に導く事業経営のポイント

西川　吉典　他 中央経済社 2017

A13-134
在宅介護サービス事業成功の法則　訪問介護・居宅介護支
援事業からの訪問看護・障がい者総合支援事業への参入
勝ち残る方程式　知らないと損をする起業のコツ

荒井　信雄 税務経理協会 2018

A13-135
EPA・技能実習生・在留資格を比較!介護施設のための外国
人介護職員受入れへの一歩

湯川　智美 第一法規 2019

A13-136
はじめての施設長マニュアル
介護事業所を成功に導く

日本経営介護福祉コン
サルティング部

クロスメディア・
パブリッシング

2019

A13-137
医療&介護の職場トラブルQ&A　労働環境・ハラスメン
ト・給与・残業・メンタルヘルス-全120QA

日本人事労務コンサルタ
ントグループ(LCG)医業
福祉部会　他

医学通信社 2019

A13-138
介護職員処遇改善加算取得・活用ハンドブック
人が集まる介護事業所をつくる!

三島　幹雄　他 日本法令 2020

A13-139
訪問看護・介護事業所必携!暴力・ハラスメントの予防と対
応　スタッフが安心・安全に働くために

三木　明子 メディカ出版 2019

A13-140
社会福祉法人・福祉施設経営における人事・労務管理論
2020

― 全国社会福祉協議会 2020

A13-141 社会福祉法人・福祉施設経営における財務管理論　2020 ― 全国社会福祉協議会 2020

A13-142
これで失敗しない!介護事業の経営・運営ノウハウ
人事・財務・危機管理・マーケティング・認知症対応etc

高頭　晃紀　他 同友館 2020

A13-143
社労士が書いた介護「人財」の採用・育成・定着のための
職場作り　コンサルティング支援の実践

林　正人 税務経理協会 2020

A13-144
即実践!介護サービスの質の高め方
施設長のスキルアップブック

日本経営介護福祉コン
サルティング部

クロスメディア・
パブリッシング

2021

A13-145 事例でわかる介護現場の外国人材受け入れ方と接し方ガイド 結城　康博　他 ぎょうせい 2021

364-352
社会保険・労働保険の事務手続基礎の基礎
図表とチャートでズバッとわかる!

五十嵐　芳樹 清文社 2014

364-365 外国人の医療・福祉・社会保障相談ハンドブック
移住者と連帯する全国
ネットワーク

明石書店 2019

364-366
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

ケアマネジャー編集部 中央法規出版 2019

介護経営

番号 書名 著編監修者名 出版社 出版年

A133-53
実地指導はこれでOK!おさえておきたい算定要件
特養・老健編

小濱　道博 第一法規 2020

A133-54
実地指導はこれでOK!おさえておきたい算定要件
小規模多機能・グループホーム編

小濱　道博 第一法規 2020

A133-55 コロナ時代の介護事業戦略 小濱　道博 翔泳社 2020

A262-155
希望の介護モンテッソーリケア
認知症高齢者がいきいき暮らす介護施設の秘密

和氣　伸吉
幻冬舎メディアコ
ンサルティング

2019

A262-156
PEAPにもとづく認知症ケアのための施設環境づくり実践マ
ニュアル

児玉　桂子　他 中央法規出版 2010

運営管理（労務管理・財務管理・人事管理・事業経営）
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人材育成

番号 書名 著編監修者名 出版社 出版年

A142-115 職場改革で実現する介護業界の人材獲得戦略 馬場　拓也
幻冬舎メディアコ
ンサルティング

2015

A142-116
現場で役立つ介護・福祉リーダーのための
チームマネジメント

井上　由起子　他 中央法規出版 2019

A142-117
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 中央法規出版 2020

A142-118
介護医療施設でスタッフがスグに辞めない職場づくり57の
秘策

後藤　功太 セルバ出版 2020

A142-119
辞めさせたくない社員が辞めない組織　人材激薄の介護業界もよ
みがえる　次世代リーダーのつくり方　生産力アップのための新
リーダー読本

井戸　和宏
ヒポ・サイエンス
出版

2020

A142-120
主体性を引き出すOJTが福祉現場を変える　事例で学ぶ環境づく
りと指導法　（新・MINERVA福祉ライブラリー）

津田　耕一 ミネルヴァ書房 2020

リスクマネジメント

番号 書名 著編監修者名 出版社 出版年

A2665-87
介護リーダーのリスクマネジメント入門　想定外のことが起
こっても対処できる介護現場の危機管理能力の高め方

葛田　一雄 ぱる出版 2020

A2665-88
事例に学ぶ介護リスクマネジメント
事故・トラブル・クレーム対応60のポイント

山田　滋 中央法規出版 2020

Ａ30-73
大地震から認知症高齢者を守れ！！
小規模介護事業所の実体験から-

高橋　恵子 ぱーそん書房 2018

Ａ30-75
シニアのための防災バイブル
被災したシニアのリアルな声で作りました

― 宝島社 2019

Ａ30-77
緊急事態宣言対応最善最強の防災ガイドブック　新型コロ
ナウイルス・感染症対策・地震・台風・水害等に役立つ!

― コスミック出版 2020

Ａ30-78
ひな型でつくる福祉防災計画
避難確保計画からBCP、福祉避難所

鍵屋　一　他 東京都福祉保健財団 2020

327.7-165
医療・介護における個人情報保護Q&A
改正法の正しい理解と適切な判断のために　第2版

飯田　修平　他 じほう 2020

ファシリテーション（分類：336.2）

番号 書名 著編監修者名 出版社 発行年

30 マンガでやさしくわかるファシリテーション 谷　益美　他
日本能率協会マネ
ジメントセンター

2017

31 図解でわかる！ファシリテーション 松山　真之助 秀和システム 2018

32
図解組織を変えるファシリテーターの道具箱
働きがいと成果を両立させるパワーツール50

森　時彦　他 ダイヤモンド社 2020

33
ソーシャル・ファシリテーション
「ともに社会をつくる関係」を育む技法

徳田　太郎　他 北樹出版 2021

コーチング（分類：336.4）

番号 書名 著編監修者名 出版社 発行年

45 リーダーのための！コーチングスキル 谷　益美 すばる舎 2017

47 超訳カーネギー人を動かす デール　カーネギー
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

2018

48
新コーチングが人を活かす
気持ちと能力を高める最新コミュニケーション技術

鈴木　義幸
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

2020

雑誌リスト

雑誌名 出版社 所蔵年・所蔵巻 所蔵

― 地域介護経営 介護ビジョン 日本医療企画 2008年 4月号 ～ 継続

― 介護人財(通所＆施設マネジメント) 日総研出版 2006年vol.3 継続
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