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国家試験過去問解説集 2018年版 発売中！
社会福祉士 国家試験過去問解説集 2018
同時1アクセス(本体)

¥8,400

同時3アクセス(本体)

¥12,600

著編者

日本ソーシャルワーク教育学校連盟

冊子版ISBN

9784805855010

発行年

2017

商品コード

1025375420

第２９回を含む過去３年分の社会福祉士国家試験全問題を掲載し、各問題を選択肢ごとに解説。
過去２年分も最新の制度や統計に基づきアップデートし、次回試験に完全対応。基本理解、実力試
し、傾向対策に役立ち、試験当日まで手放せない一冊。

介護福祉士 国家試験過去問解説集 2018
同時1アクセス(本体)

¥6,600

同時3アクセス(本体)

¥9,900

著編者

介護福祉士国家試験受験対策研究会

冊子版ISBN

9784805855003

発行年

2017

商品コード

1025375422

過去３年分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
や図表を踏まえながら丁寧に解説。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。

精神保健福祉士 国家試験過去問解説集 2018
同時1アクセス(本体)

¥8,400

同時3アクセス(本体)

¥12,600

著編者

日本ソーシャルワーク教育学校連盟

冊子版ISBN

9784805855027

発行年

2017

商品コード

1025375421

第１９回を含む過去３年分の全問題を収載し、一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。

管理栄養士 国家試験過去問解説集 2018
―5年分徹底解説―
同時1アクセス(本体)

¥6,600

同時3アクセス(本体)

¥9,900

著編者

管理栄養士国試対策研究会

冊子版ISBN

9784805855478

発行年

2017

商品コード

1025375414

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３１回試験は、実際の試験をシ
ミュレーションできるよう出題順に掲載。第２７回～第３０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。

● 表示価格は税抜きです。
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Maruzen eBook Library は、学術・研究機関のための学術情報に特化した電子書籍をご提供する丸善雄松堂オリジナルのプラットフォームです

対論 社会福祉学

社会福祉学の研究と体系化において重要な２０のテーマで、
各テーマ２名の論者がそれぞれのアプローチから論じる対論集。

一般社団法人日本社会福祉学会＝編集
対論 社会福祉学１ 社会福祉原理・歴史

対論 社会福祉学２ 社会福祉政策

社会福祉学の範囲、社会福祉学の対象認識、
戦前と戦後の連続・非連続、権力と社会事業の
４つのテーマについて、中堅・若手論者が挑む。
同時1アクセス（本体）

¥7,500

社会保障改革と最低生活保障、脱施設化と
コミュニティケア、新しい福祉課題と
包摂的社会政策、社会福祉政策とジェンダー
平等の４テーマを論じる。

同時3アクセス（本体）

¥11,300

同時1アクセス（本体）

冊子版ＩＳＢＮ

9784805837252

同時3アクセス（本体）

¥11,300

発行年

2012

冊子版ＩＳＢＮ

9784805837269

商品コード

1015293229

対論 社会福祉学３ 社会福祉運営
社会福祉運営論としてのソーシャル・
ガバナンス、地方分権と社会福祉サービス、
地方自治体の福祉施策主体化、資格制度・
人材確保の４テーマを取り上げる。
同時1アクセス（本体）

¥7,500

同時3アクセス（本体）

¥11,300

冊子版ＩＳＢＮ

9784805837276

発行年

2012

商品コード

1015293231

明日の在宅医療
明日の在宅医療 第１巻

¥7,500

発行年

2012

商品コード

1015293230

その他のラインナップ
書名

同時
同時
１アクセス ３アクセス
（本体）
（本体）

発行年

冊子版ISBN

商品コード

ソーシャルワークの思想
（対論社会福祉学 4）

2012

9784805837283

¥7,500

¥11,300 1015293232

ソーシャルワークの理論
（対論社会福祉学 5）

2012

9784805837290

¥7,500

¥11,300 1015293233

より一層の発展と普及が期待されている在宅医療について、
そのあり方を提言するシリーズ。

在宅医療の展望

明日の在宅医療 第３巻

在宅での看取りと緩和ケア

佐藤 智=編集代表／大島伸一、高久史麿、山口 昇=
編集委員／島崎謙治、和田忠志=編集幹事

佐藤 智=編集代表／鈴木荘一、村松静子=編集委員／
平原佐斗司=編集幹事

患者本位の医療の実現や医療政策のパラダイムシフト
の切り札とも言われる在宅医療の本質、将来のある
べき姿を描く。

在宅における看取りと緩和ケアを取り上げ、その意義、
重要性を様々な視点から論じる。

同時1アクセス（本体）
¥9,900
同時3アクセス（本体）
¥14,900
冊子版ＩＳＢＮ
9784805830536
発行年
2008
商品コード
1016853329

同時1アクセス（本体）
¥9,900
同時3アクセス（本体）
¥14,900
冊子版ＩＳＢＮ
9784805830512
発行年
2008
商品コード
1016853327

その他のラインナップ

明日の在宅医療 第２巻

在宅医療の諸相と方法

書名

佐藤 智=編集代表／黒岩卓夫、前沢政次=編集委員／
和田忠志=編集幹事
在宅医療の対象者、場所、方法などは実に様々である。
在宅医療の多様なあり方を具体的に論じる。

同時1アクセス（本体）
¥9,900
同時3アクセス（本体）
¥14,900
冊子版ＩＳＢＮ
9784805830529
発行年
2008
商品コード
1016853328
● 表示価格は税抜きです。

高齢者ケアと在宅医療
（明日の在宅医療 第4巻）
在宅医療・訪問看護と地域連携
（明日の在宅医療 第5巻）
在宅医療と人材養成・人材確保
（明日の在宅医療 第6巻）
在宅医療の経済的基盤
（明日の在宅医療 第7巻）

明日の在宅医療
全7巻セット特価

著編者

同時
同時
１アクセス ３アクセス
（本体）
（本体）

発行年

冊子版ISBN

野中 博

2008

9784805830543

¥9,900

¥14,900 1016853330

片山 壽

2008

9784805830550

¥9,900

¥14,900 1016853331

開原 成允

2008

9784805830567

¥9,900

¥14,900 1016853332

西 周三

2008

9784805830574

¥9,900

¥14,900 1016853333

同時1アクセス 同時3アクセス
（本体）
（本体）
¥69,300

¥104,000

商品コード

商品コード
1016853326
2018年7月

丸善雄松堂株式会社学術情報ソリューション事業部 Maruzen eBook Library 担当
Tel：03-6367-6008 Fax:03-6367-6184 e-mail:ebook-i@maruzen.co.jp
営業時間：9：00 ～ 17：30（土・日・祝日、年末年始を除く）

