
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。）

2021年５月現在

◆ 『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 / 学文社 / 2020年

◆ 『支援者・家族のためのひきこもり相談支援実践

ガイドブック ８０５０問題、発達障害、ゲーム

依存、地域包括、多様化するひきこもり支援』
原田 豊 著 / 福村出版 / 2020年

◆ 『医療福祉総合ガイドブック 2020年度版』
日本医療ソーシャルワーク研究会 編 / 医学書院 /

2020年

対人援助専門職のスキル向上と成長を促進するスーパー

ビジョンのテキスト。スーパービジョンの理論を紹介す

るだけでなく、実践に役立つ具体的な方法や、スーパー

バイザーを養成するための研修プログラムも提示。
（A2669-24）

近年８０５０問題など大きな問題となっているひきこ

もり。発達障害や精神疾患を有する人が少なくない現

状を踏まえ、ひきこもり相談支援に求められる理解と

実践について事例を基に解説。
（A471-51）

対人援助関係図書・DVD紹介

（A90-78）

医療ソーシャルワーカーたちの実践の中から生まれた

ガイドブック。全国共通で利用頻度の高い制度から地

域によって異なるサービス例まで幅広く網羅し、利用

者の視点から医療福祉サービスを横断的に解説。
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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

18 61 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

65 181 2013

67 175 2014

番号 分 発行年

18 社会福祉士の仕事   1 22 2010

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-2-1-41 50 2009

Ｄ-10-3 31 2006

Ｄ-10-4 33 2006

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

信田さよ子講演会　問題を抱えた家族への援助と支援の実際　　　

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）

医療介護福祉従事者のための新人職員研修

認知症の心理と行動
「なじみの空間」・「つながる時間」・「かかわる他者」

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

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

終末期のケア　いのちを支える援助的コミュニケーション
(介護レベルアップシリーズ)

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

社会福祉法人一麦会「麦の郷」（和歌山県和歌山市 ）ソーシャルインク
ルージョンヘの挑戦　(地域福祉実践シリーズⅠ)

社会福祉法人氷見市社会福祉協議会（富山県氷見市）コミュニティソー
シャルワークの創造　(地域福祉実践シリーズⅠ)

コミュニティソーシャルワーク

その他
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図書リスト

番号 書名 著編監修者名 出版社 発行年

A14-76 知りたい！ソーシャルワーカーの仕事 木下　大生　他 岩波書店 2015

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

番号 書名 著編監修者名 出版社 発行年

308 ソーシャルワークへの招待　(シリーズ社会福祉の視座　2） 北川　清一　他 ミネルヴァ書房 2017

309
ソーシャルワーカーのソダチ
ソーシャルワーク　教育・実践の未来のために

後藤　広史　他 生活書院 2017

310 共感的傾聴術　精神分析的に“聴く”力を高める 古宮　昇 誠信書房 2014

311
対人援助の現場で使える
聴く・伝える・共感する技術便利帖

大谷　佳子 翔泳社 2017

312
すぐに使える！学生・教員・実践者のためのソーシャ
ルワーク演習

ソーシャルワーク
演習研究会

ミネルヴァ書房 2018

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

スーパービジョン（分類A2669）

番号 書名 著編監修者名 出版社 発行年

17
ソ－シャルワ－ク・ス－パ－ビジョン実践入門　　職
場外ス－パ－ビジョンの取り組みから

浅野　正嗣 みらい 2011

18 福祉の現場で役立つスーパービジョンの本 助川　征雄　他 河出書房新社 2012

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（分類A14・A142）

対人援助法（分類A15）
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コミュニケーション・人間関係（分類A2864）

番号 書名 著編監修者名 出版社 発行年

138
「空気」を読んでも従わない
生き苦しさからラクになる

鴻上　尚史 岩波書店 2019

139
離れたくても離れられない
あの人からの「攻撃」がなくなる本

Joe
SBクリエイ
ティブ

2019

144 他人を攻撃せずにはいられない人 片田　珠美 PHP研究所 2013

精神医学（分類A286）

番号 書名 著編監修者名 出版社 発行年

224 精神疾患にかかわる人が最初に読む本 西井　重超 照林社 2018

226
パニック症・社交不安症・恐怖症患者さんのための認
知行動療法やさしくはじめから

稲田　泰之　他 じほう 2019

227
よくわかるこころの病気に効く漢方薬
(こころのクスリBOOKS)

根本　幸夫　他 主婦の友社 2020

番号 書名 著編監修者名 出版社 発行年

48 中高年ひきこもり　社会問題を背負わされた人たち 藤田　孝典 扶桑社 2019

49
ひきこもりのライフプラン「親亡き後」をどうするか
新版　(岩波ブックレット　No.1023)

斎藤　環　他 岩波書店 2020

50 学校に行きたくない君へ　続 全国不登校新聞社 ポプラ社 2020

51
支援者・家族のためのひきこもり相談支援実践ガイド
ブック　 8050問題、発達障害、ゲーム依存、地域包
括、多様化するひきこもり支援

原田　豊 福村出版 2020

番号 書名 著編監修者名 出版社 発行年

319
「介護力日本一」への町づくり
5年間の実証から介護「2538」への提案

金子　進 杉並けやき出版 2020

320
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 ミネルヴァ書房 2020

321
ソーシャル・キャピタルに着目した包括的支援
結合型SCの「町内会自治会」と橋渡し型SCの
「NPO」による介護予防と子育て支援

川島　典子 晃洋書房 2020

番号 書名 著編監修者名 出版社 発行年

68
50のケースで考える医療ソーシャルワーカーの心得
時代と向き合う実践記録

高山　俊雄 現代書館 2011

75 地域包括ケア時代の医療ソーシャルワーク実践テキスト
日本医療ソーシャ
ルワーク学会

日総研出版 2018

77
私はあなたを見捨てない
ソーシャルワーカーのひとりごと

宮内　佳代子 角川書店 2003

78 医療福祉総合ガイドブック　2020年度版
日本医療ソーシャ
ルワーク研究会

医学書院 2020

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（分類A471）

1975年冬Vol.1 No.1～

1973年10月　第1号～

2003年3月～

地域福祉（分類A70）

医療社会福祉（分類A90）
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