書名

書名

1 Ｌｉｆｅ〜医療と福祉の徹底ガイド〜愛知県版

235 ホームヘルパー老人介護３６５日

2 愛のおもちゃ図書館 地域で生きることを支える

236 日の出太陽の家物語

3 あたたかい地域介護を求めて

237 福祉の哲学 社会福祉専門職ライブラリー 基礎編

4

あふれるこころを この街で 在宅福祉サービスへ
の展開 「明るい老後を考える会」活動記録

238 「介護保険」のすべて 社会保障再編成の幕明け

5 アメリカ手話留学記

239 障害者の自立生活センター

6 上野和彦のヘア・トラブルこれで解決！

240 続 大人になった自閉症児

7

おじいちゃん、おばあちゃん、お元気ですか 女子高
241 新 お年寄り家庭介護のポイント
校生と老人ホームのお年寄りとの交流

8 介護マニュアル 在宅生活を支える地域活動

242 死にゆく人たちと共にいて

9 カウンセリングの理論と技法 別冊発達16

243 グループホームからの出発

10 看護に役立つ手話え辞典

244 これだけ点字

11 車いす記者奮戦記

245 続・これだけ手話

12

高齢化社会と自治体の対応 明日の地方自治 第５
246 なかまたちの明日
巻

13 高齢社会と在宅ケア ジュリスト 増刊 １９９３年

247 社会福祉基礎

14 心がふれあう 老人との接しかた 老人養護双書⑩

248 福祉の仕事・資格・職場マルチガイド

15

参加型福祉社会をめざして ボランティア活動振興
の新たな展開

249

もう一度抱きしめたい 赤ちゃんの死を乗り越えるた
めに

16

在宅福祉とボランティア −ふくしのまちづくり− 勁
草−医療・福祉シリーズ４３

250 高齢社会対策基本法の解説

17 施設を出て町に暮らす

251 痴ほうカルテ

18 死ぬまで生きる あなたに贈るターミナルケア

252

19 市民がつくる地域福祉 やさしい心の実践レポート

253 事例に学ぶケアマネジメント

20 新・社会福祉とは何か 現代の社会福祉Ⅰ

254 緩和医療の現場から がんとともに生きる

21

新版 すぐに役立つ お年寄りの家庭看護 基礎か
ら応用まで

ハンディある暮らしをいきいきと 高齢者・障害者の
ための住いの工夫

255 すぐ使える手話ハンドブック

22 新・まごころサービス届けます

256 パソコンボランティア

23 図解 老人医療ボランティア必携

257 介護福祉職にいま何が求められているか

24 赤十字奉仕団ハンドブック

258

25

専門職ボランティアの可能性と課題 勁草−医療・
福祉シリーズ３８

介護革命 老後を待ち遠しくする公的介護保険シス
テム

259 アニマル・セラピーとは何か

26 ソーシャルワーク実践の基礎

260 ホスピス最期の輝きのために

27 ソーシャルワーク事例集１

261

涙が出るほどいい話 第２集 あのときは、ありがと
う

28 外に出ながら老人介護。 人生八十年いろはがるた

262

寝たきり婆あ、たちあがる！ 女四代、「極楽」の
日々

29

続・あんきに暮らしてける街にしよまい 高齢者がわ
が家で暮らせるために

30 体験ルポ世界の高齢者福祉

31

264 住民流福祉活動虎の巻 まちを元気に、人を元気に

タイムストックへの挑戦 在宅ケアにおける時間貯蓄
宅老所「よりあい」の挑戦 住みなれた街のもうひと
265
を進めるために
つの家

32 地域福祉基金活用の手引き

33

263 ぼくは盲導犬のサポーター

「地域福祉」とボランティア活動の今後 社会福祉ボ
ランティア活動の推進について

266

お年寄りに効くイベントの特効薬 遊び×笑い＝行
事

267

高齢者の生活支援のための財産管理Ｑ＆Ａ ネット
ワークで考える財産管理

34 手話の本 ①名詞 くらしの手話

268 生き甲斐をそっと支えて楽しい暮らし

35 手話の本 ②名詞 みじかな手話

269 ぼくのおにいちゃん

36 手話の本 ③動詞・形容詞 うごきときもちの手話

270 すこやかシルバー介護（１） 寝たきりの人の介護

37

手話の本 第２集①名詞＋動詞 いろいろなうごき
の手話

38

手話の本 第２集②擬音語・擬態語 音とようすの手
すこやかシルバー介護（４） 知っておきたい福祉
272
話
サービス情報

271 すこやかシルバー介護（２） 痴ほう性老人の介護

39 手話の本 第２集③会話 おしゃべりの手話

273 ダウン症児の療育相談 専門医からのアドバイス

40 点字と朗読を学ぼう

274

41 点訳のてびき（第２版）

275 痴呆症に負けない 知識と実践

42 電話による援助活動 いのちの電話の理論と実際

276 福祉をまなぼう 生徒との対話の中から

盲ろう者とノーマライゼーション 癒しと共生の社会を
求めて

介護が変われば老後も変わる 女性が進める介護
の社会化Ⅱ

43 初めての手話の本 楽しく覚え、すぐ使える基本編

277

ひろがれ ふれあいの輪―在宅援助にとりくむボラ
44 ンティア活動事例集― ボランティア活動シリーズ№
４

278 どうしますあなたと私の老後

45 広げよう 高齢者助けあい活動

279 北への旅立ち

46

福祉改革Ⅳ 『月刊福祉』増刊号 福祉改革の焦点
と課題

280 日本の高齢者福祉

47

福祉改革Ⅴ 『月刊福祉』増刊号 参加型福祉社会
の構築

281

この子もなれるかの ボランティア犬 はじめてのボ
ランティア９

48 再びの生きがい 特捜検事からボランティアへ

282 まんが医療過誤 するな！泣き寝入り！

ボランティアのためのカウセリング入門―よりよい人
49 間関係を形成するために― ボランティア・テキスト
シリーズ⑧

283 ６０％介護のすすめ １、介護のポイントと実際

50 まいにち生活です 街で生きる障害者と共に

284

51 まちに吹く風 精神保健ボランティア活動の手引き

285 特養ホーム 入居者のホンネ家族のホンネ

52 みんなの手話の辞典

286 車いすの旅行ガイド

53

６０％介護のすすめ ２、介護を無理なく長続き差せ
るために

ゆびで聴く 盲ろう青年福島智君の記録 シリーズ市
287 なれたらいいな 手話ボランティア
民の活動２

54 老人介護日記 老人養護双書⑦

288 なれたらいいな 点訳ボランティア

55

老人と生きる食事づくり 老人給食協力会（ふきのと
う）の記録

289 ベルナのしっぽ

56

老人のケア―すぐに役立つ理論と実際― 老人養
護双書⑧

290 家族の中の女・男・子ども

57 老人福祉 大学生と市民のための社会福祉講座③

291 介護を生きる

58

朗読ボランティアガイドブックⅡ ボランティアのため
の実用講座

292 高齢社会と自治体

59

朗読ボランティアガイドブックⅢ ボランティアのため
の資料講座

293 沈黙をやぶって

60 わかりやすい老人の家庭看護

294 車椅子の挑戦者たち

61 百万人の手話 目で見るふれあいの言葉

295 不思議なレストラン

62 生きること生かされること 共につくる福祉社会へ

296 地域福祉・介護サービスＱ＆Ａ

63

女性の参画でひらくゆたかな老い ブックレット生き
る⑳

297 こころの段差にスロープを

64 自治型地域福祉の展開

298 介護保険

65 いのちを問う

299 余った人生なんてない

66

街角のホスピスをめざして 「高齢化社会の生き方」
セミナー

67

豊かさの生活学 シリーズ＜女・いま生きる＞31 協
301 高齢者虐待
合家族とボランティア労力銀行

68

ケアワーク入門 基本・施設ケア 長寿社会の介護
マニュアル

69 京都発 障害児の統合キャンプ

300 老人・障害者の心理

302 ホームヘルパーになる本

303 自立を選んだ障害者たち

70

高齢者のための介護機器等マニュアル 排泄編・入
浴編・移動編・自助具・その他関連機器編

304 共倒れから共立ち社会へ

71

耳がきこえないエイミーのねがい わたしのことばは
手話です

305 みんなの声がきこえる

72 在宅介護奮闘記 こころのゆとりを持つために

306 高齢者の暮らしを支える道具と工夫Ｑ＆Ａ

73 老人保健施設デイ・ケアマニュアル

307 行きてるってシアワセ！

74 朗読をたのしもう

308 自在流らくらく介護術

75 人間らしく死にたい

309 医療・福祉のここを変えたい！

76

老いて都市に暮らす 町田市高齢者の肉声を生か
す

310 在宅福祉サービス市場の現状

77 ママにことばも残さずに

311 介護のあのとき

78 失語症のグループ訓練 基礎と１２２の課題

312 間違いのない有料老人ホームの選び方

79

聖ヨハネホスピスのめざすもの 安らぎの中で生きる
313 老人福祉概論
ために

80

「車いす」体験で人権学習 授業って面白いね！先
生８

314 忘れても、しあわせ

81 終末期医療への願い

315 高齢者介護事業ガイドブック

82 ＪＡ生活活動のすすめ

316 ぼけ老人との暮らし方

83 たのしい手話 受信・発信がすぐできる

317 介護福祉士これでいいか

84 高齢者サービスの地域ネットワークに向けて

318 どうなる老後 介護保険を考える

85 手話・日本語辞典 手の形から手話がわかる

86

319 社会福祉制度

共に学び、共に生きる 点字・手話を通して開いた世
320 高齢者・障害者の介護
界（講演集）

87 地域福祉の新展開

321 社会福祉実習Ⅱ障害形態別介護技術

88 一生一度の学び カラ元気、男の介護体験

322 福祉機器と適正環境

89 あしたへの老年学 充実の高齢期を迎えるために

323 福祉施設

90 メイコとカンナのがんばれ！お年寄り

324 手話によるクリスマスソング

91 おもちゃと子どもが出逢う時

325 すぐ使える手話、接客編

92 手話・日本語辞典 手の形から手話がわかる

326 手話でボランティア

93 僕のホスピス１２００日 自分らしく生きるということ

327 クイズで手話

94 老人の好きな献立

328 ゲームで手話

95 “ＮＯ！寝たきり”で暮らしたい

329 うたって手話

96

日本のホスピスこれでいいか 在宅ホスピスへの視
点

330 おどって手話

97 村にも町にもおもちゃ図書館

331 人間生活学、生活における共生の理念と実践

98 わたしたちの手話（２）

332 父たち

99 わたしたちの手話（３）

333 五体不満足

100 わたしたちの手話（４）

334 男の介護 ４８歳サラリーマンの選択

101 わたしたちの手話（５）

335 消費者からみた介護保険Ｑ＆Ａ

102 わたしたちの手話（６）

336

ＮＰＯが描く福祉地図 介護保険とこれからの地域
社会

103 わたしたちの手話（７）

337

老いが老いを介護するということ 高齢夫妻の老親
介護奮戦記

104 わたしたちの手話（８）

338 痴呆老人への対応と介護

105 わたしたちの手話（９）

339

自分でできる家族でできる 寝たきりにしない・ならな
いＱ＆Ａ

106 わたしたちの手話（１０）

340

障害を知る本１ 障害と私たちの社会 子どものため
のバリアフリーブック

107 わたしたちの手話 総さくいん

341

障害を知る本２ ダウン症の子どもたち 子どものた
めのバリアフリーブック

108 わたしたちの手話（会話編１）

342

障害を知る本３ てんかんのある子どもたち 子ども
のためのバリアフリーブック

109 わたしたちの手話（会話編２）

343

障害を知る本４ ことばの不自由な子どもたち 子ど
ものためのバリアフリーブック

110 わたしたちの手話（会話編３）

344

障害を知る本５ 耳の不自由な子どもたち 子どもの
ためのバリアフリーブック

111 手話のハンドブック 手話は目で見ることばです

345

障害を知る本６ 目の不自由な子どもたち 子どもの
ためのバリアフリーブック

112 手話で歌おう Letʼs sing by sign language !

346

障害を知る本７ 自閉症の子どもたち 子どものため
のバリアフリーブック

113 歌って覚える手話の本 “愛”を伝えるやさしい表現

347

障害を知る本８ ＬＤ（学習障害）の子どもたち 子ど
ものためのバリアフリーブック

114 手話によるメッセージソング 手遊び感覚で楽しめる

348

障害を知る本９ 知的なおくれのある子どもたち 子
どものためのバリアフリーブック

115

百万人の手話教室２ 基本編 目で見るふれあいの
障害を知る本１０ からだの不自由な子どもたち 子
349
言葉
どものためのバリアフリーブック

116

百万人の手話教室３ 基本編 目で見るふれあいの
障害を知る本１１ 障害児を支える人びと 子どもの
350
言葉
ためのバリアフリーブック

117

百万人の手話教室４ 応用編 目で見るふれあいの
351 リハビリ遊具を作る
言葉

118

百万人の手話教室５ 応用編 目で見るふれあいの
アシスタンス・ドッグ 障害者の心と身体を支える犬
352
言葉
たち

119 これから始める福祉の仕事。

353 ボランティア連帯論 おもちゃの図書館の実践より

120 福祉のまちづくりと福祉教育

354

121

「杉並・老後を良くする会」奮戦記 ドキュメント・安心
して老いられる街を創る人びと

特養ホームで暮らすということ ある主婦があたたか
視覚障害者が街を歩くとき ケーススタディからみえ
355
な目で記した体験レポート
てくるユニバーサルデザイン

122 点字・点訳の実際 言葉をつなぐ愛の文字

356 視覚障害者介護技術シリーズ３ 初めてのガイド

123 介護のこころを探る 介護はこころの援助学

357 視覚障害者介護技術シリーズ２ 初めての音訳

124 ハーネス光と愛の絆

358 視覚障害者介護技術シリーズ１ 初めての点訳

125 「生と死」を学ぶ

359

126 満ちて生きる あるホスピス・ケアの現場

360 わたしたちの手話 新しい手話Ⅲ

事典 介護・福祉の仕事をしよう ボランティア型資
格ガイダンス

127 対談 朗読文化

128

361

手話ソング ベストセレクション① ジョイフルソング・
楽しいうた

作りましょう遊びましょう お母さんの肌のぬくもり・布
手話ソング ベストセレクション② ハッピーソング・
362
の遊具
門出のうた

129 障害者に迷惑な社会

363

手話ソング ベストセレクション③ ラブソング・愛の
うた

130 手話入門ストーリー ひとさし指のマジック

364

亜生ちゃんとガラパゴス かんどうボランティアブック
ス

131 この子らに詫びる 障害児と呼ぶのはやめよう

365

しょうちゃんの夢のバス かんどうボランティアブック
ス

132 窓口で役立つ手話ハンドブック

366 和也クンの雪だるま かんどうボランティアブックス

133 点字と朗読への招待

367 カウンセリングがわかる本

134 イラストでわかるやさしい手話

368

丸山 浩路クサさに賭けた男 オンリ−ワンそれがＨ
ＡＬＯだ

135

ボランティアわたしたちにできること １ いっしょにた
369 介助犬シンシア
のしもう お年よりとともに

136

私たちが考える老人ホーム 新たな老人福祉の創
造

370 ＡＳＡＫＯ 朝子命のかけ橋となって

137 見えない人 見にくい人のリハビリテーション

371

笑ってバイバイ 在宅介護がくれたもの あたたかい
介護シリ−ズ

138 市民社会のボランティア 「ふれあい切符」の未来

372

老いて光る生き方 あなたと生きがい、家族、心、暮
らしの話

373

気がついたらボランティア 車イスＭＡＰつくり隊学校
から街へ

139

ピープル・フｱースト支援者のための手引き 当事者
活動の支援と当事者参加・参画推進のために

140 幸福のかたち

374 「障害者」と街で出会ったら 通りすがりの介助術

141 点字であそぼう はじめてのボランテｲア

375 誕生日を福祉の日に 心のネットワ−キング２５年

142

動物とわたし５つの物語 第１回サーブ記念文学賞
大賞受賞作品集

376 ハンディキャップの話
知力ハンディキャップの話 知力ハンディキャップへ
の正しい理解と愛情を

143 アジアの障害者

377

144 アリーナと風になる 盲導犬アリーナ物語①

378 福祉の話

145 地域福祉情報論序説 「情報化福祉」の展開と方策

379

ばんざい“清きこころ” ちえおくれの人と親の生き方
に学ぶ

146 幸平、ナイスシュート！

380

ふつうにくらすしあわせを 高齢者食事サ−ビスマ
ニュアル

147 がんばれ！盲導犬サーブ ほんとうにあったお話

381 僕にできないこと。僕にしかできないこと。

148 手話は語る 手話で考え、手話で話す

382 口からうんちが出るように手術してください

149 はじめましてアリーナ 盲導犬アリーナ物語

383

150 高齢化とボランティア社会

384 ともに生きる未来 障害者理解へのガイドブック

151 ＢＵＤＤＹ ぼくのパートナードッグ

385 点字どうぶつえん

386

ボランティアに役立つはじめてであう点字 １
から広がる世界

指

153 きみといっしょに

387

ボランティアに役立つはじめてであう点字 ２
字のことば百科

点

154 ぼくのことわかって！

388

ボランティアに役立つはじめてであう点字 ３
字で学ぼう

点

155 凛として咲く華

389

ボランティアに役立つはじめてであう点字 ４
字のひみつ

点

156 手話の世界へ

390

ボランティアに役立つはじめてであう点字 ５
リアフリーをめざして

バ

157 エイズを語ることの救い

391 いのちのあさがお コウスケくんのおくりもの

158 魅せられて 伊東雋祐の手話人生

392 はじめての手話 忍足 亜希子と考える

159 涙が出るほどいい話 あのときは、ありがとう

393 あなたに伝えたい 手話はどこまで話せるか

160 クルマイス・プレゼント 勇気をあなたに

394

152

161

”音”を見たことがありますか？ 耳の不自由な人の
生活を知る本

夢子がおばちゃんになるとき ２１世紀の福祉をにな
う君たちへ

すぐ使える手話 例文で覚えるあいさつから簡単な
会話まで

介護とボランティア 無理のない範囲で、できること
から

395 盲導犬・４０年の旅
病院がかわる ボランティアが変わる 東大病院 代
表ボランティア・コーディネターからの報告

162 公的介護保険 ドイツの先例に学ぶ

396

163 市場指向の福祉改革

397 なごやの手話

164 おかあさんは手話通訳者

398

はじめよう ピアノで音楽療法 福祉現場の最前線
から

399

精神保健福祉ボランティア 精神保険と福祉の新た
な波

165

手話知らんですんません 手話を学ぶ人たちに贈る
11章

166 公的介護保険Ｑ＆Ａ

400 ２１世紀 社会福祉はみんなの手で

167 地域福祉実践の視点と方法

401 住民流福祉の発見

168 朝子さんの一日 目の不自由な人の生活を知る本

402 生命に寄りそう風景 ： ケアする人のケア

169 福祉の道

170

Ｈｏｗ ｔｏ介護保障 障害者・高齢者の豊かな一人暮
404 ドラえもんの車いすの本
らしを支える制度

171 父は吠える 知的障害の息子と共に

172

403 盲導犬･聴導犬・介助犬訓練士まるごとガイド

朝子さんの点字ノート 目の不自由な人の心を知る
本

405 もう施設には帰らない ： 知的障害のある21人の声

406 無敵のバリアフリー旅行術

173 チョキチョキチョッキン

407 病んでこそ知る 老いてこそ始まる

174 大事なことは、介護の仕事で教わった

408 宅老所・グループホーム白書２００３

175 僕の青空

409 福祉のNPOを元気にするマネジメント（訪問介護編）

176 お母さんは宇宙人

410

よくわかる支援費制度―あたらしい障害者福祉制度
活用の手引き

177 たつくんといっしょに

411

こんな夜更けにバナナかよ―筋ジス・鹿野靖明とボ
ランティアたち

178 がんばれ！あかね

412 ハンディキャップ論

179 みんなでチャレンジ手話劇

413 たすけて！アトピー

180

ＩＬＯＶＥコミュニケーション 中学生・高校生のための
手話テキスト

414 全国「患者会」ガイド

181 小学生・中学生のための手話テキスト

415 べにしだ物語

182 わたくしたちの手話スポーツ用語

416

イキイキ音楽療法のしごと場、音楽を活かそうレシピ
集、2002

183 新しい手話Ⅰ

417

イキイキ音楽療法のしごと場、音楽を活かそうレシピ
集、ｖ．2：2003

184 新しい手話Ⅱ

418

イキイキ音楽療法のしごと場、音楽を活かそうレシピ
集、ｖ．3：2003

185 わたくしたちの手話 続１

419

イキイキ音楽療法のしごと場、音楽を活かそうレシピ
集、ｖ．4：2004

186 ＣＡＲＥ ケア 愛する老親をどう介護しますか？

420

いま「わが町の介護老人施設」は：あいちの特養・老
健・有料老人ホーム(第６集）

187 この気持ち伝えたい

421 なごや発コミュニティワーカー実践事例集

188 おもちゃと子どもとまなざしと

422 福祉を変える経営：障害者の月給1万円からの脱出

189

合言葉はノ−・プロブレム 自閉症の子ら、カナデ
ンィアン・ロッキーへ

423

ボランティア・セラピー：要介護者の力が活きる福祉
のカタチ

190 手ぬきでドンマイ！ 在宅介護手記集

424 ナルクエンディングノート 改訂版

191 厚生省「福祉汚職」 福祉はだれのものか

425

傾聴ボランティアのすすめ：聴くことでできる社会貢
献

192 先生、ぼくの病気いつ治るの 障害者と生きて４０年

426

いま「わが町の介護老人施設」は：あいちの特養･老
健・グループホーム・有料老人ホーム一覧

193 ウルトラの大将 雄貴よ！勇気をありがとう

427 新しい高齢者ケアとボランティアとの協働

194

アダルト・チルドレンからの出発 アルコール依存症
の家族と生きて

428 自閉っ子、こういう風にできてます！

195 小さな草に

429 いのち煌めいて

196 ぼくの家は病院 難病と闘う郁雄君の手記

430 55人に届いた いのちの贈り物

197 風にふかれて

431 MAMOマモ、天国の住所を教えて

198 ボランティアしあおうよ 車いすのぼくから君へ

432 微笑がえし

199 人生９０年時代 老い方 死に方

433 悠君ごめんね 父と母の白血病闘病記

200 翔べ！太陽の子供たち

434 この生命を凛と生きる

201 在宅ワーク完璧マニュアル

435 ｈｉｄｅ「がんばんだぞ」

202

堂々たる寝たきり 虎五郎と多々羅教授の老年心理
436 生きてるってシアワセ
学

203 物語を生きる子どもたち 自閉症児の心理療法

437 ＭＡＭＯ マモ、心のメッセージ

204

どうします あなたと私の老後 名古屋の女性がとり
くむ「介護の社会化」

438 明日も必ず晴れますように

205

あのときはありがとう 第１２回「小さな親切」はがき
キャンペーン作品集

439 生命の贈り物 骨髄移植の現場から

206 学生のための社会福祉 福祉・看護・保育を学ぶ

207

あなたは私の手になれますか 心地よいケアを受け
るために

440 わたしたちを忘れないで ドイツ平和村より

441 種まく子供たち 小児ガンを体験した七人の物語

208 高齢者社会へのメッセージ

442 えほん いのちのあさがお

209 車いすでカリフォルニア

443 ビビッてたまるか

210

コミュニティケアハンドブック 利用者主体の英国福
祉サービスの展開

444 もう一人の私

211

アルコール・ラヴァー ある女性アルコール依存症者
445 景子ちゃんありがとう
の告白

212 「福祉」の呪縛 自助努力支援型政策の構想

446 やさしさの木下で ぼくとびょうきとファミリーハウス

213 公的扶助と社会福祉サービス 公的扶助実践講座２ 447

214

コミック版プロジェクトＸ 決断命の一滴〈白血病〉日
本初の骨髄バンク

福祉国家はどこへいくのか 日本・イギリス・スウェー
448 白血病からの生還 「霧の中の生命」増補版
デン ミネルヴァ福祉ライブラリー12

215 ホームヘルプ活動ハンドブック

449 共生型・小規模多機能ケアのための手引き

216 「福祉」をみる・考える・支える

450 Dear.Brother&Sister

217 地域で暮らす 精神薄弱者の地域生活援助

451

デイ･サービスからまちづくりへ〜主婦たちがつくった
NPO「コスモスの家」

218 社会福祉士介護福祉士の仕事がわかる本

452

福祉に、発想の転換を！〜NPO法人ぱれっとの挑
戦

219 これだけ手話 はじめてのボランティア

453 なごや発コミュニティワーカー実践事例集 2：計画編

220 音楽療法入門 理論と実践

454

プロセスを大切にした学びの展開 ： 福祉教育事例
集2004

221 始めよう！２４時間訪問看護・介護

455

知的な障害のある人のためのホームヘルパー養成
研修実践マニュアル

222 アジアに学ぶ福祉

456

福祉オンブズマンセミナー ： 苦情解決と第三者評
価を求めて

223 超高齢時代 豊かな人生をデザインする

457 障害者自立支援法の解説

224 やさしい老人介護

458

225

自立と連帯の高齢社会 あたらしい介護システムの
創造

226 おとしよりに太陽を ＳＯＳ！日本の老人福祉

ACHEMECの仲間たち −子どもと家族の心に安心
とやすらぎをー ボランティア活動報告集5

459 障害者の経済学

460 人まかせの人生やめた

227

じいちゃんその足どんげんした ある被曝者の戦後
史

461

高齢者と家族が介護職員に期待するもの(アンケー
ト調査報告書)

228

現地から伝えるスウェーデンの高齢者ケア 高齢者
を支える民主主義の土壌

462 「月間福祉」増刊号：社会福祉関係施策資料集２５

229 私にもできる 障害があっても自立した生活

463 死に方のコツ

230 視覚障害者の自立と援助 介護福祉ハンドブック

464 地域生活支援事業所ガイドブック

231 福祉文化論

465 あなたに出会えて幸せです

232

チャイルド・スピリット 色を通して内なる子どもに出
会う

233 福祉事務所 新米公務員奮闘記

234

ありがとう！介助犬ブルース 日本初の介助犬と暮
らした千葉れい子物語

466 助けて！アトピー

467

認知症の人に食事させる家族研修モデル事業 平
成19年度報告書

