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地域を変える  
認知症カフェ企画・運営マニュアル 

出版年月:2018/09 
ISBN:9784805857397 
ProductID:KP00032776 
同時アクセス1 
本体価格 

同時アクセス3 
本体価格 ¥4,840  ¥7,260   同時アクセス1 

本体価格 
同時アクセス3 
本体価格 ¥3,960  ¥5,940  

特別な配慮を必要とする子どもが 
輝くクラス運営 

出版年月:2018/08 
ISBN:9784805857441 
ProductID:KP00032778 

発達障害、外国籍、貧困等、
配慮が必要な子どもたちのい
るクラスで、 「子どもの資質・
能力を育む」視点をどのように
実践すればよいのか。筆者が
出会った事例をもとに、集団
のダイナミズムを活かしたクラス
運営を解説。一人ひとりの違
いをみんなの学びに変える保
育を考える。 

同時アクセス1 
本体価格 

同時アクセス3 
本体価格 ¥5,500 ¥8,250  

生活困窮者自立支援 

制度の背景、施行から平
成30年の改正に至るまで
の経緯、制度の仕組み・内
容、自立支援の手順を示
す。さらに地域における包
括的支援体制、地域づくり
も解説。改正後条文は改
正箇所を明確にし全文掲
載、新旧対照表は施行日
ごとに収載した。 出版年月: 2018/11 

ISBN: 9784805858158 
ProductID: KP00032784 

社会保障入門 

同時アクセス1 
本体価格 

同時アクセス3 
本体価格 ¥5,280  ¥7,920   

社会保障全般の法制度・
統計をわかりやすく図解した
「社会保障」の入門書。初
めて社会保障制度を学ぶ方
のための学習書として、医療
福祉論、社会福祉概論の
教材として最適。毎年、最
新の情報を収載して発行す
る。本年版では、幼児教育・
保育の無償化を含む最新の
動向を反映した。 

出版年月:2020/01 
ISBN:9784805859766 
ProductID:KP00032789 

社会の一隅を照らす 

「継続」をテーマにまとめた認
知症カフェの企画・運営マ
ニュアル。認知症カフェの目
的、役割、地域での存在意
義を整理し、自然に人が集
まる場づくりの原則を解説す
る。認知症カフェの運営上の
課題を解決するＱ＆Ａも掲
載。認知症カフェ運営者の
「拠りどころ」となる一冊。 

『社会福祉士国家試験受験ワークブック 2021（専門科目編）』 
『見て覚える！社会福祉士国試ナビ 2021』 など、 
人気タイトルも続々配信予定！！ 

mailto:ict_ebook@kinokuniya.co.jp


ProductID ISBN タイトル 著者 
同時 

アクセス1 
本体価 

同時 
アクセス3 
本体価 

フォー 
マット 

KP00032776 9784805857397 地域を変える 認知症カフェ企画・運営マニュアル 
矢吹知之／ 
ベレ・ミ－セン 

¥4,840 ¥7,260 PDF 

KP00032777 9784805857434 多様性時代のソーシャルワーク ヴィラ－グ・ヴィクトル ¥8,360 ¥12,540 PDF 

KP00032778 9784805857441 特別な配慮を必要とする子どもが輝くクラス運営 松井剛太 ¥3,960 ¥5,940 PDF 

KP00032779 9784805857519 市町村社会福祉行政のアドミニストレーション 森明人 ¥8,800 ¥13,200 PDF 

KP00032780 9784805857540 教室でできる 気になる子への認知行動療法 松浦直己 ¥4,400 ¥6,600 PDF 

KP00032781 9784805857564 地域共生社会に向けたソーシャルワーク 日本社会福祉士会 ¥5,280 ¥7,920 PDF 

KP00032782 9784805857793 被災地の子どものこころケア 松浦直己／八木淳子 ¥4,840 ¥7,260 PDF 

KP00032783 9784805858134 一隅を照らす蝋燭に 田島良昭 ¥3,960 ¥5,940 PDF 

KP00032784 9784805858158 生活困窮者自立支援 岡部卓 ¥5,500 ¥8,250 PDF 

KP00032785 9784805858370 
TEACCHプログラムに基づく 自閉症児・者のための自立課題
アイデア集 

諏訪利明／林大輔 ¥4,840 ¥7,260 PDF 

KP00032786 9784805858615 ソーシャルワーカーのための研究ガイドブック 日本ソ－シャルワ－ク学会 ¥6,600 ¥9,900 PDF 

KP00032787 9784805858660 社協・行政協働型コミュニティソーシャルワーク 田中英樹／神山裕美 ¥6,160 ¥9,240 PDF 

KP00032788 9784805859032 福祉現場で役立つ 動機づけ面接入門 須藤昌寛 ¥4,400 ¥6,600 PDF 

KP00032789 9784805859766 社会保障入門 社会保障入門編集委員会 ¥5,280 ¥7,920 PDF 

KP00032790 9784805859773 社会福祉の動向 社会福祉の動向編集委員会 ¥5,500 ¥8,250 PDF 

KP00032791 9784805881026 ナースのためのレポートの書き方 第2版 水戸美津子 ¥4,400 ¥6,600 PDF 

KP00032792 9784805881071 まちづくりの福祉社会学 杉岡直人 ¥6,160 ¥9,240 PDF 

10月新刊 



ISBN タイトル 内容紹介 
底本 

刊行年月 

同時 
アクセス1 

予価 
（本体価） 

同時 
アクセス3 

予価 
（本体価） 

フォー 
マット 

9784805859261  
よくある場面から学ぶ 
介護技術 

介護職の「知識」を「実践力」に変えるシリーズ。「介護技術」では、「先
輩に教わった通りに」「時間内に終えるために」「何となくラクそうだから」
などの理由から、やってしまいがちな不適切な対応場面を取り上げ、よ
くない原因と具体的な対応方法を丁寧に解説する。 

201909 ¥4,840 ¥7,260 PDF   

9784805859278  
よくある場面から学ぶ 
コミュニケーション技術 

介護職の「知識」を「実践力」に変えるシリーズ。「コミュニケーション技
術」では、現場の介護職が「やってしまいがち」「困ってしまう」などの場
面を取り上げ、うまくいかない理由とその改善方法を解説。コミュニケー
ションにおける自分の強みと、その活かし方も紹介。 

201909 ¥3,960 ¥5,940 PDF   

9784805859285  
よくある場面から学ぶ 
マナーと接遇 

介護職の「知識」を「実践力」に変えるシリーズ。「マナーと接遇」では、し
てはいけないマナー・接遇例とその対応策をイラストで紹介。身だしな
みや対利用者へのマナーなどの基本から、家族からのクレーム対応ま
で、介護職が身につけておくべきマナー・接遇を網羅。 

201909 ¥3,960 ¥5,940 PDF   

9784805859292  
よくある場面から学ぶ 
認知症ケア 

介護職の「知識」を「実践力」に変えるシリーズ。「認知症ケア」では、認
知症のある人へやってしまいがちなケアの場面などを取り上げ、原因か
ら対応までを解説。日々のかかわり方、基本の介護技術を見直し、利
用者に安心を感じてもらうケアを実践するための一冊。 

201909 ¥3,960 ¥5,940 PDF   

9784805881149 
よくある場面から学ぶ 
疾患・症状への対応 

介護職の「知識」を「実践力」に変えるシリーズ。本書では、発熱や頭痛
など、介護職が苦手としがちな身体症状や疾患への対応、緊急時の対
応について、「やってしまいがち」「不適切」な場面を取り上げ、観察のポ
イントや望ましい対応、予防の視点をわかりやすく示す。 

202004 ¥3,960 ¥5,940 PDF   

9784805881156 
よくある場面から学ぶ 
リスク予防 

介護職の「知識」を「実践力」に変えるシリーズ。「リスク予防」では、利
用者との日々のかかわりのなかで起こるけがや事故につながる要因と、
その予防のために介護職がとるべき対応を解説。利用者への対応や
介護場面だけでなく、薬や感染、環境整備上のリスクにも触れる。 

202003 ¥3,960 ¥5,940 PDF   

9784805881163 
よくある場面から学ぶ 
介護記録 

介護職の「知識」を「実践力」に変えるシリーズ。「介護記録」では、利用
者・家族とのやりとりや食事、入浴、夜間巡回等の記録で介護職が書い
てしまいがちな不適切な記述を取り上げ、何を観察しどう書けばよいか、
良い文例を示し解説する。記録の研修教材としても最適。 

202004 ¥3,960 ¥5,940 PDF   

9784805881033 
思いをつなぐ 保育の環境構成 
０・１歳児クラス編 

環境に子どもを当てはめず、子どもの動きや思いを形にするために環境
を整えていく。そうした環境整備に対する発想の転換・実践をするため
のヒントを、豊富な事例をもとに提案。音や光を感じる、自然の中でなり
きるといった０～１歳児の遊びと生活にあわせた工夫を紹介する。 

202003 ¥4,840 ¥7,260 PDF   

9784805881040 
思いをつなぐ 保育の環境構成 
２・３歳児クラス編 

環境に子どもを当てはめず、子どもの動きや思いを形にするために環境
を整えていく。そうした環境整備に対する発想の転換・実践をするため
のヒントを、豊富な事例をもとに提案。布遊び・お手玉、ままごと・積み
木といった２～３歳児の遊びと生活にあわせた工夫を紹介する。 

202003 ¥4,840 ¥7,260 PDF   

9784805881057 
思いをつなぐ 保育の環境構成 
４・５歳児クラス編 

環境に子どもを当てはめず、子どもの動きや思いを形にするために環境
を整えていく。そうした環境整備に対する発想の転換・実践をするため
のヒントを、豊富な事例をもとに提案。場を作る、遊びを作る、探求する
といった４～５歳児の遊びと生活にあわせた工夫を紹介する。 

202003 ¥4,840 ¥7,260 PDF   

9784805881682 
２０２１管理栄養士国家試験 
過去問解説集 

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３
４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３０回～第３３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。 

202007 ¥6,600 ¥9,900 PDF   

9784805881286 
精神保健福祉士国家試験 
過去問解説集２０２１ 

最新試験を含む過去3年分の全問題を収載し、1問ずつ選択肢ごとに
解説した問題集。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。 

202005 ¥8,360 ¥12,540 PDF   

9784805881316 
社会福祉士国家試験受験 
ワークブック２０２１（専門科目編） 

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33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。 

202006 ¥6,600 ¥9,900 PDF   

9784805881323 
社会福祉士・精神保健福祉士 
国家試験受験ワークブック２０２１
（共通科目編） 

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33回の国家試験に向け、新しい法
制度、近年の動向等最新の情報を盛り込む。 

202006 ¥6,600 ¥9,900 PDF   

9784805881484 
わかる！受かる！社会福祉士 
国家試験合格テキスト２０２１ 

社会福祉士国家試験合格に必要な知識を、コンパクトに一冊にまとめ
た受験対策書の決定版。押えるべきポイントを厳選。インプットした知識
を、過去問ですぐにアウトプットできるよう編集されている。 

202007 ¥9,240 ¥13,860 PDF   
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ISBN タイトル 内容紹介 
底本 

刊行年月 

同時 
アクセス1 

予価 
（本体価） 

同時 
アクセス3 

予価 
（本体価） 

フォー 
マット 

9784805881293 介護福祉士国家試験 
受験ワークブック２０２１上 

受験対策における定番参考書。科目ごとに分析された「傾向と対策」で全体
像を把握し、押さえるべきポイントを「重要項目」でインプット、「一問一答」では
知識の確認という3ステップで効果的に勉強。充実の用語解説で、学習をサ
ポート。 

202006 ¥6,380 ¥9,570 PDF 

9784805881309 介護福祉士国家試験 
受験ワークブック２０２１下 

受験対策における定番参考書。科目ごとに分析された「傾向と対策」で全体
像を把握し、押さえるべきポイントを「重要項目」でインプット、「一問一答」では
知識の確認という3ステップで効果的に勉強。充実の用語解説で、学習をサ
ポート。 

202006 ¥6,380 ¥9,570 PDF 

9784805881279 社会福祉士国家試験 
過去問解説集２０２１ 

最新の第32回を含む過去5年分の国家試験問題750問を掲載。30～32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。28・29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。 

202005 ¥8,360 ¥12,540 PDF 

9784805881262 介護福祉士国家試験 
過去問解説集２０２１ 

過去3年分の介護福祉士国家試験全問題と、解答・解説を収載。解説では
解答を導く考え方やポイントをイラスト等を用いて丁寧に説明。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。最新回には、出題傾向を把握
できる科目別ポイントも掲載。 

202005 ¥6,600 ¥9,900 PDF 

9784805881415 見て覚える！精神保健福祉士 
国試ナビ［専門科目］２０２１ 

６つの専門科目を「３科目４３単元」に整理した内容で効率よく学習できる。図
表やイラストを多用した解説で、苦手なテーマもよりわかりやすく。各単元の「穴
埋め問題でチェック！」で知識の定着を確認できる。 

202008 ¥5,720 ¥8,580 PDF 

9784805881330 精神保健福祉士国家試験受験
ワークブック２０２１（専門科目編） 

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効率的に整理できる。くり返し利用す
ることで実力ＵＰを図る受験対策図書の決定版。 

202006 ¥6,600 ¥9,900 PDF 

9784805881477 
わかる！受かる！介護福祉士 
国家試験合格テキスト２０２１ 

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
テーマに関する知識をムリなく、ムダなく身につける。○×問題で理解度チェッ
クも可能。 

202005 ¥5,720 ¥8,580 PDF 

9784805881392 
見て覚える！介護福祉士 
国試ナビ２０２１ 

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。 

202008 ¥5,280 ¥7,920 PDF   

9784805881408 
見て覚える！社会福祉士 
国試ナビ２０２１ 

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。 

202007 ¥6,160 ¥9,240 PDF   

9784805881934 
訪問看護実務相談Ｑ＆Ａ  
令和２年版 

訪問看護ステーションの運営に必要な介護報酬と診療報酬について、算定要
件や手続き等を概要やＱ＆Ａで解説する。令和２年４月の診療報酬改定に対
応し、過去の報酬改定のポイントや訪問看護の算定例、約５００項目のＱ＆Ａ
を収録。初任者からベテランまで必携の一冊。 

202009 ¥7,480 ¥11,220 PDF   

9784805859117 
実践！ 特別支援教育の 
アクティブ・ラーニング 

特別支援教育における、主体的・対話的で深い学びにつながる授業改善の具
体的方法を解説。「教師目線」ではなく「子どもの立場」にたった授業づくりを目
指す富山大附属特別支援学校「学びあい」の実践を紹介する。生徒の実態を
把握し、子ども主体の授業を実現する一冊。 

201909 ¥5,280 ¥7,920 PDF   

9784805859582 ギャンブル依存症 

ギャンブル依存症当事者とその家族の手記から、病に陥る背景と家族に潜む
共依存の問題を浮き彫りにし、治療によって互いに回復していく様を伝える。
医療、相談援助、司法、行政等の専門家から回復に向けたメッセージも収載。
病としてのギャンブル依存症の現実と実態がわかる。 

201912 ¥5,940 ¥8,910 PDF   

9784805855683 
社会資源の活用と創出における
思考過程 

熟達したＰＳＷの「思考過程」に焦点を当て、実務を解説するシリーズ。第３巻
は「社会資源」。クライエントの自己実現にとって役立つ社会資源は何かを考
え、それをどう活用するとよいのかを支援経過の中で考察し実行する。この一
連の思考過程を事例に即して提示する。 

201909 ¥6,160 ¥9,240 PDF   

9784805882030 
実習指導とスーパービジョンに 
おける思考過程 

熟達したＰＳＷの「思考過程」に焦点を当て、実務を解説するシリーズ。第４巻
は、実習生、現任者それぞれとのスーパービジョンを取り上げ、逐語記録から
その裏にある思考過程をつまびらかにした。実習指導担当者やスーパーバイ
ザーを目指す精神保健福祉士に最適の参考書。 

202009 ¥6,160 ¥9,240 PDF   

9784805881132 
障害のある人のための 社会 
生活力プログラム・マニュアル 

障害のある人が社会リハビリテーションを実施しながら、自立した豊かな生活を
送る力（社会生活力）を高めるためのトータルプログラム・マニュアル。障害ごと
の留意点を解説するほか、健康管理や金銭管理、教育、就労など、当事者が
討議・演習する２４のテーマを収載した。 

202003 ¥7,700 ¥11,550 PDF   

9784805881200 介護の現場で人間力を磨く 

介護現場における事故や虐待の発生は、その知識や技術の不足のほか、介
護職員の意識やモラルなどが課題として指摘される場合も多い。本書は、人
間がよりよく生きるための羅針盤ともいえる「論語」を土台に、仕事に対する向
き合い方、姿勢についてヒントを与えてくれる。 

202003 ¥3,960 ¥5,940 PDF   

9784805881774 新版 精神看護学 

「精神看護学」のテキスト。基礎的な知識や理論をわかりやすく解説した。また、
多くの学生になじみの薄い「精神科の患者像」を具体的にイメージでき、疾患
の知識と実際の看護が一体的に学べるように、事例を多数収載。事例の看護
過程を展開し、実習でも活用できる内容とした。 

202007 ¥7,920 ¥11,880 PDF   

9784805881576 解説 食品表示基準 

令和２年４月より、すべての食品は食品表示基準に基づいた表示で流通する
ことになる。食品表示基準を理解し、正確な表示を作成するため、基準の各
条を解説し、必要な関係法規と基準の関係などを整理した。食品表示基準の
解釈や取扱いを理解するための解説書。 

202005 ¥11,000 ¥16,500 PDF   

電子書籍営業部 
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※上記はカタログ作成時の情報です。価格等は予告なく変更となる場合がございます。 
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