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福祉の仕事

ウェルフェアトリップ  福祉の場をめぐる小さな旅 羽塚 順子／著 KTC中央出版 2021.12 369.13/ﾊﾈ21/ 0015969223

福祉・介護の資格と仕事 梅方 久仁子／著 技術評論社 2018.9 369.17/ｳﾒ18/ 0014519318

社会人のための社会福祉士  ソーシャルワー
カーを目指すあなたへ

上山崎 悦代／
編著

学文社 2022.1 369.17/ｼﾔ22/ 0016032039

福祉業界で働く 戸田 恭子／著 ぺりかん社 2020.4 369.17/ﾄﾀ20/ 0014680003

ふくしのしごとがわかる本 2022年版 福祉の仕
事と就職活動ガイド

東京都社会
福祉協議会

2021.12
369.17/ﾌｸ
10/2022

0015978752

最新福祉ビジネスの動向とカラクリがよくわか
る本  業界人、就職、転職に役立つ情報満載

大坪 信喜／著 秀和システム 2021.2 369/ｵｵ21/ 0015735731

キャリア教育に活きる!仕事ファイル 19 センパ
イに聞く 福祉の仕事

小峰書店編集
部／編著

小峰書店 2019.4 C366/ｺﾐ/19 0014603211

福祉がわかるシリーズ 1  福祉ってなに?
※３巻まであります

稲葉 茂勝／著 ミネルヴァ書房 2020.2 C369/ｲﾅ/1 0014660674

理解しよう、参加しよう福祉とボランティア 1
福祉ってどんなこと？　※３巻まであります

加山 弾／監修 岩崎書店 2017.01 C369/ｶﾔ/1 0013837778

　介護の仕事

かっこよくて、感謝されて、実はクリエイティブ。介護
の会社に就職したら最高にイケてる職場だった

宇田川 智子／著
幻冬舎メディアコ
ンサルティング 2021.7 369.17/ｳﾀ22/ 0015461973

介護福祉士になるには 渡辺 裕美／編著 ぺりかん社 2022.1 369.17/ﾜﾀ22/ 0015478308

介護の現場と業界のしくみ  これ一冊でわかる! 高山 善文／著 ナツメ社 2019.11 369.26/ﾀｶ20/ 0014652440

介護3.0  本質をつかむ捉え方 横木 淳平／著 内外出版社 2021.5 369.26/ﾖｺ21/ 0015803075

介助の仕事  街で暮らす/を支える 立岩 真也／著 筑摩書房 2021.3 369.27/ﾀﾃ21/ 0015756679

介護福祉士の一日
WILLこども知育
研究所／編著

保育社 2015.3 C369/ｳｲ/ 0012709523

よくわかる介護の仕事・施設  高齢者・障害者
福祉のしくみを知ろう

結城 康博／監修 PHP研究所 2018.11 C369/ﾕｳ/ 0014561096

※リストはテーマに関する本の一部です。福祉・介護に関する本は２階社会科学資料部門　９、１１番の棚にもあります。
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　福祉・介護の職場で働く方へ

学びを深める福祉キーワード集
全国社会福
祉協議会

2020.2 369.033/ﾏﾅ20/ 0015214992

人が集まる!定着する!明るい介護職場づくり
介護経営者・リーダー必読!

船井総合研究所地域
包括ケア支援部／著 自由国民社 2022.5 369.14/ﾌﾅ22/ 0016089708

ケア現場でいかせる介護アセスメントのきほん
考えかたがみえるわかる

稲田 弘子／著 メディカ出版 2022.1 369.26/ｲﾅ22/ 0016018715

イラスト・写真でよくわかる力の要らない介助術
介護に携わるすべての人に役立つ!

福辺 節子／監
修

ナツメ社 2020.2 369.26/ﾌｸ20/ 0015076474

つながりが命を守る福祉防災のはなし   野村 恭代／著 技報堂出版 2022.5 369.3/ﾉﾑ22/ 0016086084

利用者にも介助者にも安心・快適な介護技術
現場の「困った!」を解決できる

高山 彰彦／著 中央法規出版 2020.5 369/ﾀｶ20/ 0015274707

<見てわかる>介護の技術  自立につなげる動
作と声かけ

日本キャリアパス
アカデミー／著

技術評論社 2021.4 369/ﾆﾎ21/ 0015446784

　介護をしている方、必要とする方へ

図解福祉の法律と手続きがわかる事典 若林 美佳／監修 三修社 2021.8 369.12/ﾜｶ21/ 0015461221

私にとっての介護  生きることの一部として 
岩波書店編集
部／編

岩波書店 2020.1 369.26/ｲﾜ20/ 0015139207

高齢者と家族のための暮らしを守る制度とサー
ビス  介護、病気からお金、成年後見まで

鈴木 四季／著 技術評論社 2020.5 369.26/ｽｽ20/ 0015357163

プロの調査員が教える!介護事業所・施設の選
び方が本当にわかる本

福岡 浩／著 自由国民社 2022.4 369.26/ﾌｸ22/ 0016074809

そうだったのか!仕組みがわかる・使える障害者
福祉

小澤 温／監修 第一法規 2020.3 369.27/ｵｻ20/ 0015248776

障害のある子が安心して暮らすために  支援者が
知っておきたいお金・福祉・くらしのしくみと制度

渡部 伸／著 合同出版 2022.3 369.27/ﾜﾀ22/ 0016055998

　いろいろな取り組み

マイノリティデザイン  「弱さ」を生かせる社会を
つくろう

澤田 智洋／著 ライツ社 2021.1 369.04/ｻﾜ21/ 0015756737

「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／著 杉並けやき出版 2020.1 369.26/ｶﾈ20/ 0015163637

オランダ・ミラクル  人と地域の「力」を信じる高
齢者福祉

松岡 洋子／著 新評論 2021.8 369.26/ﾏﾂ22/ 0015890197

世界が注目する日本の介護  あおいけあで見
つけたじいちゃん・ばあちゃんとの向き合い方

加藤 忠相／編著 講談社 2021.1 369.263/ｶﾄ21/ 0015724677

子どもと家庭を包み込む地域づくり  教育と福
祉のホリスティックな支援

谷川 至孝／編著 晃洋書房 2022.3 369.4/ﾀﾆ22/ 0016064347

子ども・若者ケアラーの声からはじまる  ヤング
ケアラー支援の課題

斎藤 真緒／編
クリエイツか
もがわ

2022.3 369/ｺﾄ22/ 0016049090

☆お探しの資料が見つからない時は、カウンターでおたずねください。　社会科学班
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