
中央法規出版 
社会福祉資格対策本・新刊 

  

KinoDenは、紀伊國屋書店がご提供する学術和書電子図書館サービスです。 
読みやすいビューア、未購入タイトルも含めた全文検索、試し読み・リクエスト
機能など、長年の経験を活かし「本当に使われる電子図書館」をご提供致します。 

KP00026246 ISBN:9784805858684 
社会福祉士国家試験過去問解説集２０２０ 
―第２９回－第３１回完全解説＋第２７回－第２８回問題＆解答 
KP00026249 ISBN:9784805858721 
社会福祉士国家試験受験ワークブック２０２０（専門科目編） 
KP00026250 ISBN:9784805858738 
社会福祉士・精神保健福祉士国家試験受験 
ワークブック２０２０（共通科目編） 
KP00026254 ISBN:9784805858813 
見て覚える！社会福祉士国試ナビ２０２０ 
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社会福祉士国家試験対策 

 

速報！ 2020年1月末 
販売開始予定 

介護福祉士国家試験対策 

精神保健福祉士国家試験対策 

※詳細は裏面をご参照ください。 

KP00026247 ISBN:9784805858677 
介護福祉士国家試験過去問解説集２０２０ 
―第２９回－第３１回全問完全解説 
KP00026252 ISBN:9784805858707 
介護福祉士国家試験受験ワークブック２０２０上 
KP00026253 ISBN:9784805858714 
介護福祉士国家試験受験ワークブック２０２０下 
KP00026255 ISBN:9784805858806 
見て覚える！介護福祉士国試ナビ２０２０ 
KP00026257 ISBN:9784805858882 
わかる！受かる！介護福祉士国家試験合格テキスト２０２０ 

KP00026248 ISBN:9784805858691 
精神保健福祉士国家試験過去問解説集２０２０ 
―第１９回－第２１回全問完全解説 
KP00026251 ISBN:9784805858745 
精神保健福祉士国家試験受験 
ワークブック２０２０（専門科目編） 
KP00026256 ISBN:9784805858820 
見て覚える！精神保健福祉士国試ナビ［専門科目］２０２０ 



書名 Product　ID 出版社名 底本刊行
年月 フォーマット

同時
アクセス1
本体価

同時
アクセス2
本体価

同時
アクセス3
本体価

著者 ISBN

社会福祉士国家試験過去問解説集
2020　第29回－第31回完全解説＋
第27回－第28回問題＆解答

KP00026246

中央法規出版 201905 PDF ¥8,360 － ¥12,540

日本ソーシャルワーク教育学校連盟 9784805858684

社会福祉士国家試験受験ワークブック
2020（専門科目編）

KP00026249
中央法規出版 201906 PDF ¥6,600 － ¥9,900

社会福祉士国家試験受験ワークブック編
集委員会【編】

9784805858721

社会福祉士・精神保健福祉士国家試
験受験ワークブック2020（共通科目
編）

KP00026250

中央法規出版 201906 PDF ¥6,600 － ¥9,900

社会福祉士・精神保健福祉士国家試
験受験ワークブック編集委員会【編】

9784805858738

見て覚える！社会福祉士国試ナビ
2020

KP00026254
中央法規出版 201907 PDF ¥6,160 － ¥9,240

いとう総研資格取得支援センター 9784805858813

介護福祉士国家試験過去問解説集
2020
第29回－第31回全問完全解説

KP00026247

中央法規出版 201905 PDF ¥6,600 － ¥9,900

介護福祉士国家試験受験対策研究会 9784805858677

介護福祉士国家試験受験ワークブック
2020上

KP00026252
中央法規出版 201906 PDF ¥6,160 － ¥9,240

介護福祉士国家試験受験ワークブック編
集委員会【編】

9784805858707

介護福祉士国家試験受験ワークブック
2020下

KP00026253
中央法規出版 201906 PDF ¥6,160 － ¥9,240

介護福祉士国家試験受験ワークブック編
集委員会【編】

9784805858714

見て覚える！介護福祉士国試ナビ
2020

KP00026255
中央法規出版 201908 PDF ¥5,280 － ¥7,920

いとう総研資格取得支援センター 9784805858806

わかる！受かる！介護福祉士国家試験
合格テキスト2020

KP00026257
中央法規出版 201905 PDF ¥5,720 － ¥8,580

介護福祉士国家試験受験対策研究会 9784805858882

精神保健福祉士国家試験過去問解説
集2020
第19回－第21回全問完全解説

KP00026248

中央法規出版 201905 PDF ¥8,360 － ¥12,540

日本ソーシャルワーク教育学校連盟 9784805858691

精神保健福祉士国家試験受験ワーク
ブック2020（専門科目編）

KP00026251
中央法規出版 201906 PDF ¥6,600 － ¥9,900

日本精神保健福祉士協会 9784805858745

見て覚える！精神保健福祉士国試ナビ
［専門科目］2020

KP00026256
中央法規出版 201908 PDF ¥5,720 － ¥8,580

いとう総研資格取得支援センター 9784805858820

11 精神保健福祉士国家試験の専門６科目について、これまでの出題実績や出題基準などを参考に、傾向と対策、重
要項目をまとめた。最新の制度施策に対応し統計資料も更新。受験に必要な知識を整理できる。繰り返し利用する
ことで実力ＵＰを図る受験対策図書の決定版。

12 精神保健福祉士国家試験の専門６科目について、これまでの出題実績や出題基準などを参考に、傾向と対策、重
要項目をまとめた。最新の制度施策に対応し統計資料も更新。受験に必要な知識を整理できる。繰り返し利用する
ことで実力ＵＰをはかる受験対策図書の決定版。

9 介護福祉士国家試験合格に必要な知識がこれ１冊で得られる最短コースのテキスト。「キーワード」「出題頻度」「頻
出マーク」「用語解説」などで、よく出るテーマを知識をムリなく、ムダなく身につける。○×問題で理解度チェックも可能。

10
第１９回から第２１回の精神保健福祉士国家試験全問題を収載し、１問ずつ選択肢ごとに開設した問題集。国
家試験の出題傾向がわかるように、各科目の出題基準に出題実績を盛り込んだ。学習すべき知識の基本理解、実
力試し、傾向対策、復習と、国試対策に幅広く活用できる一冊。

NO 書影

内容紹介

1

7 受験対策における定番参考書。科目ごとに分析した「傾向と対策」で全体像を把握し、抑えるべきポイントを「重要項
目」でインプット、「一問一答」で知識の確認、という３ステップで効果的に学べる。用語解説も充実し、試験直前まで
の学習をサポート。

8 介護福祉士国試の科目を４つの領域に分類し、図表やイラストなどを多用しながら、「試験の全体像」をつかめるよう
に解説。「勉強する時間が足りない」という受験者の悩みに応え、合格に向けて「重要事項・頻出事項」を確実に記
憶・理解していく効果的な勉強法を指南する。

5
第２９回から第３１回の介護福祉士国家試験全問題を収載し、解答とそれを導く考え方やポイントをイラストや図
表を用い丁寧に解説。法制度等の改正があった問題の解説には最新情報も追加。最新回の解説には出題傾向が
把握できる科目別ポイントも掲載。

6 受験対策における定番参考書。科目ごとに分析した「傾向と対策」で全体像を把握し、抑えるべきポイントを「重要項
目」でインプット、「一問一答」で知識の確認、という３ステップで効果的に学べる。用語解説も充実し、試験直前まで
の学習をサポート。

社会福祉士受験に必要となる基礎知識を網羅した参考書。「傾向と対策」「重要項目」「一問一答」で構成し、受
験生の試験直前までの学習をサポートする。第３１回国家試験に向けて、直近の国家試験や新しい法制度、近年
の動向等最新情報を盛り込む。

第２７回から第３１回の社会福祉士国家試験過去5年分の国家試験問題750問を掲載。29～31回の3年分
は各問題を選択肢ごとに丁寧に解説し、最新の制度や統計情報を脚注でフォロー。27･28回の2年分は問題と解答
を掲載。出題傾向の把握や実力試しに最適。

2

3
社会福祉士、精神保健福祉士の受験に必要な基礎知識を網羅した参考書。「傾向と対策」「重要項目」「一問一
答」で構成し、受験生の試験直前までの学習をサポートする。第３１回の国家試験に向け、新しい制度、近年の動
向等最新の情報を盛り込む。

4 社会福祉士国試１９科目を５つの領域に分類。図表やイラストなどを多用しながら、「試験の全体像」をつかめるよ
うに解説。覚えるべきポイントを１頁ずつカラーで「見える化」した。合格に向けて「重要事項・頻出事項」を確実に記
憶・理解していく効果的な勉強法を指南する。

https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00026246
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00026249
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00026250
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00026254
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00026247
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00026252
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00026253
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00026255
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00026257
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00026248
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00026251
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00026256


書名 Product　ID 出版社名 底本刊行
年月 フォーマット

同時
アクセス1
本体価

同時
アクセス2
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同時
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著者 ISBN

NO 書影

内容紹介

2020管理栄養士国家試験過去問解
説集　＜第29回～第33回＞5年分徹
底解説

KP00026258

中央法規出版 201907 PDF ¥6,600 － ¥9,900

管理栄養士国試対策研究会 9784805859070

訪問看護実務相談Q＆A
令和元年版

KP00026259
中央法規出版 201910 PDF ¥7,480 － ¥11,220

全国訪問看護事業協会 9784805859551

逐条解説　障害者総合支援法　第2版 KP00026260 中央法規出版 201903 PDF ¥10,560 － ¥15,840

障害者福祉研究会 9784805858424

平成30年食品衛生法等改正の解説
逐条解説・段階施行対応版

KP00026261
中央法規出版 201811 PDF ¥6,600 － ¥9,900

厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛
生・食品安全企画課【監修】

9784805858189

新訂第五版
身体障害認定基準及び認定要領

KP00026262
中央法規出版 201907 PDF ¥12,760 － ¥19,140

9784805858011

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

KP00026263

中央法規出版 201810 PDF ¥5,720 － ¥8,580

奥川幸子【監修】　河野聖夫【著】 9784805857762

障害ピアサポート
多様な障害領域の歴史と今後の展望

KP00026264
中央法規出版 201901 PDF ¥6,600 － ¥9,900

岩崎香 9784805858172

絶滅のおそれのある野生動植物の種の
保存に関する法律の解説

KP00026265
中央法規出版 201902 PDF ¥13,200 － ¥19,800

環境省自然環境局野生生物課 9784805858394

介護保険制度とケアマネジメント KP00026266 中央法規出版 201904 PDF ¥6,160 － ¥9,240

白澤政和 9784805858639

コミュニティソーシャルワークの新たな展
開

KP00026267
中央法規出版 201906 PDF ¥5,720 － ¥8,580

日本地域福祉研究所【監修】
宮城孝　菱沼幹男　大橋謙策【編】

9784805859001

事例とQ＆Aでわかる
ケアマネジャーのための医療連携ガイド

KP00026268
中央法規出版 201906 PDF ¥5,280 － ¥7,920

日本ケアマネジメント学会認定ケアマネ
ジャーの会【監修】　白木裕子【編】

9784805858974

援助力を高める事例検討会
新人から主任ケアマネまで

KP00026269
中央法規出版 201812 PDF ¥5,280 － ¥7,920

日本ケアマネジメント学会認定ケアマネ
ジャーの会【監修】　白木裕子【編】

9784805858141

23 ケアマネジャーが医療との連携をスムーズに行うために知っておきたい知識を解説する。医療連携に係る介護・診療報
酬を押さえ、実際の事例で連携の具体的な手法を学び、Ｑ＆Ａで困り事を解消。明日の連携で使えるオリジナル
シートも収載。医療連携への苦手意識を打破する一冊。

24 事例検討会で悩むケアマネジャーに向けて、その目的、テーマ、事前準備、運営の手法等を実践的に解説。事例を
理解するためのやりとりが学べる逐語展開も収載した。参加者として、事例提供者として、司会として、どう取り組み、
援助力の向上につなげればよいのかがわかる一冊。

21
介護保険制度がスタートし、介護支援専門員にケアマネジメントの概念が導入されて約２０年。介護保険制度・ケ
アマネジメントの約２０年の歩みを第一人者の白澤政和氏が検証する。制度の変遷が概観でき、福祉系の研究者
や学生等が資料的位置づけとして活用できる一冊。

22 地域共生社会の構築が叫ばれる中、地域福祉に関する政策や実践は転換期を迎えている。そうした中、複雑で多
様化している地域課題に対応するため、本書はコミュニティソーシャルワークの新たな展開に関する視座と理論、実践
方法までを提起。地域福祉実践者の新しい教科書。

19 精神障害、身体障害、知的障害、難病、高次脳機能障害の当事者、専門職、研究者が、各領域に共通するピア
サポートを明確にする。これまでの歴史を踏まえ、多様な障害領域のピアサポート活動の現状を紹介し、今課題となっ
ている専門職とピアサポーターの協働について考察する。

20 「種の保存法」の改正により、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存のための施策が一層強化された。本書は、
特定第二種国内希少野生動植物種の制度の新設や国際希少動植物の登録手続きの改善など、大幅な改正を反
映した解説本。法を理解するために必要な一冊。

17 身体障害認定における「認定基準」、「認定要領」、「疑義解釈」などの関係通知を、障害種別ごとに整理・編集。診
断書の記載例やその解説も豊富に収録した。判定に関わる医師や自治体関係者に最適の一冊。平成３０年７月
からの視覚障害に係る基準の見直しにも対応。

18
対人援助の実践力を磨く方法として有効なグループスーパービジョン。長年スーパービジョンに取り組んできた著者が、
効果的な実践法である「ＯＧＳＶモデル」の考え方と取り組み方を詳述する。スーパーバイザー、事例提出者、参加
メンバーの実力向上につながるノウハウが満載。

15
障害者保健福祉施策の骨格を定める障害者総合支援法の解釈について、政省令や通知等の規定を交えながら詳
細に解説。障害者総合支援法の施行後３年を目途とした制度見直しや、地域包括ケア強化法、地方分権一括
法等の多様な改正内容を反映させた第２版。

16 厚生労働省監修のもと、平成１５年以来の大改正である平成３０年６月公布の改正食品衛生法の概要、改正
法の逐条解説、ＱＡ等の関連資料を収載。法施行に向け多岐にわたる整備が進むなか、新たな制度の理解を深め
るための一冊。食品衛生法改正後全文も段階施行に対応し収載。

13
５年分の国家試験問題全1000問を収載した過去問題集。最新の第３３回試験は、実際の問題をシミュレーショ
ンできるよう出題順に掲載。第２９回～第３２回試験は、出題基準に対応させ問題を分類・再構成した。出題頻
度や出題傾向がわかる一冊。最新の制度・ガイドラインに対応。

14 訪問看護ステーション運営に必要な介護報酬と診療報酬について、それぞれの算定要件や手続き等を、概要やＱ＆
Ａで解説する。令和元年１０月の消費増税に対応し、過去の報酬改定のポイントや訪問看護の算定例、約５０
０項目のＱ＆Ａを収録。初任者からベテランまで必携の一冊。

https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00026258
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00026259
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00026260
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00026261
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00026262
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00026263
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00026264
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00026265
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ナースのためのクレーム対応術 KP00001596 中央法規出版 201012 PDF ¥4,400 － ¥6,600

関根健夫　杉山真知子 9784805833933

ナースのためのストレスコントロール術 KP00001597
中央法規出版 200710 PDF ¥3,520 － ¥5,280

下園壮太 9784805829349

ナースのためのマナー＆接遇術 KP00001598 中央法規出版 201209 PDF ¥4,840 － ¥7,260

関根健夫　杉山真知子 9784805836996

事例検討から学ぶ看護実践のための倫
理と責任

KP00001599
中央法規出版 201401 PDF ¥5,280 － ¥7,920

宮脇美保子 9784805839591

高齢者のこころとからだ事典 KP00001600 中央法規出版 201409 PDF ¥11,880 － ¥17,820

日本老年行動科学会【監修】
大川一郎【編集代表】
佐藤眞一ほか【編】

9784805850688

身近な事例で学ぶ看護倫理 KP00001601 中央法規出版 200804 PDF ¥3,960 － ¥5,940

宮脇美保子 9784805829899

地域包括ケアシステム構築のためのマネ
ジメント戦略

KP00001602
中央法規出版 201403 PDF ¥6,600 － ¥9,900

筒井孝子 9784805839843

ナースのためのレポートの書き方 KP00001603 中央法規出版 201412 PDF ¥4,400 － ¥6,600

水戸美津子 9784805850862

ソーシャルワークの思想 KP00009500 中央法規出版 201211 PDF ¥7,480 － ¥11,220

日本社会福祉学会 9784805837283

保育原理 KP00024980 中央法規出版 201902 PDF ¥4,400 － ¥6,600

児童育成協会【監修】
天野珠路　北野幸子【編】

9784805857816

教育原理 KP00024981 中央法規出版 201901 PDF ¥4,400 － ¥6,600

児童育成協会【監修】
矢藤誠慈郎　北野幸子【編】

9784805857823

子ども家庭福祉 KP00024982 中央法規出版 201902 PDF ¥4,400 － ¥6,600

児童育成協会【監修】
新保幸男　小林理【編】

9784805857830

35

保育士養成課程の目標と内容をふまえ、保育士として必要な知識と技術を網羅したテキストシリーズ。本巻では、教
育の意義や目的、わが国や諸外国における教育の歴史や教育思想の変遷をふまえ、各国の教育制度や教育実践
について理解し、幼児期の学びの特性や生涯学習社会の課題について学ぶ。

36

保育士養成課程の目標と内容をふまえ、保育士として必要な知識と技術を網羅したテキストシリーズ。子どもの権利
について一層の理解を深め、子どもや家庭をとりまく現状や課題、どのような支援があるのか、子どもやその家庭を支え
る社会のしくみについて体系的に学ぶ。

33
「始原」「実存哲学」「ポストモダン」「個人と社会」「当事者」。“思想”を深く見つめる根源的議論から、ソーシャルワーク
の姿がいま照らし出される。

34
保育士養成課程の目標と内容をふまえ、保育士として必要な知識と技術を網羅したテキストシリーズ。本巻では、
「保育の理念と概念」「保育所保育指針における保育の基本」など、保育における基本と意義を学ぶ。

31
「地域包括ケアシステム」の概念を背景・意図・将来的ビジョンを含めて包括的に把握できる理論書。諸外国の論考
も分析し、日本で同システムを構築するための示唆を、進展する多様な政策も踏まえてまとめた。保険者・介護事業
者等の実務者にとって有益な情報も収載。

32
会議録、研修報告書、伝達講習用資料、事例検討用資料、事故報告書、学会報告ｅｔｃ．今日から活かせる
文章のルールと知識。

29

「こころ」と「からだ」精鋭の執筆陣が高齢者を分析！！高齢者の身体、心理、行動、能力、高齢者を取り巻く社会
や現象、環境、さらには認知症、介護、心理療法など、広範囲の領域を完全網羅！充実した解説と、最新の情報、
豊富な図表による新事典、ここに完成！！

30

高度化する医療現場では、先端医療や尊厳死の問題、医療従事者－患者関係の変化など、日常的に倫理的な
ジレンマへ陥る場面が増えている。本書は、こうした場面で「なにかおかしい、これで良いのか」と思い悩む看護師や看
護学生に倫理的な考え方・行動を教えてくれる一冊。

27
美しい立ち居振る舞いや身だしなみ、環境整備に患者さんへの心配りまで、ナースが身につけておきたいマナーの基本
を解説。一歩上の会話のスキルやクレームを生まないコツなど、すぐに役立つ接遇技術が満載。

28 本書は、医療現場で起こっている倫理的問題をカンファレンス形式で事例検討し、倫理的実践すなわち「よりよい看
護」とは何かを明らかにしていく。臨床現場の看護師が倫理問題を言語化し、よりよい看護に向かうための一冊であ
る。

25

近年、医療機関での苦情やクレームが増加している。それを最前線で受け止めるナースや医師、コメディカル、事務職
のために初期対応で解決する技法から組織による対応まで、クレーム対応術のすべてを解説。「あのナースが気に入ら
ない」「食事がまずい」という苦情から「誠意をみせろ」「上司を出せ」といったハードクレームまで、いざ直面したときに困ら
ないために、知っておきたい知識と技術。

26
ナースとはいえ、｢ストレス｣と無縁ではない。本書は、ストレスについての考え方や基本的対応、人間関係、ストレスに
負けない心を鍛える方法など、ストレスを抱えることの多い臨床ナースに向けて、｢疲れたこころ｣を癒し、乗り越えるため
のコツを分かりやすく解説。○ナースの生活はストレスだらけ○ストレスって何物？○癒し系ストレス解消法○人間関
係ストレスと上手に付き合うコツ○人に教える、育てることの難しさ○ピンチに陥ったら○ストレス・うつに負けない体質
作り
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