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No.2018-521 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

（本体） 
同時３アクセス 

（本体） 
商品コード 

認知症の看護ケア 日本精神科看護協会 2018 9784805855416 ¥5,500 ¥8,250 1028397426 

アディクション・パーソナリティ障害の看護ケア 日本精神科看護協会 2017 9784805855393 ¥5,940 ¥8,910 1028397427 

うつ病・双極性障害の看護ケア 日本精神科看護協会 2017 9784805855409 ¥5,940 ¥8,910 1028397428 

精神科ナースのアセスメント＆プランニングbooks 

アセスメントから看護計画の立案、具体的なケアの
展開までを解説。精神科看護実践の入門書として
最適！ 

2018年 人気シリーズ 新規追加タイトル！ 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

（本体） 
同時３アクセス 

（本体） 
商品コード 

エピソードでわかる!クラス運営に役立つスキル  石井 章仁 2018 9784805857038 ¥3,960 ¥5,940 1028397397 

自信がもてる!育ちを支える食事の基本  小野 友紀 2018 9784805857014 ¥3,960 ¥5,940 1028397398 

遊びにつなぐ!場面から読み取る子どもの発達  増田 修治 2018 9784805857021 ¥3,960 ¥5,940 1028397399 

子どもイキイキ!園生活が充実する「すきま遊び」  駒井 美智子 2018 9784805857007 ¥3,960 ¥5,940 1028397430 

失敗から学ぶ保護者とのコミュニケーション  大方 美香 2018 9784805857045 ¥3,960 ¥5,940 1028397431 

保育わかばbooks 

2018年施行の保育書保育指針をい
ち早くふまえた、保育者の資質向上
に必須のラインナップです。 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

（本体） 
同時３アクセス 

（本体） 
商品コード 

2019社会福祉士国家試験過去問解説集 
  ―第28回-第30回全問完全解説― 

日本ソーシャルワーク
教育学校連盟 

2018 9784805856611 ¥8,360 ¥12,540 1028397403 

2019介護福祉士国家試験過去問解説集 
  ―第28回-第30回全問完全解説― 

介護福祉士国家試験
受験対策研究会 

2018 9784805856604 ¥6,600 ¥9,900 1028397404 

2019精神保健福祉士国家試験過去問解説集 
  ―第18回-第20回全問完全解説― 

日本ソーシャルワーク
教育学校連盟 

2018 9784805856628 ¥8,360 ¥12,540 1028397417 

2019管理栄養士国家試験過去問解説集 
  ―<第28回～第32回>5年分徹底解説― 

管理栄養士国試対策
研究会 

2018 9784805857205 ¥6,600 ¥9,900 1028397425 

国家資格の過去問解説集 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160


● 表示価格は税抜きです。 2018年10月 

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。 対論 社会福祉学  

日本社会福祉学会 編集 

書名 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

（本体） 
同時３アクセス 

（本体） 
商品コード 

社会福祉原理・歴史 （1） 2012 9784805837252 ¥7,480 ¥11,220 1015293229 

社会福祉政策 （2） 2012 9784805837269 ¥7,480 ¥11,220 1015293230 

社会福祉運営 （3） 2012 9784805837276 ¥7,480 ¥11,220 1015293231 

ソーシャルワークの思想 （4） 2012 9784805837283 ¥7,480 ¥11,220 1015293232 

ソーシャルワークの理論 （5） 2012 9784805837290 ¥7,480 ¥11,220 1015293233 

５巻揃価格 

同時１アクセス(本体) ¥37,400 同時３アクセス(本体) ¥56,100 

同時1アクセス（本体） ¥7,480 

同時3アクセス（本体） ¥11,220 

冊子版ＩＳＢＮ 9784805837252 

発行年 2012 

商品コード 1015293229 

対論  社会福祉学１ 社会福祉原理・歴史 
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） ¥7,480 

同時3アクセス（本体） ¥11,220 

冊子版ＩＳＢＮ 9784805837269 

発行年 2012 

商品コード 1015293230 

対論  社会福祉学２  社会福祉政策 
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。  

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。 明日の在宅医療 

全7巻揃価格 

同時1アクセス（本体）¥69,300 

同時3アクセス（本体）¥103,950 

商品コード1016853326 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

（本体） 
同時３アクセス 

（本体） 
商品コード 

在宅医療の展望 （第1巻） 大島 伸一 2008 9784805830512 ¥9,900 ¥14,850 1016853327 

在宅医療の諸相と方法 （第2巻） 黒岩 卓夫 2008 9784805830529 ¥9,900 ¥14,850 1016853328 

在宅での看取りと緩和ケア （第3巻） 鈴木 荘一 2008 9784805830536 ¥9,900 ¥14,850 1016853329 

高齢者ケアと在宅医療 （第4巻） 野中 博 2008 9784805830543 ¥9,900 ¥14,850 1016853330 

在宅医療・訪問看護と地域連携 （第5巻） 片山 壽 2008 9784805830550 ¥9,900 ¥14,850 1016853331 

在宅医療と人材養成・人材確保 （第6巻） 開原 成允 2008 9784805830567 ¥9,900 ¥14,850 1016853332 

在宅医療の経済的基盤 （第7巻） 西村 周三 2008 9784805830574 ¥9,900 ¥14,850 1016853333 



● 表示価格は税抜きです。 2018年10月 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

（本体） 
同時３アクセス 

（本体） 
商品コード 

ゼミナール地域福祉学 ―図解でわかる理論と実践― 野口 定久 2018 9784805856918 ¥5,500 ¥8,250 1028397400 

保育現場の子ども虐待対応マニュアル ―予防から発見・通告・支援のシステムづく
り― 

倉石 哲也 2018 9784805856871 ¥4,840 ¥7,260 1028397401 

ソーシャルワーカーの成長を支えるグループスーパービジョン ―苦しみやつまずき
を乗り越えるために― 

山崎 美貴子 2018 9784805856994 ¥4,840 ¥7,260 1028397402 

介護福祉士国家試験わかる!受かる!合格テキスト2019 ―この一冊で基礎力をつけ
る!― 

介護福祉士国家試験受験対策研究会 2018 9784805856819 ¥5,720 ¥8,580 1028397405 

介護福祉士国家試験受験ワークブック2019上 
介護福祉士国家試験受験ワークブッ
ク編集委員会 

2018 9784805856635 ¥6,160 ¥9,240 1028397406 

介護福祉士国家試験受験ワークブック2019下 
介護福祉士国家試験受験ワークブッ
ク編集委員会 

2018 9784805856642 ¥6,160 ¥9,240 1028397407 

3法令から読み解く乳幼児の教育・保育の未来 ―現場で活かすヒント― 無藤 隆 2018 9784805856581 ¥3,960 ¥5,940 1028397408 

こうすればうまくいく!知的障害のある子どもの保育 ―イラストですぐにわかる対応
法― 

水野 智美 2018 9784805856888 ¥3,520 ¥5,280 1028397409 

地域福祉とファンドレイジング ―財源確保の方法と先進事例― 宮城 孝 2018 9784805857120 ¥5,500 ¥8,250 1028397411 

ケアマネジメントの本質 ―生活支援のあり方と実践方法― 白澤 政和 2018 9784805855447 ¥8,800 ¥13,200 1028397412 

見て覚える!社会福祉士国試ナビ2019 いとう総研資格取得支援センター 2018 9784805856741 ¥6,160 ¥9,240 1028397414 

見て覚える!精神保健福祉士国試ナビ 専門科目2019 いとう総研資格取得支援センター 2018 9784805856758 ¥5,720 ¥8,580 1028397415 

高齢者看護学 第3版 亀井 智子 2018 9784805856246 ¥6,160 ¥9,240 1028397416 

自然公園実務必携 4訂 環境省自然環境局国立公園課 2018 9784805856475 ¥12,320 ¥18,480 1028397419 

保育者のための子育て支援ガイドブック ―専門性を活かした保護者へのサポート
― 

武田 信子 2018 9784805855454 ¥3,960 ¥5,940 1028397420 

現代の社会福祉 改訂 鈴木 幸雄 2018 9784805856383 ¥4,840 ¥7,260 1028397421 

介護福祉の「専門性」を問い直す 黒澤 貞夫 2018 9784805856406 ¥5,280 ¥7,920 1028397422 

つながり、支え合う福祉社会の仕組みづくり 東洋大学福祉社会開発研究センター 2018 9784805856499 ¥7,040 ¥10,560 1028397423 

心を病む人の生活をささえる看護 坂田 三允 2018 9784805856598 ¥7,040 ¥10,560 1028397424 

認知症の看護ケア （精神科ナースのアセスメント&プランニングbooks） 日本精神科看護協会 2018 9784805855416 ¥5,500 ¥8,250 1028397426 

訪問看護実務相談Q&A （平成30年版） 全国訪問看護事業協会 2018 9784805857236 ¥7,480 ¥11,220 1028397429 

災害時における介護のボランティア入門 ―介護福祉士の専門性をいかして― 日本介護福祉士会 2018 9784805857083 ¥3,960 ¥5,940 1028397432 

見て覚える!介護福祉士国試ナビ2019 いとう総研資格取得支援センター 2018 9784805856734 ¥5,280 ¥7,920 1028397434 

精神保健福祉士国家試験受験ワークブック 2019専門科目編 日本精神保健福祉士協会 2018 9784805856673 ¥6,600 ¥9,900 1028397435 

呼吸/循環/生体防御機能障害 （機能障害からみる看護過程 1） 今川 詢子 2018 9784805857328 ¥7,040 ¥10,560 1028397436 

社会福祉士国家試験受験ワークブック 2019専門科目編 
社会福祉士国家試験受験ワークブッ
ク編集委員会 

2018 9784805856659 ¥6,600 ¥9,900 1028397438 

社会福祉士・精神保健福祉士国家試験受験ワークブック 2019共通科目編 
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 

2018 9784805856666 ¥6,600 ¥9,900 1028397439 

地域福祉のイノベーション ―コミュニティの持続可能性の危機に挑む― 
日本地域福祉学会地域福祉イノベー
ション研究会 

2017 9784805855904 ¥7,480 ¥11,220 1028397410 

HIV/AIDSソーシャルワーク ―実践と理論への展望― 小西 加保留 2017 9784805855980 ¥7,700 ¥11,550 1028397413 

高次脳機能障害領域の作業療法 ―プログラム立案のポイント―（クリニカル作業
療法シリーズ） 

鈴木 孝治 2017 9784805853238 ¥7,920 ¥11,880 1028397418 

アディクション・パーソナリティ障害の看護ケア （精神科ナースのアセスメント&プラ
ンニングbooks） 

日本精神科看護協会 2017 9784805855393 ¥5,940 ¥8,910 1028397427 

うつ病・双極性障害の看護ケア （精神科ナースのアセスメント&プランニングbooks） 日本精神科看護協会 2017 9784805855409 ¥5,940 ¥8,910 1028397428 

対人援助職に効く認知行動療法ワークショップ ―専門職としての力量を高める3つ
のチカラ― 

竹田 伸也 2017 9784805854792 ¥4,840 ¥7,260 1028397433 

エビデンスに基づく循環器看護ケア関連図 森山 美知子 2017 9784805854662 ¥7,040 ¥10,560 1028397437 

ソーシャルワークの面接技術と記録の思考過程 （精神保健福祉士の実践知に学
ぶソーシャルワーク 2） 

田村 綾子 2017 9784805855676 ¥5,500 ¥8,250 1028397440 

介護福祉用語和英・英和辞典 澤田 如 2017 9784805855737 ¥7,480 ¥11,220 1026040613 

災害ソーシャルワークの可能性 ―学生と教師が被災地でみつけたソーシャルワー
クの魅力― 

遠藤 洋二 2017 9784805855744 ¥6,600 ¥9,900 1026040614 

根拠がわかる看護マッサージ ―患者を癒やすリラクセーション技術― 岡本 佐智子 2017 9784805855645 ¥5,280 ¥7,920 1026040615 

こうすればうまくいく!医療的配慮の必要な子どもの保育 ―30の病気の対応ポイン
トがわかる!― 

西村 実穂 2017 9784805855232 ¥3,960 ¥5,940 1026040616 

こうすればうまくいく!自閉症スペクトラムの子どもの保育 ―イラストですぐにわかる
対応法― 

水野 智美 2017 9784805855775 ¥3,960 ¥5,940 1026040617 

貧しい人々への友愛訪問 ―現代ソーシャルワークの原点― メアリー・E.リッチモンド 2017 9784805855782 ¥5,720 ¥8,580 1026040618 

精神保健福祉士の養成教育論 ―その展開と未来― 日本精神保健福祉士養成校協会 2016 9784805854235 ¥7,700 ¥11,550 1028397441 

新・精神科デイケアQ&A 日本デイケア学会 2016 9784805854228 ¥6,600 ¥9,900 1028397442 

2018年 新規追加タイトル！ 
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