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社会福祉協議会（社協）とは

社会福祉協議会は、民間の社会福祉活動を推進することを目的とした、営利を

目的としない民間組織です。昭和26年（1951年）に制定された社会福祉事業法（現

在の「社会福祉法」）に基づき、設置されています。

社会福祉協議会は、それぞれの都道府県、市区町村で、地域に暮らす皆様のほ

か、民生委員・児童委員、社会福祉施設・社会福祉法人等の社会福祉関係者、保健・

医療・教育など関係機関の参加・協力のもと、地域の人びとが住み慣れたまちで

安心して生活することのできる「福祉のまちづくり」の実現をめざしたさまざま

な活動をおこなっています。

全国社会福祉協議会（全社協）は、これら社協の中央組織として、全国各地の

社協とのネットワークにより、各種の福祉サービスや相談活動、ボランティアや

市民活動の支援、共同募金運動への協力など、全国的な取り組みから地域の特性

に応じた活動まで、さまざまな場面で地域の福祉増進に取り組んでいます。
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※ 送料は令和３年11月1日現在のものです。今後改定となる場合があります。

明治42年7月創刊

昭和28年9月創刊

昭和31年4月創刊

社会福祉の新しい方向を探る総合月
刊誌。社会福祉をめぐる諸課題、制
度・政策の動きや地域におけるさま
ざまな実践事例などの最新情報を紹
介。福祉関係者必読の情報誌。

保育実践に役立つ情報やヒントが
いっぱいの保育の専門誌。最新の保
育情報を伝えるとともに、子どもの
発達段階に応じた保育内容、地域性
豊かな実践やカリキュラムを紹介。

福祉事務所のケースワーカーを主な
対象とした保護行政の専門誌。社会
保障の根幹としての生活保護の最新
動向や指針を解説するとともに、福
祉事務所の活動事例・論文を掲載し
た関係者必読の書。

B5 判・104 頁／毎月 6 日発売

（土日祝の場合は翌平日発売）

●定価 1,068 円（税込）

●送料 300 円（10 冊以上・定期  

購読の場合は送料サービス）

B5 判・76 頁／毎月 8 日発売

（土日祝の場合は翌平日発売）

●定価 639 円（税込）

●送料 300 円（10 冊以上・定期 

購読の場合は送料サービス）

B5 判・32 頁／毎月 20 日発売

（土日祝の場合は翌平日発売）

●定価 425 円（税込）

●送料 300 円（10 冊以上・定期

購読の場合は送料サービス）

全社協の月刊誌
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定価 1,210 円（税込）　A4 判／ 80 頁 
2021 年 8 月発行　ISBN 978-4-7935-1377-0

定価 880 円（税込）　A5 判／ 90 頁 
2021 年 5 月発行　ISBN 978-4-7935-1374-9

定価 2,530 円（税込）　B5 判／ 225 頁 
2021 年 6 月発行　ISBN 978-4-7935-1376-3

定価 220 円（税込）　A4 判／ 32 頁 
2021 年 7 月発行　※1 回につき 10 冊以上の注文受付

みんなでめざそう！
地域づくりとソーシャルワークの展開

これからの地域づくりを担うソーシャルワーク現任者の 
実践力の強化・育成に関する企画委員会 編著

被災地に寄り添う
災害ボランティアセンター運営

災害ボランティア活動ブックレット編集委員会 編

改訂 2 版　概説　社会福祉協議会
和田 敏明 編

障害福祉サービスの利用について
（2021 年 4 月版）

全国社会福祉協議会 製作

地域共生社会の実現に向けた地域生活課題の解決のためのソーシャル
ワークの基礎知識、福祉施設等が地域のためにできることや、地域に
根差した施設となるための取り組み、そもそも地域とつながる意義と
は何かなど、実践事例とともに、わかりやすく解説しています。

被災地において災害ボランティアセンター（災害 VC）が設置・
運営されていますが、ひとつとして同じスタイルはなく被災
状況や地域の実情に応じた取り組みが求められます。これま
でに得られた知見をもとにポイントをまとめました。

地域福祉をリードする社会福祉協議会（社協）の「いま」の姿、
「あす」の活動のための事業・組織運営などを概説。改訂 2 版
では、最新のデータに更新するとともに、コロナ禍における
社協事業・活動の取り組み課題を加筆しています。

制度の利用に向けて、障害者総合支援法の要点、制度の概要
や手続きについてまとめたパンフレット。
最新の報酬改定もふまえ、図表等で示し、わかりやすく解説
しています。各頁に音声コード付き。

電子書籍

新刊図書のご案内
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定価 8,030 円（税込）　A5 判／ 986 頁 
2021 年 4 月発行　ISBN 978-4-7935-0738-0　

定価 2,640 円（税込）　B5 判／ 468 頁 
2021 年 3 月発行　ISBN 978-4-7935-1367-1

  
 

定価 2,420 円（税込）　B5 判／ 280 頁 
2021 年 2 月発行　ISBN 978-4-7935-1366-4

改訂増補　生活保護法の解釈と運用（復刻版）

小山 進次郎 著

社会福祉施設経営管理論 2021
宮田 裕司 編著

「保育の友」増刊号

私たちの指導計画 2021

社会福祉法人・福祉施設経営における
人事・労務管理論 2021

柴田 悟一・奥山 明良 著 

生活保護法の制定時（昭和 25 年）に初版刊行。昭和 26 年
に中央社会福祉協議会（現在の全国社会福祉協議会）から刊行
された『改訂増補 生活保護法の解釈と運用』を完全復刻。わ
が国の公的扶助制度の歴史、生活保護法の成り立ち、現行生
活保護法とその運用を逐条解説。

施設長をはじめとする管理者が社会福祉施設を経営するうえ
で知っておきたい法制度、サービス提供管理、人事・労務管理、
情報管理などについて、わかりやすく解説した最新版の実務
書。

2020 年度『保育の友』連載「私たちの
指導計画」から、年間・月間指導計画、
保育のポイント、実践記録、保育のヒン
トを年齢別にまとめた保育関係者必携の
書。日々の保育のエピソードを織りまぜ
ながら、指導講師が監修しています。

「働き方改革」をはじめ、人事・労務管理の重要な課題に対応
するために必要な人事管理の理論と、関係労働法規のポイン
トを解説。

電子書籍

※ 送料無料

全国社会福祉協議会 編

…電子書籍もご用意しています。あわせてご活用ください。詳しくはホームページへ。電子書籍

定価 1,210 円（税込）　B5 判／ 140 頁
2021 年 5 月発行

定価 1,320 円（税込）　B5 判／ 180 頁
2021 年 6 月発行

0・1・2 歳児 3・4・5 異年齢児

新刊図書のご案内

3



各施設・事業所ごとに、

ぜひ全巻お揃えください！

社会福祉を学ぶ方、福祉に携わる方に最適なテキスト

社会福祉学習双書

福祉現場でも役立つシリーズ

各巻とも B5判・2色刷／「社会福祉学習双書」編集委員会 編

各巻定価 2,420 円〜 3,190 円（税込）／15巻セット 定価 42,460 円（税込）

社会福祉士
養 成 課 程
テ キ ス ト 2021

＊松原 康雄（明治学院大学名誉教授）
　飛松 好子（国立障害者リハビリテーションセンター顧問）
　宮本 太郎（中央大学教授）
　渡部 律子（日本女子大学名誉教授）
　原田 正樹（日本福祉大学教授）　　　　　　　　　 ＊総括編集委員長
     （肩書きは、令和３年11月現在のものです。）

総括編集委員
（敬称略）

全 15 巻

地域共生社会の一翼を担うすべての皆さまへ

　 ⇒社会福祉士養成課程の新カリキュラムに対応
　 ⇒国家試験対策として、各分野のエキスパートが、要点をわかりやすく解説
　 ⇒真のソーシャルワーカーの養成に、愛用され続けているテキスト

1  福祉の原理、各福祉領域の制度・法律、医学、心理学など、必要な情報・知識が満載！
2  毎年、最新情報に更新した改訂版を刊行。各巻で制度改正等について詳しく解説！
3  地域共生社会の実現に向けた制度改正はもとより、実践・事例も豊富に掲載！
4   福祉専門職のさまざまな場面で活用でき、スキルアップに役立つ！

各施設・事業所ごとに、

ぜひ全巻お揃えください！

詳細はコチラ！

社会福祉学習双書
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第 1 巻 社会福祉の原理と政策 定価 2,750 円（税込）　 
ISBN978-4-7935-1351-0

第 2 巻 福祉サービスの組織と経営 定価 2,750 円（税込） 
ISBN978-4-7935-1352-7

第 3 巻 高齢者福祉 定価 2,750 円（税込）
ISBN978-4-7935-1353-4

第 4 巻 障害者福祉 定価 2,750 円（税込）
ISBN978-4-7935-1354-1 

第 5 巻 児童・家庭福祉 定価 2,750 円（税込）
ISBN978-4-7935-1355-8

第 6 巻 社会保障 定価 2,970 円（税込）
ISBN978-4-7935-1356-5

第 7 巻 貧困に対する支援 定価 2,750 円（税込）
ISBN978-4-7935-1357-2

第 8 巻 地域福祉と包括的支援体制 定価 2,970 円（税込）
ISBN978-4-7935-1358-9 

第 9 巻 ソーシャルワークの基盤と専門職 定価 2,420 円（税込）
ISBN978-4-7935-1359-6

第 10 巻 ソーシャルワークの理論と方法 定価 2,750 円（税込）
ISBN978-4-7935-1360-2 

第 11 巻 心理学と心理的支援 定価 2,750 円（税込）
ISBN978-4-7935-1361-9 

第 12 巻 社会学と社会システム／社会福祉調査の基礎 定価 3,190 円（税込）
ISBN978-4-7935-1362-6

第 13 巻 権利擁護を支える法制度／刑事司法と福祉 定価 2,970 円（税込）
ISBN978-4-7935-1363-3 

第 14 巻 医学概論／保健医療と福祉 定価 3,190 円（税込）
ISBN978-4-7935-1364-0

第 15 巻 介護概論 定価 2,750 円（税込）
ISBN978-4-7935-1365-7

社会福祉学習双書
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最新 保育士養成講座
各巻とも B5判／２色刷／最新 保育士養成講座 総括編纂委員会　編

各巻 定価 2,090 円（税込）

　秋田喜代美（学習院大学教授）
　岩田　　力（学校法人渡辺学園常務理事 / 東京家政大学大学院客員教授）
＊柏女　霊峰（淑徳大学教授）
　北野　幸子（神戸大学大学院准教授）
　山縣　文治（関西大学教授）
                                     （肩書きは令和３年11月現在のものです）

総括編纂委員
（敬称略）

全 10 巻

保育を学ぶ保育者・学生、すべての皆さまへ

確かな知識・理解に基づく保育を培う
保育士試験受験者、保育士養成校の学生のためのテキスト

＊編纂委員長

⇒章ごとに「学習のポイント」と「学習のふりかえり」を設定

⇒少ない巻数で要点をしっかり学習

⇒より広く、より深く学ぶことができる

『保育士養成講座』は、半世紀以上の歴史を持つ保育士養成のための代表的な教材
として、関係者の皆さまからも高い評価と信頼をいただいています。
各巻の養成課程・試験科目への対応はホームページでご確認ください

保育園に
そろっていると
使いやすい！

最新 保育士養成講座
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第 1 巻 保育原理
―保育原理 / 乳児保育
ISBN978-4-7935-1304-6

保育において、育ちのプロセスが積み上げられていくことの大切さ、誕
生から小学校入学までの子どもの育ちの姿の連続性を重視。保育の重要
性や役割等を学び、子どもの基本的な人権意識や発達理解を深める。

第 2 巻 教育原理
ISBN978-4-7935-1305-3

教育の意義、子ども家庭福祉と教育の関連性、教
育史や教育制度などをふまえたうえで、教育の実
践と展開、今後の課題までを体系的に学ぶ。

第 3 巻 子ども家庭福祉
ISBN978-4-7935-1306-0

子ども家庭福祉の意義や制度体系、具体的活動が学べる
とともに、子ども、子育て家庭を取り巻く環境の変化を
ふまえ、今後の子ども家庭福祉のあり方を理解する。

第 4 巻
社会福祉
ISBN978-4-7935-1307-7

新たに「社会福祉における子ども家庭支援の視点」を理解
する項目が加わるとともに、社会福祉全般に関する理論や
制度体系、援助技術など初学者にもわかりやすく学べる。

第 5 巻 社会的養護と障害児保育
ISBN978-4-7935-1308-4

「社会的養護」並びに「障害児保育」の 2 つの教
科の意義や基本的な考え方、制度や実施体系、具
体的な援助などについて学ぶ。　　

第 6 巻 子どもの発達理解と援助
ISBN978-4-7935-1309-1

子どもの発達と精神保健、学びや遊びの発達過程について理
解を深める。その理解をもとに、子どもを取り巻く環境や
社会的状況などをふまえた具体的な発達援助について学ぶ。

第 7 巻 子どもの健康と安全
ISBN978-4-7935-1310-7

「子どもの保健」と「子どもの健康と安全」の教科をまとめた
一冊。子どもの心身の健康と保健の意義、保育所における子ど
もの健康と安全管理などの基本知識と、具体的な対応を学ぶ。

第 8 巻 子どもの食と栄養
ISBN978-4-7935-1311-4　

日々、発育・発達している子どもの心と体について理解を深め、適切
な食生活を実践していくためのテキスト。改定後の「授乳・離乳の支
援ガイド」や「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン」にも対応。

第 9 巻 保育専門職と保育実践
―保育実習 / 保育内容の理解と実践
ISBN978-4-7935-1312-1

「保育者論」「保育の計画と評価」の科目も含め、「保
育専門職（実習前に学ぶ理論）」と「保育実践（実
習と事後の振り返り）」の 2 部構成で学ぶ。

第 10 巻 子ども家庭支援
―家庭支援と子育て支援
ISBN978-4-7935-1313-8

保育所における子育て家庭への支援の全体像をとらえるために「子
ども家庭支援論」と「子育て支援」を1冊にまとめたテキスト。保
育の専門性を基盤とする保育相談支援の役割や機能を理解する。

最新 保育士養成講座
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　改訂２版　福祉職員キャリアパス対応
　／生涯研修課程テキスト　初任者編
　ISBN978-4-7935-1369-5

「初任者編」では、サービス提供者、チームの一員としての基
本を習得するとともに、福祉職員としてのキャリアアップの方
向を学びます。

　改訂２版　福祉職員キャリアパス対応
　／生涯研修課程テキスト　中堅職員編
　ISBN978-4-7935-1370-1

「中堅職員編」では、担当業務を自立的に遂行するとともに、
後輩職員への指導、支援が期待される中堅職員として、求め
られる役割やキャリアアップの方向を学びます。

　改訂２版　福祉職員キャリアパス対応
　／生涯研修課程テキスト　チームリーダー編
　ISBN978-4-7935-1371-8

「チームリーダー編」では、チームリーダーの役割を遂行する
ための基本を習得し、チームリーダーとしてのキャリアアッ
プの方向を学びます。

　改訂２版　福祉職員キャリアパス対応
　／生涯研修課程テキスト　管理職員編
　ISBN978-4-7935-1372-5

「管理職員編」では、管理者・トップマネジメントとして求め
られる役割や、キャリアアップの方向を学びます。

職員研修
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改訂 福祉の「職場研修」マニュアル
〜福祉人材育成のための実践手引〜

宮崎民雄 監修
本会が開発した「福祉職員キャリ
アパス対応生涯研修課程」に即し
大幅改訂しました。職員の資質向
上・人材育成のための必要要件で
ある「職場研修」を計画化・体系
化した具体的な手引書です。

定価 1,430 円（税込）　A4 判 /115 頁 
2016 年 6 月発行　ISBN978-7935-1208-7

シニア世代のみんなの歌集
全国老人クラブ連合会 編

季節にあわせて歌える「童謡・唱
歌」、地域色豊かな「民謡」、若い
頃に流行した「歌謡曲」など80
曲をジャンルごとにまとめまし
た。地域のサロン、高齢者施設、
デイサービス、ご家庭でも気軽
に手にとって歌えます。
定価 550 円（税込）　A5 判／ 122 頁　       
2018 年 6 月発行　ISBN978-4-7935-1278-0

福祉の職場のマナーガイドブック
立石貴子 著 全国社会福祉協議会 編

本書は、はじめて社会人として福
祉の仕事に就くことになった方が
たのために、最初に身につけてほ
しい仕事の基本や職場でのマナー
をお伝えする本です。施設・事業
所における新人職員教育の教材と
して、最適な内容になっています。
定価 1,100 円（税込）　A4 判 /84 頁 
2019 年 3 月発行　ISBN978-4-7935-1315-2

介護実習指導者テキスト 改訂 2 版
公益社団法人 日本介護福祉士会 編 

「介護実習」を指導する社会福祉施設な
どの実習指導者が、介護福祉士を養成
するうえで必要な専門的知識や介護実
習指導の理論や目的をわかりやすく解
説。介護福祉士養成課程新カリキュラ
ムを踏まえ、新たな介護実習の教育内
容をより学習しやすいように再構成。
定価 2,750 円（税込）　B5 判 /280 頁 
2020 年 5 月発行　ISBN978-4-7935-1345-9

「ふれあいケア」増刊号
なっとく！ 認知症ケア相談室

「ふれあいケア」編集部 編
認知症ケアの基礎を知りたい、
悩み解決の糸口を見つけたい、
どういう研修をしたらよいか知
りたいなど、認知症ケアに関す
るあらゆる課題解決に役立つ一
冊です。

定価 1,760 円（税込）　B5 判 /160 頁 
2016 年 10 月発行　

「ふれあいケア」増刊号
介護現場のリスクマネジメント PART2

「ふれあいケア」編集部 編
『ふれあいケア』連載記事「介
護現場のリスクマネジメント」
に掲載した 35 事例をまとめ、
カンファレンス形式でその対応
や予防策を考えるとともに、法
律上の解釈と対応についてアド
バイスしています。
定価 1,430 円（税込）　A5 判 /180 頁 
2014 年 9 月発行

居宅サービス計画ガイドライン Ver.２
社会福祉法人 全国社会福祉協議会 編 

介護支援専門員が「居宅サービス計画」を
作成するためにアセスメント手法として
本会が開発したものが『居宅サービス計画
ガイドライン』です。『居宅サービス計画
ガイドライン Ver.1』に家族介護者の支
援を目的のひとつに加え、アセスメントか
らケアプラン原案作成をサポートするた
めのマニュアルを加え改訂したものです。
定価 2,200 円（税込）　A4 判 /313 頁 
2017 年 11 月発行　ISBN978-4-7935-1243-8 

きちんとストレス管理 advance
稲谷 ふみ枝 著　打和 登 著

ストレスへの基本的なかかわり方、
セルフケアやラインケア、怒りの
セルフコントロールなどはもちろ
ん、「ワーク・エンゲイジメント」
の概念を踏まえ、職場復帰サポー
トの方法を追加。ストレスに関す
るセルフケアから組織としての支
援まで、ストレスマネジメントに
関する要素が詰まった一冊です。
定価 880 円（税込）　B5 判／ 48 頁 
2017 年 2 月発行　ISBN978-4-7935-1234-6

職員研修、高齢者福祉
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認知症ケア研修ブック
12 の事例から学ぶ大切なこと

諏訪 さゆり 著
認知症に関する基礎知識と国際
生活機能分類（ICF）を活用し
た認知症ケアの方法についてイ
ラストを使ってわかりやすく解
説。

定価 1,980 円（税込）　B5 判 /188 頁 
2009 年 9 月発行　ISBN978-4-7935-0981-0

わかるわかる　認知症ケア
橋本 泰子 編

月刊雑誌『ふれあいケア』に連載された
「わかるわかる認知症ケア」の 31 事例
に、新しい内容を加えて収録。認知症に
関する基礎的な知識や介護の実際を、
Q&A 方式でわかりやすく解説。認知症
ケアの入門書として、また、介護実践研
修のテキストとしても最適の一冊。

定価 1,650 円（税込）　A5 判 /224 頁 
2007 年 6 月発行　ISBN978-4-7935-0906-3

改訂 ケアマネジメント
在宅・施設のケアプランの考え方・つくり方

白澤 政和・蛯江 紀雄 編著
ケアマネジメントの理念や特徴等を
総合的に整理。ケアプラン作成にあ
たって、利用者の生活支援のための
適切なプロセスとその視点・留意点
などを具体的に提示。高齢者や障害
のある人、在宅・施設それぞれの事
例紹介とポイントを実践的に解説。
定価 990 円（税込）　B5 判 /104 頁 
2013 年 2 月発行　ISBN978-4-7935-1086-1

きちんと苦情対応
介護職員のための苦情対応マニュアル

宮本 薫 著

職員の皆さん一人ひとりのコミュニケーシ
ョン技術の向上を念頭に、苦情を寄せた利用
者の心理と、それをふまえた望ましい苦情対
応をまとめています。大きな文字とイラスト
で順序立てて解説しています。新人研修をは
じめ研修のテキストとしてご活用ください。 
定価 715 円（税込）　B5 判 /36 頁 
2014 年 7 月発行　ISBN978-4-7935-1129-5

高齢者福祉
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社会福祉原論
岡村 重夫 著

社会福祉とは何か？　その固有
の意義、対象領域と機能を明ら
かにし、社会福祉の一般理論の
体系を提示した、岡村理論のエ
ッセンス。

定価 1,388 円（税込）　A5 判 /161 頁 
1983 年 1 月発行　ISBN978-4-7935-0270-5

『月刊福祉』増刊号 現代の社会福祉 100 の論点 Vol.2
宮武 剛　監修、『月刊福祉』編集部 編

社会福祉を取り巻く 100 の論
点の背景と現状、対応について
提言する論考集。社会福祉の全
体像を概観できる社会福祉関係
者必読の書。社会福祉関係大学
等の学習教材やレポート作成の
参考資料としても最適。

定価 2,200 円（税込）　B5 判 /234 頁 
2012 年 3 月発行　

社会保障 · 福祉政策の動向 2020
全国社会福祉協議会 政策委員会 編

地域共生社会の実現と SDG ｓの
「誰一人取り残さない持続可能で
多様性と包摂性のある社会」の実
現のため「全社協　福祉ビジョン
2020」をとりまとめました。今
後の社会福祉推進のための参考資
料として、ぜひご活用ください。
定価 1,430 円（税込）　B5 判 /166 頁 
2021 年 3 月発行　ISBN978-4-7935-1368-8

第5版 よくわかる社会福祉施設
教員免許志願者のためのガイドブック

増田 雅暢 執筆代表 

さまざまな社会福祉施設の特徴
を事前に学ぶことで、教員免許
志願者に義務づけられている介
護等体験をより有意義なもの
に。

定価 660 円（税込）　B5 判／ 80 頁 
2018 年 5 月発行　ISBN978-4-7935-1277-3

福祉サービスの第三者評価受け方・
活かし方【保育所版】
 山崎 美貴子・岡田 賢宏・大方 美香 他 著

すべての保育事業者において受
審が行われていることを目指す
とされる「第三者評価」を活用
した保育の質の向上が求められ
ています。質の高い保育実践の
展開と経営の透明化を進めるた
めにぜひ本書をご活用ください。
定価 1,760 円（税込）　A4 判 /183 頁 
2016 年 3 月発行　ISBN978-4-7935-1200-1

福祉サービスの第三者評価受け方・
活かし方【高齢者福祉サービス版】
 蛯江 紀雄・田崎 基・奥西 栄介 他 著

「福祉サービス第三者評価基準ガイドラ
イン（高齢者福祉サービス版）」の解説、
受審に向けた準備・体制づくり、自己
評価の実施、第三者評価の活用方法等、
高齢者への支援の質の向上に第三者評
価を生かすための手引きとして作成。

定価 1,760 円（税込）　A4 判／ 205 頁 
2017 年 4 月発行　ISBN978-4-7935-1238-4

改訂増補 社会福祉法改正のポイント
全国社会福祉法人経営者協議会 編

2016 年 11 月に発出された社会福
祉法等の一部を改正する法律による政
省令の内容等を反映した増補改訂版で
す。平成 29 年 4 月 1 日に施行され
る定款変更、評議員、理事、法人役員
の選任など、厚生労働省から示されて
いるＱ＆Ａの内容を網羅しています。

定価 2,420 円（税込）　B5 判／ 320 頁 
2016 年 12 月発行　ISBN978-4-7935-1216-2 

福祉サービスの第三者評価受け方・
活かし方【障害者・児福祉サービス版】
 久木 元司・坂口 繁治・大塚 晃 他 著

「福祉サービス第三者評価基準ガイドライ
ン（障害者・児福祉サービス版）」の解説、
受審に向けた準備・体制づくり、自己評
価の実施、第三者評価の活用方法等、障
害者・児への支援の質の向上に第三者評
価を生かすための手引きとして作成。

定価 1,760 円（税込）　A4 判／ 202 頁 
2017 年 2 月発行　ISBN978-4-7935-1235-3

社会福祉一般
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保育士等キャリアアップ
研修ハンドブック

全国保育士会 編
このハンドブックは、保育士や
保育教諭等がどの研修を受講し
たか、今後どのような研修を受
講していくべきかを自己管理し、
研修の受講状況を客観的に説明
できるものとなっています。
定価 935 円（税込）　Ｂ 6 判／ 128 頁　      
2017 年 11 月発行　ISBN978-4-7935-1242-1

改訂２版 全国保育士会倫理綱領
ガイドブック

柏女霊峰 監修 全国保育士会 編

「全国保育士会倫理綱領」の内容を一
人ひとりの保育士がしっかりと理解
し日々の実践に生かせるよう、わか
りやすく解説。平成 30年施行の保育
所保育指針、幼保連携型認定こども
園教育・保育要領も掲載しています。

定価 770 円（税込）　Ａ 5 判／ 156 頁　      
2018 年 3 月発行　ISBN978-4-7935-1270-4 

改定 保育所保育指針・解説を読む
全国保育士会 編

本書は、保育所保育指針解説の
全文を掲載するとともに、関連
する参考資料を掲載し、子ども・
子育て支援に携わるすべての関
係者が、日々の実践の傍らに置
いてご活用いただくことを目的
に発行したものです。

定価 1,100 円（税込）　B5 判／ 298 頁　    
2018 年 4 月発行　ISBN978-4-7935-1273-5

全社協ブックレット⑧
保育所保育指針  
幼保連携型認定こども園教育・保育要領  
幼稚園教育要領 全国保育士会 編

平成 29 年 3 月 31 日に告示され
た、改定保育所保育指針、改正幼
保連携型認定こども園教育・保育
要領、改訂幼稚園教育要領の全文
ならびに通知を掲載しています。
定価 550 円（税込）　A5 判／ 132 頁 
2017 年 5 月発行　ISBN978-4-7935-1239-1

  
 

  
 

「保育の友」増刊号

私たちの指導計画 2021

教えて！工作マエストロ

2020 年度『保育の友』連載「私たちの
指導計画」から、年間・月間指導計画、
保育のポイント、実践記録、保育のヒン
トを年齢別にまとめた保育関係者必携の
書。日々の保育のエピソードを織りまぜ
ながら、指導講師が監修しています。

どこにでもある材料に一工夫して、子ど
もたちが「あっ！」と驚く、「作ってみた
い！」と創造力が高まる作品を集めまし
た。ほりおこしペーパークラフト作家の

「工作マエストロ」（著者）が、2 人の保
育士に工作の技を伝授します。

全国社会福祉協議会 編

黒須 和清 編

定価 1,210 円（税込）　B5 判／ 140 頁
2021 年 5 月発行

定価 1,540 円（税込）　B5 判／ 103 頁
2018 年 10 月発行
ISBN978-4-7935-1284-1

定価 1,320 円（税込）　B5 判／ 180 頁
2021 年 6 月発行

定価 1,540 円（税込）　B5 判／ 103 頁
2018 年 11 月発行
ISBN978-4-7935-1285-8

0・1・2 歳児

第 1 巻

3・4・5 異年齢児

第 2 巻

保　育
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気づくかかわるつなげる
〜保育者のための子どもと保護者の育ちを支えるガイドブック〜
全国社会福祉協議会　子どもと保護者の支援ガイドブック作成検討委員会 編
保育者が日々接している子ど
も・保護者の支援を進めるうえ
で重要なポイントについて、実
際の事例をもとに解説。虐待等
の防止に向けて必携の書です。

定価 880 円（税込）　A5 判／ 94 頁 
2017 年 3 月発行　ISBN978-4-7935-1237-7 

特撰 保育の根っこにこだわろう
村田 保太郎 著

月刊雑誌『保育の友』で 21 年間に渡
り連載されてきた「保育の根っこにこ
だ わ ろ う 」 の 単 行 本 PART1 と
PART2 を中心に、今も変わらない保
育の真髄と、保育者への提言を厳選し
てお届けします。発刊にあたって新規
に収録した著者インタビューも必読。
定価 1,650 円（税込）　B6 判 /310 頁 
2013 年 8 月発行　ISBN978-4-7935-1098-4

保育の根っこにこだわろうPART7
新しい福祉の時代の保育実践

村田 保太郎 著
社会が大きく変化する中、新時
代への対応や保育士のあるべき
姿について、実践例を盛り込み
ながら提起したシリーズ第 7
巻。

定価 1,980 円（税込）B6 判 /328 頁 
2007 年 12 月発行　ISBN978-4-7935-0911-7

保育園と家庭をつなぐ
HOW TO コミュニケーション

『保育の友』編集部 編
保育園において、保護者との日々のコミュニケ
ーションの積み重ねは、大きな信頼につながり
ます。『保育の友』では「保育園と家庭をつな
ぐコミュニケーション」のコーナーを設け、保
護者支援の実際を紹介してきました。保育の友
の連載から 49 編を選りすぐり、まとめた一冊。
定価 1,320 円（税込）　四六版 /208 頁 
2010 年 2 月発行　ISBN978-4-7935-1000-7

保育士のための書き方講座
今井 和子 著

『保育の友』に連載した「保育士のため
の書き方講座」「続・保育士のための書
き方講座」を基に、保育業務に焦点を
あて、その基本を学ぶための必携書。園
で書くべき必要な記録・日誌・連絡帳・
児童票・保育所児童保育要録・エピソ
ード記録など、それらを書く意味、書
き方、活かし方について述べています。
定価 1,650 円（税込）　B5 判 /144 頁 
2016 年 7 月発行　ISBN978-4-7935-1210-0

保育環境のデザイン
—子どもの最善の利益のための環境構成
 定行 まりこ 編著

全社協がまとめた「機能面に着目
した保育所の環境・空間に係る研
究事業報告書」や、『保育の友』の
連載「環境構成を考えてみよう」な
どをもとに、保育所等の環境構成
のあり方や建築に際しての留意点
などを、写真や図面をもとに解説。
定価 3,520 円（税込）　B5 判 /206 頁 
2014 年 11 月発行　ISBN978-4-7935-1135-6

保育の根っこにこだわろう PART6
保育園の新しい役割に対応する実践

村田 保太郎 著
保育指針の改定、社会福祉法の
成立等によって、新しく保育園
に求められる役割や期待にどう
応えていくべきかを、わかりや
すく論述。

定価 1,980 円（税込）B6 判 /264 頁 
2001 年 12 月発行　ISBN978-4-7935-0626-7

あそびのテーマパーク
繁下 和雄 編

『保育の友』の連載を再編集。
季節のテーマごとに工作、歌あ
そび、ミュージックパネルなど、
あそびの具体例とヒントを満
載。

定価 1,980 円（税込）B5 判 /232 頁 
2002 年 11 月発行　ISBN978-4-7935-0689-5

保　育
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つくってみせるちいさな劇場
黒須 和清 著

身近なありあわせのものでさっ
とできる人形劇の秘訣を、楽し
いイラストで紹介。本文2色刷。
4 色刷の口絵つき。

定価 1,549 円（税込）　B5 判 /21 頁 
1985 年 10 月発行　ISBN978-4-7935-0167-8

たのしい MONOMONO ショー
つくってみせるちいさな劇場 2

くろす かずきよ 著
『保育の友』に連載された「つ
くってみせるちいさな劇場 2」
をまとめたもの。身のまわりの
ものを使ってつくる人形劇を
25 種類紹介するほか、人形劇
の奥義・ヒントも紹介。
定価 1,388 円（税込）B5 判 /64 頁 
1996 年 12 月発行

幼児のうた 130 選
繁下 和雄 編

保育園・幼稚園でよくうたわれ
るうた 130 曲を厳選し、伴奏
つきの楽譜と歌詞を収録。保育
関係者にお勧めの一冊。

定価 2,860 円（税込）B5 判 /272 頁 
2001 年 10 月発行　ISBN978-4-7935-0615-4

地域福祉の弱みと強み
～「藤里方式」が強みに変える～

菊池 まゆみ 著

過疎の町の小さな社協が、著者
の掲げる「藤里方式」で住民の

「頼りになる社協」に変わって
いく過程を描いた迫真のドキュ
メントです。

定価 1,320 円（税込）A5 判 /175 頁 
2016 年 10 月発行　ISBN978-4-7935-1214-8

ひとりぽっちをつくらない
［コミュニティソーシャルワーカーの仕事］

勝部 麗子 著

豊中市社会福祉協議会の著者が、
専門職としてのコミュニティソー
シャルワーカーが誕生した経緯を
ふりかえりつつ、「制度の狭間」と
いわれる課題への支援のあり方や
役割について、事例を交えて解説。
定価 1,320 円（税込）A5 判 /193 頁 
2016 年 6 月発行　ISBN978-4-7935-1209-4

越境する地域福祉実践
－滋賀の縁創造実践センターの挑戦－

谷口 郁美・永田 祐 著

「自覚者が責任者」（糸賀一雄）を合言
葉に、生きづらさを抱えて暮らしてい
る人の現実から目をそらさず、できる
ことを一つでも具体化しようと果敢に
挑む「滋賀の縁創造実践センター」の
創設前夜からのドキュメントです。
定価 1,320 円（税込）A5 判 /204 頁 
2018 年 1 月発行　ISBN978-4-7935-1245-2

地域で「最期」まで支える
―琴平社協の覚悟―

越智 和子 著

住民主体を基本として、「誰も
が安心して暮らせるまちづく
り」を目標に先駆的に取り組ん
できた社協の、事業・活動の展
開と気概に満ちた職員のあゆ
み。
定価 1,320 円（税込）A5 判 /200 頁 
2019 年 7 月発行　ISBN978-4-7935-1319-0

保　育、地域福祉
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みんなでめざそう！
地域づくりとソーシャルワークの展開

これからの地域づくりを担うソーシャルワーク現任
者の実践力の強化・育成に関する企画委員会　編著

地域共生社会の実現に向けた地域生活課題の解決のた
めのソーシャルワークの基礎知識、福祉施設等が地域
のためにできることや、地域に根差した施設となるた
めの取り組み、そもそも地域とつながる意義とは何か
など、実践事例とともに、わかりやすく解説しています。

改訂 2 版　概説　社会福祉協議会
和田 敏明 著

地域福祉をリードする社会福祉協
議会（社協）の「いま」の姿、「あ
す」の活動のための事業・組織運
営などを概説。改訂 2 版では、最
新のデータに更新するとともに、
コロナ禍における社協事業・活動
の取り組み課題を加筆しています。

被災地に寄り添う災害ボランティアセンター運営
災害ボランティア活動ブックレット編集委員会 編
被災地において災害ボランティア
センター（災害 VC）が設置・運
営されていまが、ひとつとして同
じスタイルはなく被災状況や地域
の実情に応じた取り組みが求めら
れます。これまでに得られた知見
をもとにポイントをまとめました。

定価 1,210 円（税込）　A4 判 /80 頁 
2021 年 8 月発行　ISBN978-4-7935-1377-0

定価 2,530 円（税込）　B5 判／ 225 頁 
2021 年 6 月発行　ISBN 978-4-7935-1376-3

定価 880 円（税込）　A5 判／ 90 頁 
2021 年 5 月発行　ISBN 978-4-7935-1374-9

地域福祉ガバナンスをつくる
原田 正樹・藤井 博志・渋谷 篤男 編

多様化・複雑化・深刻化する地
域の福祉課題・生活課題への対
応に求められる「地域福祉ガバ
ナンス」の考え方や具体的な展
開過程をまとめた地域福祉関係
者必読の一冊。

定価 1,540 円（税込）　B5 判 /197 頁 
2020 年 7 月発行　ISBN978-4-7935-1346-6

全社協ブックレット④
地域にひろげよう＂お互いさま＂の生活支援サービス
〜新たな介護予防・日常生活支援総合事業の展開にむけて〜

全国社会福祉協議会 編
平成 27 年度からの「介護予防・日常生活支援総合事業

（総合事業）」を受けた、「生活支援サービス推進セミナー」
の内容を基調に、自治体関係者や助け合い活動団体等が

「ガイドライン案」の考え方や助け合い活動の役割、助
け合い活動の推進・支援のあり方、自治体の役割等につ
いて理解を深めることができるようまとめました。
定価 825 円（税込）　A5 判 /107 頁 
2015 年 1 月発行　ISBN978-4-7935-1152-3

新 福祉教育実践ハンドブック
上野谷 加代子・原田 正樹 監修

2003 年刊行の『福祉教育実
践ハンドブック』を全面的に見
直し、最新の福祉教育の動向も
踏まえ、福祉教育の福祉教育の
考え方、位置づけ、具体的な展
開方法、留意点などをＱ＆Ａで
簡潔に解説。
定価 1,980 円（税込）　B5 判 /203 頁 
2014 年 3 月発行　ISBN978-4-7935-1123-3

被災地につなげる災害ボランティア活動ガイドブック
災害ボランティア活動ブックレット編集委員会 編

被災地の復興等に欠かせない存
在となっている災害ボランティ
ア。初めて活動に参加する方に
必要な情報をまとめた、災害ボ
ランティア活動の入門書です。

定価 990 円（税込）　A5 判 /120 頁 
2019 年 7 月発行　ISBN978-4-7935-1318-3

電子書籍電子書籍

…電子書籍もご用意しています。あわせてご活用ください。詳しくはホームページへ。電子書籍

地域福祉
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☆住民主体の生活支援サービスマニュアル 全 7 巻シリーズ☆
1 改訂 助け合いによる生活支援を広げるために

新地域支援構想会議 編
シリーズ第1巻である本書は、「総論」に
あたり、これから助け合いの取り組みに興
味をもってもらうために幅広い住民や関係
者への啓発や学習に活用いただけるよう、
助け合いによる生活支援の意義や基本的な
考え方をまとめています。＜ 2019（令
和元）年 5 月 30 日　改訂版刊行＞

定価 1,320 円（税込）　B5 判 /126 頁 
2019 年 5 月発行　ISBN978-4-7935-1317-6

2 身近な地域での見守り支援活動
全国社会福祉協議会 地域福祉部 編

各地で取り組まれている住民同士
のつながりを取り戻し、安心・安
全な地域を住民自身の手で作り上
げていく見守り支援活動の事例を
紹介し、さらに見守り支援活動の
ヒントや工夫、エッセンスをふん
だんに盛り込んでいます。

定価 1,320 円（税込）　B5 判 /107 頁 
2015 年 12 月発行　ISBN978-4-7935-1175-2

3 居場所・サロンづくり
公益財団法人 さわやか福祉財団 編

交流（ふれあい）によるいきがいや、
身体面における介護予防となる全国
の「居場所・サロン」で取り組まれ
ているさまざまな事例を紹介しなが
ら、居場所・サロンづくり・運営の
方法について紹介しています。

定価 1,320 円（税込）　B5 判 /104 頁 
2016 年 3 月発行　ISBN978-4-7935-1176-9

5 食事サービス
一般社団法人 全国老人給食協力会 編

食事サービスは、食事が持つ様々
な側面から「福祉サービスの入り
口」に例えられている食事サービ
スは、特別な技術や知識がなくて
もさまざまな参加の場面がありま
す。本書を参考にして食事サービ
スに取り組んでみませんか。

定価 1,320 円（税込）　B5 判 /118 頁 
2016 年 4 月発行　ISBN978-4-7935-1178-3

7 宅老所
宅老所・グループホーム全国ネットワーク 編

「宅老所」は「あの人の生活を支えたい」、「安
心して暮らせる地域にしたい」という「思い」
を大切にしています。ぜひ、本書を参考に「宅
老所」を知り、活動にかかわってみませんか？
○主な内容
　・宅老所とは？
　・サービスを立ち上げるために
　・活動の継続のために
　・支援者に期待されること
定価 1,320 円（税込）　B5 判 /93 頁 
2016 年 6 月発行　ISBN978-4-7935-1179-0

4 訪問型サービス（住民参加型在宅福祉サービス）
住民参加型在宅福祉サービス団体全国連絡会 編
全国社会福祉協議会で「住民参加型在
宅福祉サービス」と名付けて推進して
きた、住民が主体となって運営する訪
問型の生活支援サービスをとりあげて
います。介護保険制度改正によりこの
サービスへの期待が高まっている今、
本書をぜひ、参考にしてください。

定価 1,320 円（税込）　B5 判 /105 頁 
2016 年 3 月発行　ISBN978-4-7935-1177-6

6 移動・外出支援
特定非営利活動法人　全国移動サービスネットワーク 編

本書では、道路運送法などに基
づき各地で行われている、高齢
者や障がい者の移動・外出支援
の類型や活動事例をはじめ、運
営方法などまで活動の立ち上げ
から継続・発展までのノウハウ
をまとめています。

定価 1,320 円（税込）　B5 判 /128 頁 
2015 年 10 月発行　ISBN978-4-7935-1174-5

地域福祉
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改訂 精神障害者の生活支援Ｑ＆Ａ
吉川 武彦・寺谷 隆子・荻原 喜茂 著

精神障害に関する基本的な知識
や考え方、精神障害者の地域生
活を支援するための要点をＱ＆
Ａ方式でわかりやすく解説。ま
た、昨年成立した障害者自立支
援法に基づき内容を改訂しまし
た。
定価 1,320 円（税込）A5 判 /144 頁 
2006 年 10 月発行　ISBN978-4-7935-0858-8

改訂 社会就労センターハンドブック
全国社会就労センター協議会 編

本書は、2001 年に刊行した『社会就
労センターハンドブック』に、社会福祉
制度改革の状況に加え、この間の全国社
会就労センター協議会の取り組みを含
め、最新の状況を整理したものです。
社会就労センター職員の役割・責務を再
認識するためにも、本書をご活用くださ
い。
定価 3,520 円（税込）　B5 判 /340 頁 
2015 年 5 月発行　ISBN978-4-7935-1155-4

障害者自立支援法対応版 
障害者支援施設のケアプラン

白澤 政和 監修
障害者自立支援施設のケアプラ
ンについて、作成プロセスや活
用の視点などを、記入様式や事
例によりわかりやすく解説しま
す。

定価 2,420 円（税込）A4 判 /220 頁
2008 年 4 月発行　ISBN978-4-7935-0934-6

財務諸表の作成と 
情報開示のポイント

柗井 久・宮内 威・湯浅 寿江・湯川 紘子 著
社会福祉法人での会計実務を担
当されている皆さんのチェック
ポイントを中心としてわかりや
すく解説しています。社会福祉
法人の会計実務者必携の一冊で
す。
定価 2,530 円（税込）　B5 判 /338 頁 
2015 年 11 月発行　ISBN978-4-7935-1182-0

社会福祉法人制度改革対応版　
社会福祉法人会計基準の実務　会計処理

全国社会福祉協議会 福祉会計講座運営委員会 編
社会福祉法改正にともない発出
された政省令に対応し、会計実
務担当者にとって必要な内容を
詳しく解説した実務書です。

定価 3,960 円（税込）　Ｂ 5 判／ 554 頁　　
2018 年 3 月発行　ISBN978-4-7935-1271-1

社会福祉法人制度改革対応版　
社会福祉法人会計基準関係資料集〔第 2 版〕

全国社会福祉協議会 編
3 年ぶりの改訂。「社会福祉法
人会計基準」をはじめ、会計実
務・会計監査に不可欠な関係法
令・通知、モデル経理規程等を
網羅した資料集。各施設に一冊
備え置きください。
定価 4,950 円（税込）　Ｂ 5 判／ 1.316 頁　
2020 年 7 月発行　ISBN978-4-7935-1347-3

定価 220 円（税込）　A4 判／ 32 頁 
2021 年 7 月発行　

障害福祉サービスの利用について
（2021 年 4 月版）

全国社会福祉協議会 製作
制度の利用に向けて、障害者総
合支援法の要点、制度の概要や
手続きについてまとめたパンフ
レット。最新の報酬改定もふま
え、図表等で示し、わかりやす
く解説しています。各頁に音声
コード付き。

※1 回につき 10 冊以上の注文受付

障害者福祉、社会福祉法人会計
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全社協ブックレット③
問い直される社会福祉法人

全国社会福祉協議会 編

社会福祉法人の制度や在り方をめ
ぐって議論された厚生労働省の検
討会での主要資料とその報告書全
文とともに、識者によるインタビ
ューと、全国社会福祉法人経営者
協議会で検討されている今後の対
応策を収録しました。
定価 880 円（税込）　A5 判 /249 頁 
2014 年 9 月発行　ISBN978-4-7935-1132-5

社会福祉関係者のための
個人情報保護 Q&A

五味 祐子 著
個人情報保護のための組織体制
の整備と改正法に対応したルー
ルの策定等、改正された個人情
報保護法に対応した一冊。

定価 1,100 円（税込）　A5 判／ 160 頁　　　
2018 年 3 月発行　ISBN978-4-7935-1269-8

社会福祉法人 · 福祉施設経営における
財務管理論 2020

渡部 博 著
社会福祉法人の経営者や管理者等
を対象に、法人経営において必要
となる財務管理の考え方や実践手
法を多数紹介。計算書類の読み解
きから予算の管理、事業課題の発
見手法まで幅広く網羅した実務書。
定価 1,980 円（税込）　B5 判／ 138 頁　　　
2020 年 3 月発行　ISBN978-4-7935-1343-5

社会福祉法人 · 福祉施設経営における
人事 · 労務管理論 2021

柴田 悟一・奥山 明良 著
「働き方改革」をはじめ、人事・
労務管理の重要な課題に対応す
るために必要な人事管理の理論
と、関係労働法規のポイントを
解説。

定価 2,420 円（税込）　B5 判／ 280 頁　　　
2021 年 2 月発行　ISBN 978-4-7935-1366-4

全社協ブックレット⑥
変革のなかの福祉施設長

全国社会福祉協議会 編

「福祉施設長のあり方に関する検討会」がと
りまとめた報告書の全文をはじめ、有識者に
よる福祉施設長への提言、制度改革にかかる
関連資料を掲載。社会福祉法人のあり方が大
きく変化するなかにあって、福祉施設長がも
つべき姿勢や態度、役割等、「めざす福祉施
設長像（人材イメージ）」が考察できます。
定価 770 円（税込）　A5 判 /126 頁 
2015 年 5 月発行　ISBN978-4-7935-1168-4

全社協ブックレット⑤
社会保障審議会福祉部会報告書を読む

全国社会福祉協議会 編

社会福祉法人は、これまで何をしてきたの
か。社会福祉法人の内部留保への批判と、
他の組織とのイコール・フッティングへの
反論をここにまとめた。情報開示によるア
ピール、公益的な活動、行政との関係など、
これからを展望する。すべての社会福祉法
人関係者に読んでいただきたい一冊。
定価 935 円（税込）　A5 判 /240 頁 
2015 年 3 月発行　ISBN978-4-7935-1156-1

社会福祉施設経営管理論 2021

施設長をはじめとする管理者が
社会福祉施設を経営するうえで
知っておきたい法制度、サービ
ス提供管理、人事・労務管理、
情報管理などについて、わかり
やすく解説した最新版の実務
書。

定価 2,640 円（税込）　B5 判／ 468 頁　　　
2021 年 3 月発行　ISBN 978-4-7935-1367-1

社会福祉充実残額と法人経営
〜社会福祉充実残額の理解と充実計画策定のポイント〜

千葉正展　著 全国社会福祉法人経営者協議会 編
社会福祉法人が毎会計年度算定
することとされた「社会福祉充
実残額」の算定の考え方や残額
が生じた場合の「社会福祉充実
計画」策定のポイント等をまと
めた一冊です。

定価 1,100 円（税込）　B5 判／ 190 頁　　　
2018 年 05 月発行　ISBN978-4-7935-1276-6

宮田 裕司 編著

社会福祉法人・福祉施設運営管理、民生委員・児童委員社会福祉法人・福祉施設運営管理
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実践 !! マネジメント講座
社会福祉法人に求められる
労務管理 平松 和子 著
全ての経営者には、労働関係法令を正しく理
解、遵守し、適切に運用することが求められ
ている。そして、そのことにより良好で健康
的な職場環境をつくることができる。本書で
は、社会福祉法人における労務管理体制の整
備・構築とその考え方を、労働基準法など関
連法令と実践事例をもとに解説する。

定価 1,320 円（税込）　A5 判 /136 頁 
2012 年 11 月発行　ISBN978-4-7935-1066-3

「福祉ＱＣ」活動ガイドブック
明日の福祉が見えてくる ver.3
日本福祉施設士会・「福祉ＱＣ」全国推進委員会 編著

「福祉ＱＣ」活動の基本的な考
え方や具体的な進め方につい
て、事例・Ｑ＆Ａを交えながら
分かりやすく解説する。

定価 1,540 円（税込）　B5 判 /144 頁 
2005 年 5 月発行　ISBN978-4-7935-0806-5

民生委員・児童委員必携第 64 集
全国民生委員児童委員連合会 編

民生委員・児童委員活動に関連
する制度等の概要をわかりやす
く解説。第 64 集では、新たに
民生委員・児童委員になられた
方を含め、民生委員・児童委員
活動の基礎知識について、より
理解を深めていただけるような
構成としています。 

定価 283 円（税込）　A4 判 /52 頁 
2020 年 1 月発行　ISBN978-4-7935-1322-0

改訂 災害に備える民生委員 ·
児童委員活動ハンドブック

全国民生委員児童委員連合会 編
民生委員・児童委員活動と災害へ
の備えや、民生委員児童委員協議
会としての備えと発災後の活動を
まとめた一冊。災害時に知ってお
きたい知識と情報を整理し、持ち
運びできるサイズにしたもの。
定価 110 円（税込）　A5 判 /33 頁 
2020 年 1 月発行　ISBN978-4-7935-1339-8 
※1 回につき 10 冊以上の注文受付

2019 年版 新任 民生委員 
・児童委員の活動の手引き

全国民生委員児童委員連合会 編
民生委員・児童委員活動に関連
する制度改正等の概要について
まとめるとともに、生活困窮者、
高齢者、障害者、児童への支援
や、生活福祉資金貸付制度の概
要などに関する知識をわかりや
すく解説しています。
定価 550 円（税込）　A4 判／ 72 頁 
2019 年 11 月発行　ISBN978-4-7935-1321-3

民生委員・児童委員必携第 65 集
全国民生委員児童委員連合会 編

民生委員・児童委員活動に関連
する制度をわかりやすく解説。
第 65 集では、地域共生社会や
子ども・子育て支援の動向と、
民生委員・児童委員の役割や活
動にかかわる法律・制度を網羅
できる内容としています。

定価 283 円（税込）　A4 判／ 56 頁 
2021 年 1 月発行　ISBN 978-4-7935-1349-7

社会福祉法人・福祉施設運営管理、民生委員・児童委員
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生活保護ケースワーカーのあなたへ
池谷 秀登 著

本書は月刊誌『生活と福祉』に 2017 年
6 月から 2019 年 4 月までの 22 回に
わたり連載されたものに加筆したもので
す。生活保護行政の実践現場でケースワ
ーカーが出合うさまざまな課題について、
支援にあたり考えること、ふり返ること
をケースワーカーの皆さまと一緒に考え
ていきたいとの思いから生まれました。

新版　福祉事務所ソーシャルワーカー必携
生活保護における社会福祉実践

岡部 卓 著
福祉事務所における相談援助活
動の基本的視点、生活保護実施
上のワーカーの役割、代表的な
援助事例等を示した実践手引の
決定版。より理解しやすく、読
みやすいように構成しています。

改訂増補　生活保護法の解釈と運用（復刻版）
小山 進次郎 著

生活保護法の制定時（昭和 25 年）
に初版刊行。昭和 26 年に中央社会
福祉協議会（現在の全国社会福祉協
議会）から刊行された『改訂増補 
生活保護法の解釈と運用』を完全復
刻。わが国の公的扶助制度の歴史、
生活保護法の成り立ち、現行生活保
護法とその運用を逐条解説。

定価 1,210 円（税込）　A5 判 /158 頁 
2020 年 2 月発行　ISBN978-4-7935-1340-4

定価 990 円（税込）　A5 判／ 145 頁 
2014 年 7 月発行　ISBN 978-4-7935-1130-1

定価 8,030 円（税込）　A5 判／ 986 頁 
2021 年 4 月発行　ISBN 978-4-7935-0738-.0

令和 3 年度版　生活福祉資金の手引
生活福祉資金貸付制度研究会 編集

生活福祉資金貸付制度の概要、
沿革、通知集、Q&A、参考資
料のほか、新型コロナウイルス
感染症に関わる特例貸付関係通
知も掲載。

定価 3,355 円（税込）　A5 判／ 948 頁 
2021 年 9 月発行　ISBN 978-4-7935-1378-7

生活保護実践講座　利用者とともに歩む社会福祉実践
新保 美香 著

生活保護業務の経験をもつ著者によ
る生活保護実践の解説書。新人ケー
スワーカーＡさんの悩みや戸惑いを
受け止めながら 12 のステップで紹
介しています（第1部）。新人ケー
スワーカー向けのメッセージを「あ
いうえお」順にまとめためものと関
係書籍も紹介しています（第２部）。
定価 1,210 円（税込）　A5 判／ 127 頁　 
2018 年 7 月発行　ISBN978-4-7935-1279-7

※ 送料無料

電子書籍

…電子書籍もご用意しています。あわせてご活用ください。詳しくはホームページへ。電子書籍

公的扶助・通達・答申
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人　—わが師　わが友—
People ー My Teacher, My Friend 阿部 志郎 著
阿部志郎氏（神奈川県立保健福祉大学名誉学長／横
須賀基督教社会館会長）の半生とその哲学を知る講
演・随想集。「Ⅰ　阿部志郎講演集」は、著者の半
生や思想のアウトラインを紹介し、「Ⅱ　阿部志郎
随想録」では、半生のなかで出会い影響を受けた「師」

「友」、著者の「福祉の哲学（こころ）」並び、「Ⅲ　
阿部志郎先生を語る」では、佐藤千郎氏と岸川洋治
氏が著者の「人となり」を紹介しています。

定価 2,037 円（税込）　A5 判 /191 頁 
2014 年 10 月発行　ISBN978-4-7935-1131-8

福祉めいげん 100 話
北畑 英樹 著

多くの方々の「めいげん」を引
用し、福祉の転換期にある現在

「福祉の心」の大切さを 100
話の文章でじっくり問いかけた
エッセイ

定価 1,320 円（税込）　四六判 /216 頁 
1998 年 12 月発行　ISBN978-4-7935-0445-7

日本の社会福祉　礎を築いた人びと
蟻塚 昌克 著

制度が十分に整っていない時
代、日本の社会福祉を築いた多
くの先達たちの実践から、現代
の福祉課題に向き合うポイント
を学びます。

定価 2,200 円（税込）　B5 判 /200 頁 
2019 年 4 月発行　ISBN978-4-7935-1316-9

京極髙宣のぴかぴか対談
京極 髙宣 編

京極髙宣国立社会保障・人口問
題研究所名誉所長と各界有識
者、文化人との対談集。新しい
世紀に即した幅広い視点からの
福祉文化論が読み取れる。

定価 2,530 円（税込）　四六判 /279 頁 
2000 年 11 月発行　ISBN978-4-7935-0563-5

慈善から福祉へ
全国社会福祉協議会九十年通史
全社協創立 90 周年の記念書。
明治の創立当時から 90 年にわ
たる活動の要所に焦点を当て、
日本の福祉と全社協の変遷を振
り返る一冊。

定価 6,600 円（税込）　B5 判 /536 頁 
2003 年 3 月発行　ISBN978-4-7935-0716-6

全国社会福祉協議会百年史
全国社会福祉協議会 発行
平成 20 年に創設 100
年を迎えた全社協の百年
史。明治 41 年から現在
に至る全社協の歴史のみ
ならず、社協の歴史、そして日本の福祉の 100
年間の動きもわかる一冊。全社協の歴史と日本
の福祉の 100 年を学ぶことができます。

定価 16,500 円（税込）　B5 判 /730 頁 
2010 年 10 月発行　ISBN978-4-7935-1006-9

社会福祉の歴史、随筆
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ご案内
　全国社会福祉協議会では、福祉関係者や福祉に関心のある皆様に、社
会福祉をめぐる諸課題や制度政策の動向等の最新情報、全国各地の実践
事例、サービス技術等の情報をご提供するため、月刊誌や各種図書を発
行しております。あわせて、社会福祉施設等の経営者・従事者向けの実務
書や養成テキスト、地域福祉やボランティア活動の実践に役立つ図書等
を発行しております。
　今後とも、かわらぬご愛顧をよろしくお願い申しあげます。

・掲載している図書は、令和３年 11月１日現在の発行図書です。
●�ご注文は、都道府県社会福祉協議会もしくは最寄りの書店か全社協出版部受
注センターへお願いいたします。
●�最寄りの書店にご注文いただく場合（送料はかかりません。）
　・店頭にない場合でも書店にご注文いただければお取り寄せできます。
　・�ただし、『改訂�災害に備える民生委員・児童委員活動のハンドブック』と『障害
福祉サービスの利用について』につきましては直販扱いとなりますので、全社
協出版部受注センターへ直接ご注文ください。

●�全社協出版部受注センターにご注文いただく場合
　・�23 頁の注文申込書に、図書名・巻数・冊数および住所・氏名・電話番号を
明記のうえ、FAX、郵送でお申込みください。電子メール、電話でもお申込
み可能です。

　・�また、本会ホームページ「福祉の本出版目録」では、最新刊行図書の検索や
ご購入が可能です。（https://www.fukushinohon.gr.jp）

　・�1 回のご注文に対する荷造・送料は下記のとおりとなっております（雑誌をのぞく）。

　　

●購入額	 1,500 円未満	…………………… 400 円（税込）
	 1,500 円以上 10,000 円未満	… 500 円（税込）
	 10,000 円以上	………………… 送料サービス
●注文数	 ※10 冊以上	 …………………… 送料サービス

※�『改訂�災害に備える民生委員・児童委員活動のハンドブック』は 91冊以上で送料サービスとなります。

※�『障害福祉サービスの利用について（2021 年 4月版）』は 46冊以上で送料サービスとなります。

※�送料は令和３年 11月現在のもので、今後、改定となる場合があります。

・�図書のお届けまでには、全社協出版部受注センターにて申込書を受領後、1週
間ほどかかります。
●�お買い上げいただいた図書の返品、交換はご容赦願います。なお、万一、お
買い上げ図書に落丁・乱丁等がございましたら、送料本会負担でお取り替えい
たします。
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注文申込書
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●下記に書名・冊数および送付先（請求先）の住所・氏名・電話番号等を
明記いただき、FAX もしくは郵送でお申し込みください。また、お電話・
Ｅ-mali・ホームページ（P26 参照）でも御注文いただけます。

●FAX の場合は、申込書を拡大コピーしてお送りください。
●お届けまで、本会で申込書受領後 1 週間ほどかかります。

社会福祉法人　全国社会福祉協議会　出版部
〒100-8980　東京都千代田区霞が関 3-3-2　新霞が関ビル
■全社協出版部受注センター■ TEL． 049-257-1080　　FAX． 049-257-3111
 Ｅ-mail：zenshakyo-s@shakyo.or.jp

注文申込書

※欄は記入しないでください。

（
請
求
先
）

送 

付 

先

下記のとおり注文します。
※コード

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

図　　　書　　　名

コード※

住　所
〠

☎

FAX

名　称

（ふりがな）

担当者名

冊　数

※全社協出版部使用欄（記入しないでください）

入
力
済
印

伝票番号起票日

売上日

起票者

統　計 04000390 福祉の本出版目録

掛率

注文日：　　  年　　月　　日



個人情報の保護について
全国社会福祉協議会　出版部

　全国社会福祉協議会（以下、本会）は、書籍のご注文等に際してご提供いただきます皆様の個人情
報の取り扱いに関して、その保護に関する方針を以下のとおり定め、適切な取り扱いに努めますので、
予めご確認・ご了承ください。

１．個人情報の保護に関する方針（プライバシーポリシー）
⑴法令の遵守
　�　本会は、個人情報の保護に関する法律等、関係法令を遵守するとともに、より適正な事業執行に
務めます。
⑵個人情報の適正な取得
　�　本会は、個人情報を適法かつ適切な方法で取得します。
⑶個人情報の利用
　�　本会は、個人情報をその利用目的の範囲内で利用します。
　�　本会発行書籍のご注文に際してご提供いただきます個人情報の利用目的は次のとおりです。
　　�　①書籍のご購入確認や、お届けをするため
　　�　②書籍ご購入代金の請求や、お支払いの確認をするため
　　�　③ご購入いただいている定期刊行雑誌の継続購読のご案内をお届けするため
　　�　④�ご購読者サービスのために、新刊書籍のお知らせや、ご購読者専用サービス等のご案内をお

届けするため
　　�　⑤�ご購読者サービスの維持・改善のために、統計的処理による利用状況資料（匿名化された内

部資料）とさせていただくため、または、皆様がご注文された書籍に関する満足度等を調査
するため

　　�　⑥皆様からお受けしたご質問等への回答連絡のため
⑷個人情報の第三者提供
　�　本会は、法に基づき許容される範囲を除き、事前にご本人の同意を得ることなく個人情報を第三者
に提供しません。
　�　なお、必要に応じて本会業務の一部を委託する場合に、業務委託先に対し個人情報の一部を提供
する場合がありますが、この場合においても、本会として業務の委託先に対する適切な監督を行います。
⑸個人情報の適切な管理
　�　本会は、保有する個人情報について、その利用目的の範囲内で、できる限り最新かつ正確な内容
として保存するよう努めます。
　�　また、その管理についても、個人情報の漏えい、滅失、毀損などがないよう十分に配慮し、安全
に管理します。
⑹個人情報の開示、訂正、追加、削除、利用停止
　�　本会は、本会が保有する個人情報について、ご本人から自らに関する個人情報の開示の申し出、
またその内容に関する訂正、追加、削除、利用停止等の申し出がなされた場合には、所定の手続に
従い速やかに対応します。
⑺個人情報の取り扱いに関する苦情への対応
　�　本会は、本会における個人情報の取り扱いに関して苦情が寄せられた場合には、適切かつ速やか
に対応します。
⑻個人情報保護に向けた体制整備、職員教育の実施
　�　本会は、個人情報を保護するため、適切な管理体制を整備するとともに、職員の意識啓発に努めます。

２．個人情報の開示・苦情等（１．−（６）（７）関係）
　�　〒 100-8980　東京都千代田区霞が関 3-3-2　新霞が関ビル
　�　Tel：03-3581-9511 ／ Fax：03-3581-4666 ／ E-mail：zenshakyo-s@shakyo.or.jp
　�　社会福祉法人　全国社会福祉協議会　出版部（書籍販売管理係）

全社協出版部『個人情報の保護に関する方針（プライバシーポリシー）』は、『福祉の本出版目録ホー
ムページ』（https://www.fukushinohon.gr.jp/）にも掲載しておりますので、あわせてご覧ください。
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25

都道府県
社協名 郵便番号 所　在　地 電　話

（代表）
FAX
（代表）

北海道社会福祉協議会 060-0002 札幌市中央区北２条西７丁目１� かでる2・7内 011-241-3976 011-251-3971
青森県社会福祉協議会 030-0822 青森市中央3-20-30� 県民福祉プラザ内 017-723-1391 017-723-1394
岩手県社会福祉協議会 020-0831 盛岡市三本柳８地割１番３� ふれあいランド岩手内 019-637-4466 019-637-4255
宮城県社会福祉協議会 980-0011 仙台市青葉区上杉一丁目2番3号� 宮城県自治会館内 022-225-8476 022-268-5139
秋田県社会福祉協議会 010-0922 秋田市旭北栄町1-5� 秋田県社会福祉会館内 018-864-2711 018-864-2702
山形県社会福祉協議会 990-0021 山形市小白川町2-3-31� 山形県総合社会福祉センター内 023-622-5805 023-622-5866
福島県社会福祉協議会 960-8141 福島市渡利字七社宮111�福島県総合社会福祉センター内 024-523-1251 024-523-4477
茨城県社会福祉協議会 310-8586 水戸市千波町1918� 茨城県総合福祉会館内 029-241-1133 029-241-1434
栃木県社会福祉協議会 320-8508 宇都宮市若草1-10-6� とちぎ福祉プラザ内 028-622-0524 028-621-5298
群馬県社会福祉協議会 371-8525 前橋市新前橋町13-12� 群馬県社会福祉総合センター内 027-255-6033 027-255-6173
埼玉県社会福祉協議会 330-8529 さいたま市浦和区針ケ谷4-2-65� 彩の国すこやかプラザ内 048-822-1191 048-822-3078
千葉県社会福祉協議会 260-8508 千葉市中央区千葉港４−３� 千葉県社会福祉センター内 043-245-1101 043-244-5201
東京都社会福祉協議会 162-8953 新宿区神楽河岸1-1� セントラルプラザ内 03-3268-7171 03-3268-7433
神奈川県社会福祉協議会 221-0825 横浜市神奈川区反町3-17-2� 神奈川県社会福祉センター 045-534-3791 045-312-6302
新潟県社会福祉協議会 950-8575 新潟市中央区上所2-2-2� 新潟ユニゾンプラザ３Ｆ 025-281-5520 025-281-5528
富山県社会福祉協議会 930-0094 富山市安住町5-21� 富山県総合福祉会館内 076-432-2958 076-432-6146
石川県社会福祉協議会 920-8557 金沢市本多町3-1-10� 石川県社会福祉会館内 076-224-1212 076-222-8900
福井県社会福祉協議会 910-8516 福井市光陽2-3-22� 福井県社会福祉センター内 0776-24-2339 0776-24-8941
山梨県社会福祉協議会 400-0005 甲府市北新1-2-12� 山梨県福祉プラザ４Ｆ 055-254-8610 055-254-8614
長野県社会福祉協議会 380-0936 長野市中御所岡田98-1� 長野保健福祉事務所庁舎1階 026-228-4244 026-228-0130
岐阜県社会福祉協議会 500-8385 岐阜市下奈良2-2-1� 岐阜県福祉・農業会館内 058-201-1545 058-275-4858
静岡県社会福祉協議会 420-8670 静岡市葵区駿府町1-70� 静岡県総合社会福祉会館シズウエル内 054-254-5248 054-251-7508
愛知県社会福祉協議会 461-0011 名古屋市東区白壁1丁目50番地� 愛知県社会福祉会館内 052-212-5500 052-212-5501
三重県社会福祉協議会 514-8552 津市桜橋2-131� 県社会福祉会館内 059-227-5145 059-227-6618
滋賀県社会福祉協議会 525-0072 草津市笠山7-8-138� 滋賀県立長寿社会福祉センター内 077-567-3920 077-567-3923
京都府社会福祉協議会 604-0874 京都市中京区竹屋町通烏丸東入る清水町375� 京都府立総合社会福祉会館５Ｆ 075-252-6291 075-252-6310
大阪府社会福祉協議会 542-0065 大阪市中央区中寺1-1-54� 大阪社会福祉指導センター 06-6762-9471 06-6764-5374
兵庫県社会福祉協議会 651-0062 神戸市中央区坂口通2-1-1� 兵庫県福祉センター内 078-242-4636 078-242-4153
奈良県社会福祉協議会 634-0061 橿原市大久保町320-11�奈良県社会福祉総合センター内 0744-29-0100 0744-29-0101
和歌山県社会福祉協議会 640-8545 和歌山市手平2-1-2� 県民交流プラザ和歌山ビッグ愛内 073-435-5222 073-435-5226
鳥取県社会福祉協議会 689-0201 鳥取市伏野1729-5� 県立福祉人材研修センター内 0857-59-6331 0857-59-6340
島根県社会福祉協議会 690-0011 松江市東津田町1741-3� いきいきプラザ島根内 0852-32-5970 0852-32-5973
岡山県社会福祉協議会 700-0807 岡山市北区南方2-13-1� 岡山県総合福祉・ボランティア・ＮＰＯ会館「きらめきプラザ」内 086-226-2822 086-227-3566
広島県社会福祉協議会 732-0816 広島市南区比治山本町12-2� 広島県社会福祉会館内 082-254-3411 082-252-2133
山口県社会福祉協議会 753-0072 山口市大手町9-6� ゆ〜あいプラザ山口県社会福祉会館内 083-924-2777 083-924-2792
徳島県社会福祉協議会 770-0943 徳島市中昭和町1-2� 徳島県立総合福祉センター内 088-654-4461 088-654-9250
香川県社会福祉協議会 760-0017 高松市番町1-10-35� 香川県社会福祉総合センター内 087-861-0545 087-861-2664
愛媛県社会福祉協議会 790-8553 松山市持田町3-8-15� 愛媛県総合社会福祉会館内 089-921-8344 089-921-8939
高知県社会福祉協議会 780-8567 高知市朝倉戊375-1� 高知県立ふくし交流プラザ 088-844-9007 088-844-3852
福岡県社会福祉協議会 816-0804 春日市原町3-1-7� 福岡県総合福祉センター( ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ ) 内 092-584-3377 092-584-3369
佐賀県社会福祉協議会 840-0021 佐賀市鬼丸町7-18� 佐賀県社会福祉会館内 0952-23-2145 0952-25-2980
長崎県社会福祉協議会 852-8555 長崎市茂里町3-24� 長崎県総合福祉センター内 095-846-8600 095-844-5948
熊本県社会福祉協議会 860-0842 熊本市中央区南千反畑町3-7� 熊本県総合福祉センター内�� 096-324-5454 096-355-5440
大分県社会福祉協議会 870-0907 大分市大津町2-1-41� 大分県総合社会福祉会館内 097-558-0300 097-558-1635
宮崎県社会福祉協議会 880-8515 宮崎市原町2-22� 宮崎県福祉総合センター内 0985-22-3145 0985-27-9003
鹿児島県社会福祉協議会 890-8517 鹿児島市鴨池新町1-7� 鹿児島県社会福祉センター内 099-257-3855 099-251-6779
沖縄県社会福祉協議会 903-8603 那覇市首里石嶺町4-373-1� 沖縄県総合福祉センター内 098-887-2000 098-887-2024
全社協出版部受注センター 049-257-1080 049-257-3111

ご注文先



令和３年11月１日現在

社会福祉法人 全国社会福祉協議会 出版部
https://www.fukushinohon.gr.jp

社会福祉法人

全国社会福祉協議会 出版部

TEL. 049-257-1080　　FAX. 049-257-3111
E-mail: zenshakyo-s@shakyo.or.jp

月刊誌 定期購読注文・書籍の注文・在庫照会に対応

全社協出版部受注センター

福祉関係図書の検索・注文ができるホームページ

福祉の本出版目録

〒100-8980　東京都千代田区霞が関3-3-2　新霞が関ビル
TEL. 03-3581-9511　　FAX. 03-3581-4666

https://www.fukushinohon.gr.jp

検索検索福祉の本出版目録
click!

　本ホームページは、福祉関係者の日々の福祉実践・研究・学習等に関わる情報ニーズ
に応えるために、全社協が開設した福祉関係図書専用のウェブサイトです。

ホームページの
特徴

クレジットカードに対応。　スマートフォンに対応。

新刊の書籍がすぐに分かる!!

メールマガジンで刊行情報がすぐ届く!!


