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実習関連参考文献(2010 年度版) 

 

１．福祉事務所（生活保護） 

・小山進次郎『生活保護法の解釈と運用(改訂増補)』全国社会福祉協議会、1975 年、

328.7/Ko97s（2 冊） 

・一番ケ瀬康子他『救護施設－最底辺の社会福祉施設からのレポート－』ミネルヴァ書房、

1988 年、369/F83m/5 

・尾藤廣喜、木下秀雄、中川健太朗編『生活保護法のルネッサンス』法律文化社、1996 年、

369.2/B48s 

・松崎喜良、藤城恒昭、戸田隆一、笛木俊一編『公的扶助実践講座第 3 巻 福祉事務所と社

会福祉労働者』ミネルヴァ書房、1997 年、369.2/S102s 

・小野哲郎他編『公的扶助実践講座第２巻 公的扶助と社会福祉サービス』ミネルヴァ書房、

1997 年、369.2/S102s 

・庄司洋子、杉村宏、藤村正之編『貧困･不平等と社会福祉』有斐閣、1997 年、369/K11k/2 

・杉村宏、小野哲郎、白沢久一、湯浅晃三編『公的扶助実践講座第１巻 現代の貧困と公的

扶助行政』ミネルヴァ書房、1997 年、369.2/S102s 

・杉村宏、池末亨、岡部卓編『精神保健福祉士養成セミナー第 11 巻 公的扶助論』へるす

版、2001 年、369.2/Se19h/11 

・岡部卓『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－』全国

社会福祉協議会、2003 年、369.2/O37f 

・岩田正美、岡部卓、杉村宏編『公的扶助論』ミネルヴァ書房、2003 年、369.2/I97k 

・岩田正美、岡部卓、清水浩一編『公的扶助論』有斐閣、2003 年、369.2/I97k 

・須藤八千代『ソーシャルワークの作業場―寿という街』誠信書房、2004 年 

・岩田正美、西澤晃彦編『貧困と社会的排除』ミネルヴァ書房、2005 年 

・厚生労働省監修『生活保護手帳 2006 年版』全国社会福祉協議会、P/369/Se17z 
・藤藪貴治、尾藤廣喜『生活保護「ヤミの北九州方式」を糾す』あけび書房、2007 年 

・東京都立大学岡部研究室著『横浜市中区における法外給付利用者に関する調査報告書』

2005 年、369.2/Y75g（報 111） 

・東京都板橋区、首都大学東京共編・著者代表 岡部卓『生活保護自立支援プログラムの構

築―官学連携による個別支援プログラムの Plan・Do・See―』ぎょうせい、2007 年 

・『新社会福祉士養成講座第 16 巻低所得者に対する支援と生活保護制度』中央法規出版、

2009 年 

・『社会福祉学習双書第 6 巻 公的扶助論』全国社会福祉協議会、2009 年 

 

２．高齢者福祉 

＜高齢者福祉一般＞ 

・直井道子・中野いく子・和気純子『高齢者福祉の世界』有斐閣、2008 年 

・『新･社会福祉学習双書第 2 巻 老人福祉論』全国社会福祉協議会、2009 年 

・『新社会福祉士養成講座第 13 巻 高齢者に対する支援と介護保険制度－高齢者福祉論』中

央法規出版、2009 年 

 

＜歴史・制度・政策＞ 

・百瀬孝『日本老人福祉史』中央法規出版、1997 年、369.2/M200n 

・京極高宣、武川正吾編『高齢社会の福祉サービス』東京大学出版会、2001 年、369/Ky3k 

・金子勇著『少子化する高齢社会』NHK ブックス、2006 年 

・金子勇著『社会調査から見た少子高齢社会』ミネルヴァ書房、2006 年 
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・三浦文夫編『図説 高齢者白書(2006 年度版)』中央法規出版、P/367/Z8m 

 

＜ソーシャルワークとケアマネジメント＞ 

・Ｅ.Ｏ.コックス、Ｒ.Ｊ.パーソンズ『高齢者エンパワーメントの基礎』相川書房、1997

年、369.2/C89k 

・渡辺律子『高齢者援助における相談面接の理論と実際』医歯薬出版、1999 年、369.2/Wk 

・西尾祐吾、清水高則編著『社会福祉実践とアドボカシー』中央法規出版、2000 年、369/N86s 

・白澤政和他編『ケアマネジメント講座』（①、②、③）中央法規出版、2000 年、

369.1/Ke11c/1.2.3 

・白澤政和、奥西栄介、福富昌城編『介護支援専門員によるケアマネジメント事例集』中

央法規出版、2001 年、369.2/Sh85k 

・白澤政和、東條光雅、中谷陽明編『高齢者福祉とソーシャルワーク』有斐閣、2002 年、

369/Sh12y/8 

・小笠原祐次編『介護老人福祉施設の生活援助』ミネルヴァ書房、2002 年、369.2/O22k 

・白澤政和著『生活支援のための施設ケアプラン』中央法規出版、2003 年、369.2/Sh85s 

・イリーズ.Ｍ.ビューリ著／硯川眞旬監訳『介護福祉施設ソーシャルワーカー・ガイドブ

ック』中央法規出版、2003 年、369.2/B31k 

・中村俊二、宮内克代『福祉職場における業務標準化のためのマニュアルモデル―高齢者

福祉版―』東京都社会福祉協議会、2003 年、369.2/N37f 

・Ｂ.インガソル＝デイトン、Ｒ.キャンベル『高齢者のカウンセリングとケアマネジメン

ト』誠信書房、2004 年 

・木村隆次監修『介護支援専門員ガイドブック―新介護保険制度の理解のために―』日本

介護支援専門員協会、2006 年 

・日本社会福祉士会編『地域包括支援センターのソーシャルワーク実践』中央法規、2006

年 

・大渕修一監修『わかりやすい！地域包括支援センター事業サポートブック』東京都高齢

者研究・福祉振興財団、2006 年 

・岡田進一『介護関係者のためのチームアプローチ』ワールドプランニング、2008 年 

・J.フィリップス他著 杉本敏夫訳『高齢者ソーシャルワーク』晃洋書房、2008 年 

 

＜高齢者と家族＞ 

・藤崎宏子『高齢者･家族･社会的ネットワーク』培風館、1998 年、367.3/G34b 

・染谷淑子編『老いと家族：変貌する高齢者と家族』ミネルヴァ書房、2000 年、367.3/Sh88m/3 

・山中永之佑、竹安栄子、曽根ひろみ、白石玲子編『介護と家族』早稲田大学出版部、2005

年 

 

＜高齢者介護＞ 

・六角僚子他編『高齢者ケアの考え方と技術』医学書院、2001 年、369.2/R63k 

・春日キスヨ『介護問題の社会学』岩波書店、2001 年、369/Ka79k/2002 

・全国老人保健施設協会編『新 介護老人保健施設サービス評価マニュアル』厚生科学研

究所、2003 年、369.2/Z3s 

・宅老所・グループホーム全国ネットワーク編『宅老所・グループホーム白書 2004―小規

模多機能ホームの可能性―』全国コミュニティーライフサポートセンター、2003 年、

369.2/Ta74t 

・小規模多機能ホーム研究会編『はじめよう！シリーズ⑤ 小規模多機能ホームとは何か』

全国コミュニティーライフサポートセンター、2003 年、369.2/Sh96s 
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・三井さよ『ケアの社会学 臨床現場との対話』勁草書房、2004 年 

・『新版社会福祉士養成講座 14 介護概論』中央法規出版、2008 年 

・『平成 20 年版 介護白書』ぎょうせい 

 

＜認知症＞ 

・ドナ・コーエン、カール・アイスドーファー著／佐々木三男監訳『失われゆく自己―ぼ

けと闘うすべての人々への心からなる手引書―』同文書院、1988 年、493.7/C84s 
・石倉康次編『形成期の痴呆老人ケア』北大路書房、2000 年、493.7/I76k 

・クリスティーン・ボーデン著／楢垣陽子訳『私は誰になっていくの？―アルツハイマー

病者からみた世界―』クリエイツかもがわ、2003 年、493.7/B61w 

・クリスティーン・ブライデン著／馬籠久美子、桧垣陽子訳『私は私になっていく―痴呆

とダンスを』クリエイツかもがわ、2004 年 

・スー・ベンソン編／稲谷ふみ枝、石崎淳一訳『パーソン・センタード・ケア――認知症・

個別ケアの創造的アプローチ』かもがわ出版、2005 年 

・トム・キットウッド『認知症のパーソンセンタードケア 新しいケアの文化へ』筒井書

房、2005 年 

・日本認知症ケア学会編『認知症ケア標準テキスト 改訂・認知症ケアの基礎』2007 年 

・日本認知症ケア学会編『認知症ケア標準テキスト 改訂・認知症ケアの実際Ⅰ：総論』

2007 年 

・日本認知症ケア学会編『認知症ケア標準テキスト 改定・認知症ケアの実際Ⅱ：各論』

2008 年 

 

＜高齢者虐待＞ 

・ピーター･デカルマー、フランク･レンデニング編著『高齢者虐待』ミネルヴァ書房、1998

年、369.2/D221k 

・いのうえせつこ著『高齢者虐待』新評論、1999 年 

・多々良紀夫『高齢者虐待』中央法規出版、2001 年、369.2/Ta94k 

・高齢者虐待防止研究会編集『高齢者虐待に挑む : 発見、介入、予防の視点』中央法規出

版, 2004 
・角田幸代編著『高齢者虐待を防ぐ地域のネットワーク : 横須賀市高齢者虐待防止事業か

ら』ぎょうせい、2006 年 
・リチャード・J. ボニー, ロバート・B. ウォレス編『高齢者虐待の研究』 明石書店, 2008

年. 
 
＜老年学＞ 

・Ｉ.ロソー『高齢者の社会学』早稲田大学出版部、1998 年、369.2/R72k 

・東京都老人総合研究所編『サクセスフル・エイジング』ワールドプランニング、1998 年、

491.3/To46s 

・平岡公一編『高齢期と社会的不平等』東京大学出版会、2001 年、367.7/H67k/2001 

・冷水豊編『老いと社会』有斐閣、2002 年、367.7/Sh49o 

・大岡頼光著『なぜ老人を介護するのか―スウェーデンと日本の家と死生観―』勁草書房、

2004 年、369.2/O69n 

・ロバート C.アッチェリー他著、宮内康二編訳『ジェロントロジー：加齢の価値と社会の

力学』きんざい、2005 年 

・井口昭久『これからの老年学 サイエンスから介護まで』名古屋大学出版、2008 年 
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３．障害者福祉 

＜障害者福祉論＞ 
・定藤丈弘、佐藤久夫、北野誠一編『現代の障害者福祉』有斐閣、1996 年、369/00011/5 
・石川准、長瀬修『障害学への招待』明石書店、1999 年 
・佐藤久夫、小澤温著『障害者福祉の世界』有斐閣、2006 年、369.2/Sa85s/2006 
・小澤温、北野誠一編著『社会福祉士養成テキストブック 障害者福祉論』ミネルヴァ書

房、2007 年、369.2/O97s 

・『新社会福祉士養成講座第 14 巻 障害者に対する支援と障害者自立支援制度－障害者福

祉論』中央法規出版、2009 年 

・『社会福祉学習双書第 3 巻 障害者福祉論』全国社会福祉協議会、2009 年 

 
＜援助論・援助実践＞ 
・田中英樹『精神障害者の地域生活支援―統合的生活モデルとコミュニティーソーシャル

ワークー』中央法規、2001 年、369.2/ta84s/2001 

・大島巌、奥野英子、中野敏子編『障害者福祉とソーシャルワーク』有斐閣、2001 年、

369/Sh12y 

・住友雄資『精神科ソーシャルワーク』中央法規、2001 年、369.2/Su66s 
・高橋幸三郎『知的障害をもつ人の地域生活支援ハンドブック―あなたとわたしが共に生

きる関係作り―』ミネルヴァ書房、2002 年、369.2/Ta33c/2002 

・杉本敏夫監修／津田耕一、植戸貴美子編著『障害者とソーシャルワーク』 久美株式会社、

2002 年 

・全国身体障害者施設協議会編『<支援費制度対応>改訂施設のケアプラン―身体障害者療

護施設の個別生活支援計画をもとに―』全国社会福祉協議会、2003 年、369.2/z3s 

・石神文子、遠塚谷冨美子、眞野元四郎編著『精神障害者福祉の実践―当事者主体の視点

から―』ミネルヴァ書房、2005 年、369.2/I73s 

・谷口明広『障害をもつ人たちの自立生活とケアマネジメント』ミネルヴァ書房、2005 年 
・チャールズ・A. ラップ、リチャード・J. ゴスチャ『ストレングスモデル―精神障害者

のためのケースマネジメント』金剛出版、2008 年 
・向谷地 生良『統合失調症を持つ人への援助論―人とのつながりを戻すために』金剛出版、

2008 年 
・奥野英子『聴覚障害児・者支援の基本と実践』中央法規出版、2008 年 
 
・春日武彦著『病んだ家族、散乱した室内―援助者にとっての不全感と困惑について―』

医学書院、2001 年、493.7/Ka79y 
・浦河べてるの家『べてるの家の非援助論―そのままでいいと思えるための 25 章―』医学

書院、2002 年、369.2/B39b 

・斉藤道雄著『悩む力―べてるの家の人々―』みすず書房、2002 年、369.2/Sa25n 

・カイパパ編著『ぼくらの発達障害者支援法』ぶどう社、2005 年 

・マーク・レーガン著／前田ケイ監訳『リカバリーへの道―精神の病から立ち直ることを

支援するー』金剛出版、2005 年 

・寺谷 隆子『精神障害者の相互支援システムの展開―あたたかいまちづくり・心の樹「JHC
板橋」』中央法規出版、2008 年 

・向谷地 生良 辻 信一『ゆるゆるスローなべてるの家―ぬけます、おります、なまけます

(ゆっくりノートブック) 』大月書店、2009 年 
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＜教育＞ 
・高山佳子『個別教育計画のためのはじめての特別なニーズ教育』川島書店、2000 年、

378/Ta56k 

・杉山登志郎、原仁『特別支援教育のための精神･神経医学』学習研究社、2003 年、

493.9/Su49t 

・藤原加奈江『あなたが育てる自閉症のことば 2 歳からはじめる自閉症児の言語訓練―子
どもの世界マップから生まれる伝え方の工夫』診断と治療社、2005 

・茂木俊彦『障害児教育を考える』岩波新書、2007 年 
・井上雅彦『家庭で無理なく楽しくできる生活・学習課題 46―自閉症の子どものための

ABA(応用行動分析)基本プログラム』学習研究社、2008 年 
 

＜障害のある人や慢性病の人とその家族に関係ある本＞ 
・萩原葉子『誰が悪いのでもない－明子（アキコ）は何処へ』海竜社、1986 年 
・全国障害者とともに歩む兄弟姉妹の会東京支部『きょうだいは親にはなれない…けれど

―ともに生きる Part2』ぶどう社、1996 年 
・『やさしさの距離―精神障害とつきあうきょうだいと私たち』萌文社、1998 年 
・乙武洋匡『五体不満足』講談社、1998 年 
・島田律子『私はもう逃げない－自閉症の弟から教えられたこと』講談社、2001 年 
・『精神障害のきょうだいがいます』心願社、2005 年 
・土屋葉『障害者家族を生きる』勁草書房、2002 年 
・「10 万人のためのグループホームを！」実行委員会編『もう施設には帰らない―知的障

害のある 21 人の声―』中央法規出版、2002 年、369.2/J94m/1.2 
・佐野卓志、三好典彦著『こころの病を生きるー統合失調症患者と精神科医師の往復書簡

―』中央法規出版、2005 年、493.7/Sa66k 
・藤原里佐『重度障害児家族の生活』明石書店、2006 年 
・岡田稔久、中根やすひろ、大塚晃、辻川圭乃、野沢和弘『親～障害の子のいる幸せ・か

なしみ』S プランニング、2007 年 
・吉川かおり『発達障害のあるこどものきょうだいたち―大人へのステップと支援』生活

書院 2008 年 
・ポール・カラシック、ジュディ・カラシック『自閉症の兄とともに―きょうだいと家族

の 50 年の物語』かもがわ出版、2008 年 
・やおき福祉会『精神障害とともに働く―自立への挑戦』ミネルヴァ書房 2009 年 
 
＜人権＞ 
・荒川智、越野和之『障害者の人権と発達』全障研出版部、2007 年 

・東俊裕『障害者の権利条約でこう変わるＱ＆Ａ』解放出版社、2007 年 

・茂木俊彦、近藤直子、白石正久、中村尚子、池添素『子どもの権利と障害者自立支援法』

全障研出版部、2007 年 
・野沢和弘『条例のある街－障害のある人もない人も暮らしやすい時代に』ぶどう社、2007

年 

・講座『障害をもつ人の人権』１～３、有斐閣 
１『権利保障のシステム』 

２『社会参加と機会の保障』 

３『福祉サービスと自立支援』 
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＜福祉工学＞ 
・伊福部達『福祉工学の挑戦―身体機能を支援する科学とビジネス』中公新書、2004 年、

080/C64c/1776 

 
＜生活ガイドブック＞ 
・斎藤佐和『聴覚障害学生サポートガイドブック』日本医療企画、2002 年 
・鳥山由子『視覚障害学生サポートガイドブック』日本医療企画、2005 年 
・障害者生活支援システム研究会『障害者自立支援法と人間らしく生きる権利』かもがわ

出版、2007 年 
 
 
＜発達障害＞ 
・武蔵 博文・高畑 庄蔵『発達障害のある子とお母さん・先生のための思いっきり支援ツ

ール―ポジティブにいこう!』 エンパワメント研究所、2006 年 
・海津敦子『発達に遅れのある子の親になる②』日本評論社、2007 年 

・ミネルヴァ書房の〈発達と障害を考える本〉シリーズ（全 12 冊）中、特に以下が入門と

して推薦（全シリーズ購入も推薦） 

玉井邦夫監修『ダウン症のおともだち』５. 

原仁監修『知的障害のおともだち』６． 

日原信彦監修『身体障害のおともだち』７． 
 
＜自閉症＞ 
・佐々木 正美『自閉症のすべてがわかる本』講談社、2006 年 
・藤岡 宏『自閉症の特性理解と支援―TEACCH に学びながら』ぶどう社 2007 年 
・篁 一誠 (著)編『自閉症の人の人間力を育てる』：東京都自閉症協会、ぶどう社 2009 年 
 
＜精神障害＞ 
・本間 博彰、小野 善郎、 齊藤 万比古『子ども虐待と関連する精神障害 (子どもの心の

診療シリーズ 5) 』中山書店、2008 年 
・松本英夫・飯田順三『子どもの精神病性障害―統合失調症と双極性障害を中心に (子ど

もの心の診療シリーズ 8) 』 中山書店、2009 年 
・加藤忠史『双極性障害―躁うつ病への対処と治療』ちくま新書、2009 年 

 
＜聴覚障害＞ 
・河崎佳子『きこえない子の心・ことば・家族―聴覚障害者カウンセリングの現場から』

明石書店、2004 年 
・山口利勝『中途失聴者と難聴者の世界―見かけは健常者、気づかれない障害者』一橋出

版、2003 年 
 
＜その他＞ 
・安積純子、岡原正幸、尾中文哉、立岩真也『生の技法』藤原出版、1990 年 

・中島 隆信『障害者の経済学』東洋経済、2006 年 

 

 
 

 

４．児童福祉 
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＜児童福祉論＞ 

・庄司洋子、松原康雄、山縣文治編『これからの社会福祉３ 家族･児童福祉』有斐閣、2002

年 

・『新社会福祉士養成講座第 15 巻 児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度』中央

法規出版、2009 年 

・『社会福祉学習双書第 4 巻 児童福祉論』全国社会福祉協議会、2009 年 

 

＜ソーシャルワーク 実践＞ 

・山縣文治監修／児童相談所を考える会編著『児童相談所で出会った子どもたち』ミネル

ヴァ書房、1998 年、369.4/J48j 

・ボブ・ホルマン『社会的共同親と養護児童――イギリス・マンチェスターの児童福祉実

践 明石ライブラリー31』明石書店、2001 年 

・藤岡淳子『非行少年の加害と被害―非行心理臨床の現場から』誠信書房、2001 年、

368.7/F65h 

・長谷川眞人、神戸賢次、小川英彦編著『子どもの援助と子育て支援』ミネルヴァ書房、

2001 年、369.4/Ka21k 

・柏女霊峰編著『児童虐待とソーシャルワーク実践』ミネルヴァ書房、2001 年、369.4/Ka7mi 

・山縣文治監修／子どもの相談システムを考える会編著『子どもを支える相談ネットワー 

ク―協働する学校と福祉の挑戦―』ミネルヴァ書房、2001 年、371.4/Y22k 

・菅原哲男『家族の再生－ファミリーソーシャルワーカーの仕事－』言叢社、2004 年、

369.4/Su28k 

・柏女霊峰編『市町村発子ども家庭福祉－その制度と実践－』ミネルヴァ書房、2005 年、

369.4/Ka77s 

・小木曽宏『現場に生きる 子ども支援・家族支援：ケース・アプローチの実際と活用』

生活書院、2007 年 

・須藤八千代『母子寮と母子生活支援施設のあいだ――女性と子どもを支援するソーシャ

ルワーク実践――』明石書店、2007 年 

・加藤曜子他『子どもを守る地域ネットワーク―活動実践ハンドブック―』中央法規出版、

2008 年、369.4/Ka86k 

・衣斐哲臣『子ども相談・資源活用のワザ―児童福祉と家族支援のための心理臨床』金剛

出版、2008 年 
・日本社会事業大学/藤岡孝志編集『これからの子ども家庭ソ－シャルワ－カ－ ― スペシ

ャリスト養成の実践』ミネルヴァ書房、2010 年 

 

＜施設ケア＞ 

・アルバート･Ｅ･トリーシュマン、ジェームズ･Ｋ･ウィテカー、ラリー･Ｋ･ブレンドロー

／西澤哲訳『生活の中の治療―子どもと暮らすチャイルド･ケアワーカーのために―』

中央法規出版、1992 年、378/Tr5s 

・新澤誠治『私の園は子育てセンター 共に育て、共に育つ保育』小学館、1995 年、

376.1/Sh69w 

・平湯真人編『施設で暮らす子どもたち』明石書店、1997 年、369.4/K48k 

・小林英義『児童自立支援施設とは何か』教育史料出版会、1999 年、327.8/Ko12j 

・松原康雄『母子生活支援施設―ファミリーサポートの拠点』エイデル研究所、1999 年、

369.4/Ma73b 

・浅倉恵一、峰島厚編『「子どもの権利条約」時代の児童福祉② 子どもの福祉と施設養護』

ミネルヴァ書房、2000 年、369.4/A70k 

・田口信一他『母と子の絆―地域子育て支援と母子生活支援施設』三学出版、2004 年 
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・全国児童養護施設協議会『児童養護』第 35 巻第 4 号、2005 年、P/369/Ki21z 

・近藤政晴他『母と子の絆 II―母子生活支援施設は家族を支援します』三学出版、2007

年 

・木全和巳、吉村譲著 『児童養護施設でくらす「発達障害」の子どもたち ― 理解と支

援への手掛かり』福村出版、2010 年 

・伊藤嘉余子『児童養護施設におけるレジデンシャルワ－ク ― 施設職員の職場環境とス

トレス』明石書店、2007 年 

・東京都社会福祉協議会『リ－ビングケア ― 児童養護施設職員のための自立支援ハンド

ブック （改訂第４版）』東京都社会福祉協議会、2008 年 

 

＜児童虐待＞ 

・西澤哲『子どもの虐待―子どもと家族への治療的アプローチ』誠信書房、1994 年、

369.4/N87k 

・上野加代子『児童虐待の社会学』世界思想社、1996 年 

・恩寵園の子どもたちを支える会編『養護施設の児童虐待－たちあがった子どもたち－』

明石書店、2001 年、369.4/O65y 

・浅井春夫『子ども虐待の福祉学 子どもの権利擁護のためのネットワーク』小学館、2002

年、367.6/A83k 

・村井美紀、小林英義編著『虐待を受けた子どもへの自立支援～福祉実践からの提言』中

央法規出版、2002 年、369.4/Mu41g 

・岡田隆介編『児童虐待と児童相談所――介入的ケースワークと心のケア――』金剛出版、

2002 年 

・上野加代子、小木曽宏、鈴木崇之、野村知二編著『児童虐待時代の福祉臨床学―子ども

家庭福祉のフィールドワーク―』明石書店、2002 年、369.4/U45j 

・ドロタ・イワニエク著／桐野由美子訳『情緒的虐待/ネグレクトを受けた子ども－発見・

アセスメント・介入―』明石書店、2003 年、367.6/I95j 

・上野加代子、野村知二『＜児童虐待＞の構築――捕獲される家族』世界思想社、2003 年 

・インスー・キム・バーグ、スーザン・ケリー著／桐田弘江、玉真慎子、住谷祐子、安長

由起美訳『子ども虐待の解決―専門家のための援助と面接の技法―』金剛出版、2004 年、

367.6/B38k 

・ランディ・バンクロフト、ジェイ・Ｇ・シルバーマン著／幾島幸子訳『DV にさらされる

子どもたちー加害者としての親が家族機能に及ぼす影響―』金剛出版、2004 年、

367.3/B17d 

・ケヴィン・ブラウン、マーティン・ハーバート著／藪本知二、甲原定房監訳『家族間暴

力防止の基礎理論――暴力の連鎖を断ち切るには』明石書店、2004 年 

・才村純『子ども虐待ソーシャルワーク論―制度と実践への考察―』有斐閣、2005 年、

369.4/Sa21k 

・川崎二三彦『児童虐待 現場からの提言』岩波新書、2006 年、367.6/Ka97j 
・アンドリュー・ターネル、スージー・エセックス著／井上薫、井上直美監修／板倉賛事

訳『児童虐待を認めない親への対応―リゾリューションズ・アプローチによる家族の再

統合』明石書店、2008 年 

・ボビー・ケンディング、クララ・ローリー著／内田江里、谷口美喜訳『虐待を経験した

家族が癒される家シダーハウス－児童虐待治療プログラム－』星和書店、2005 年、

367.6/Ke42g 

・藤岡孝志著『愛着臨床と子ども虐待』ミネルヴァ書房、2008 年 

 

＜その他＞ 
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・佐伯胖『「学ぶ」ということの意味』岩波書店、1995 年、371.4/Sa14m 

・田中理絵『家族崩壊と子どものステイグマ』九州大学出版会、2004 年 

・和泉広恵『里親とは何か：家族する時代の社会学』勁草書房、2007 年 

 

５.医療福祉 

・ジョアン・バラクロー他編著／児島美都子、中村永司監訳『医療ソーシャルワークの挑

戦―イギリス保健関係ソーシャルワークの 100 年―』中央法規、1999 年、369.9/B21i 

・村上須賀子、竹内一夫、横山豊治、前田美也子編著『ソーシャルワーカーのための病院

実習ガイドブック』勁草書房、2007 年 

 

６．地域福祉 

・松永俊文、野上文夫、渡辺武男編著『現代コミュニティワーク論―地域福祉の新展開と

保健医療福祉』中央法規出版、1997 年 

・和田敏明編著『地域福祉の担い手』 ぎょうせい, 2002 年 
・和田敏明編著『地域福祉の法務と行政』ぎょうせい, 2002 年 
・牧里毎治編著『地域福祉論』放送大学教育振興会, 2003 年 
・三浦文夫, 右田紀久恵, 大橋謙策編著『地域福祉の源流と創造』中央法規出版, 2003.年 
・阿部志郎著『地域福祉のこころ』コイノニア社, 2004 年 
・小坂田稔著.『社会資源と地域福祉システム』明文書房, 2004 年. 
・竹原健二編著『現代地域福祉学』学文社, 2006 年. 
・勝木洋子, 永井秀世, 高橋和幸編著『住民参加・参画のまちづくり : 地域福祉新時代へ

の挑戦』中央法規出版, 2006 年. 
・武川正吾著『地域福祉の主流化』法律文化社, 2006 年 
・川村匡由著『地域福祉とソーシャルガバナンス : 新しい地域福祉計画論』中央法規出版, 

2007 年. 
・宮城孝編著『地域福祉と民間非営利セクター』中央法規出版, 2007 年. 
・川村匡由編著『市町村合併と地域福祉 : 「平成の大合併」全国実態調査からみた課題.』

ミネルヴァ書房, 2007 年 
・牧里毎治, 野口定久編著『協働と参加の地域福祉計画 : 福祉コミュニティの形成に向け

て』ミネルヴァ書房, 2007 年. 
・地域福祉研究会編.『月刊地域福祉情報』ジャパン通信社. 
・武川正吾, 三重野卓編.『公共政策の社会学 : 社会的現実との格闘』東信堂, 2007 年 
・平野隆之, 宮城孝, 山口稔編. 『コミュニティとソーシャルワーク : 地域福祉論, 新版』

有斐閣, 2008 年 
・伊賀市社会福祉協議会編集『社協の底力 : 地域福祉実践を拓く社協の挑戦』中央法規出

版, 2008 年. 
・全国社会福祉協議会 [編]『地域における 「新たな支え合い」 を求めて : 住民と行政の

協働による新しい福祉 : これからの地域福祉のあり方に関する研究会報告』全国社会福

祉協議会, 2008 年. 
・平野隆之著『地域福祉推進の理論と方法』有斐閣、2008 年 
・川村匡由編著『地域福祉の原点を探る : 夕張市に見る住民・市民自治の本質.』ミネル

ヴァ書房, 2008 年. 
・『社会福祉学習双書 地域福祉論』全国社会福祉協議会、2009 年 

 

７．社会問題 

・宮本みち子『若者が≪社会的弱者≫に転落する』洋泉社、2002 年 

・橘木俊詔編著『封印される不平等』東洋経済新報社、2004 年 
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・部落解放・人権研究所編『排除される若者たち フリーターと不平等の再生産』解放出

版社、2005 年 

・林信吾『しのびよるネオ階級社会 “イギリス化”する日本の格差』平凡社、2005 年 

・乾彰夫編『18 歳の今を生きぬく――高卒 1 年目の選択』青木書店、2006 年 

・白波瀬佐和子『変化する社会の不平等―少子高齢化にひそむ格差』東京大学出版会、2006

年 

・中野麻美『労働ダンピング――雇用の多様化の果てに』岩波新書、2006 年 

・福原宏幸編著『シリーズ・新しい社会政策の課題と挑戦 社会的排除／包摂と社会政策』

法律文化社、2007 年 

・埋橋孝文編著『シリーズ・新しい社会政策の課題と挑戦 ワークフェア――排除から包

摂へ？』法律文化社、2007 年 

・日本ソーシャルインクルージョン推進会議編『ソーシャル・インクルージョン――格差

社会の処方箋』中央法規、2007 年 

・大庭健『いま、働くということ』ちくま新書、2008 年 

・笹沼弘志『ホームレスと自立／排除』大月書店、2008 年 

 

８．社会福祉全般 

・板山賢治、京極高宣編『社会・介護福祉士への道――その役割と資格の取り方――』エ

イデル研究所、1988 年 

・日本社会福祉士会編『社会福祉士実践事例集：福祉最前線からの報告』中央法規出版、

1994 年 

・社会資源研究会編『六訂版 福祉制度要覧』川島書店、1999 年 

・川村匡由編『すぐ役立つ福祉のホームページ』ミネルヴァ書房、369/Ka95s/2001 

・『社会保障入門』中央法規出版、2009 年 

・三浦文夫編著『福祉サービスの基礎知識』自由国民社、2004 年、（都市環境システム）

369/Mi67f/2004 

・『国民の福祉の動向』厚生統計協会→最新版が事務室にあります 

・『国民の衛生の動向』厚生統計協会→最新版が事務室にあります 

・『保険と年金の動向』厚生統計協会→最新版が事務室にあります 

・『厚生労働白書』厚生労働省→最新版が事務室にあります 

（http://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/index.html）  

・『社会福祉の動向 2009』中央法規出版. 

・『ボランティア白書 2009』日本青年奉仕協会． 
 

 

９．法律 

＜社会福祉・社会保障法＞ 

・ 秋元美世『福祉政策と権利保障』法律文化社 2007 年 

・ 秋元美世『社会福祉の利用者と人権』有斐閣 2010 年 

・ 井上英夫、高野範城『実務社会保障法講義』民事法研究会 2007 年 

・ 岩村正彦、菊池馨実、嵩さやか『目で見る社会保障法教材』有斐閣 2007 年 

・ 小川政亮『社会保障裁判』ミネルヴァ書房 1983 年 

・ 小川政亮著作集編集委員会『小川政亮著作集』大月書店 2007 年 

・ 加藤智章、菊池馨実、倉田聡、前田雅子『社会保障法』有斐閣 2009 年 

・ 河野正輝、増田雅暢、倉田聡『社会福祉法入門』有斐閣 2004 年 

・ 菊池馨実『社会保障の法理念』有斐閣 2000 年 

・ 菊池馨実『自立支援と社会保障』日本加除出版 2008 年 
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・ 佐藤進、河野正輝『新現代社会福祉法入門』法律文化社 2005 年 

・ 社会保障社会福祉判例大系刊行委員会『社会保障・社会福祉判例大系』労働旬報社 2009

年 

・ 西村健一郎『社会保障法』有斐閣 2010 年 

・ 西村健一郎『社会保障法入門』有斐閣 2008 年 

・ 西村健一郎、岩村正彦『社会保障判例百選』有斐閣 2008 年 

・ 日本社会保障法学会『社会保障法』1986 年～ 

・ 日本社会保障法学会『講座社会保障法』１～６巻、法律文化社 2001 年 

・ 久塚純一、山田省三『社会保障法解体新書』法律文化社、2007 年 

・  

・ 本沢巳代子『トピック社会保障法』信山社出版 2009 年 

 

＜六法・法令集＞ 

 

（福祉六法） 

・社会福祉法規研究会編『社会福祉六法 平成 22 年版』新日本法規出版. 

・ミネルヴァ書房編集部編『社会福祉小六法 2010(平成 22 年版)』ミネルヴァ書房. 

・大阪ボランティア協会編『福祉小六法 2010』中央法規出版. 

 

（障害者関連） 

・障害者福祉研究会監修『障害者自立支援六法(平成 21 年版)』中央法規出版. 

・障害者福祉研究会編『逐条解説 障害者自立支援法』中央法規出版 2007 年. 

・知的障害等法規研究会監修『知的障害者福祉六法 平成 20 年版』中央法規出版. 

・精神保健福祉研究会監修『三訂 精神保健福祉法詳解』中央法規出版 2007 年. 

・『障害者自立支援基本法令集 平成 19 年 7 月版』中央法規出版. 

 

（児童関連） 

・児童手当制度研究会監修『児童手当関係法令通知集 平成 20 年版』中央法規出版． 

・児童手当制度研究会監修『四訂 児童手当法の解説』中央法規出版 2007 年. 

・児童福祉法規研究会監修『児童福祉六法(平成 22 年版)』中央法規出版. 

・虐待防止法研究会『児童虐待防止法等関係法令通知集』中央法規出版 2007 年. 

 

（生活保護関連） 

・生活保護法規研究会編『生活保護関係法令通知集 平成 20 年度版』中央法規出版. 

・生活保護の動向編集委員会編『生活保護の動向 平成 20 年版』中央法規出版. 

 

 

（年金関連） 

・『年金六法(平成 18 年版)』中央法規出版. 

 

（高齢者関連） 

・老人保健福祉法制研究会監修『老人六法(平成 16 年版)』中央法規出版.タイトル変更。

15 年版あり。 

・介護保険法規研究会監修『新しい介護保険法（介護保険六法別冊）』中央法規出版. 

・福祉自治体ユニット監修『平成 14 年 改訂版 介護保険法早わかり～法律から政令、厚

生労働省令まで～』法研. 

・介護保険法規研究会監修『介護保険六法（平成 22 年版）』中央法規出版. 
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・京極高宣編『介護保険六法(平成 21 年版)』新日本法規出版. 

 

（医療関連） 

・医療法制研究会編『医療六法（平成 22 年版）』中央法規出版. 

・基本医療六法編纂委員会編『基本医療六法（平成 22 年版）』中央法規出版. 

 

 

10．辞典･事典 

（社会福祉） 

・仲村優一他編『現代社会福祉事典』全国社会福祉協議会、1988 年、369/G34n 

・事典刊行委員会編『社会保障・社会福祉事典』労働旬報社、1989 年、364.3/J55s 

・日本社会福祉実践理論学会編『改訂版 社会福祉実践基本用語辞典』川島書店、1993 年、

369.03/00001 

・日本社会福祉実践理論学会編『社会福祉基本用語辞典』川島書店、1996 年、369.03/00002

と 369/N77s 

・京極高宣監修『現代福祉学レキシコン』雄山閣出版、1998 年、369.03/O17g 

・「シリーズ 21 世紀の社会福祉」編集委員会編『社会福祉基本用語集』ミネルヴァ書房、

369.03/Sh88s/1999 

・山縣文治･柏女霊峰編『社会福祉基本用語辞典(第 3 版)』ミネルヴァ書房、2002 年、1996

年在り 369.03/00002 と 369/N77s 

・厚生省社会援護局･児童家庭局編『改訂 社会福祉用語辞典』中央法規出版、2001 年、

369.03/C66s/2001 

・秋元美世他編『現代社会福祉辞典』有斐閣、2003 年、369.03/A35g 

・鈴木幸雄編『社会福祉用語辞典ハンドブック』保育社、2003 年 

・社会福祉辞典編集委員会編『社会福祉辞典』大月書店、369.03/Sh12s/2003 

・仲村優一他監修『エンサイクロペディア社会福祉学』中央法規出版、2007 年 

 

（社会学） 

・庄司洋子他編『福祉社会事典』弘文堂、1999 年、369/Sh96f/1999 

・森岡清美他編『新社会学辞典』有斐閣． 
・比較家族史学会編『事典 家族』弘文堂. 

 

（社会福祉関連解説書、資料） 

・『社会福祉施設等一覧』東京都福祉局（http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/） 

・『社会福祉関係施策資料集 27』全国社会福祉協議会、2009 年 
・『社会福祉の手引』東京都福祉保健局 

 

（障害者福祉） 

・石部元雄他編『ハンディキャップ教育・福祉事典』（1,2 巻）福村出版、1994 年、

369.2/I71h.1.2 

・『ＩＣＦ 国際生活機能分類―国際障害分類改訂版―』中央法規出版． 
・ 茂木俊彦編集代表『特別支援教育大事典』旬報社 2010 年 

 

（児童福祉） 

・柏女霊峰他編『子ども家庭福祉・保健用語辞典』資生堂社会福祉事業財団. 

・森上史朗他編『最新保育用語辞典』ミネルヴァ書房. 
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（高齢者福祉） 

・村川浩一他編『介護保険・保健福祉辞典』日本出版、2000 年、369.03/Mu44k 

・エイジング総合研究センター基礎史料編纂委員会編著『高齢社会基礎資料 ‘07－’08 年

版』中央法規出版. 

・日本地域福祉学会編『地域福祉事典』中央法規出版、369/N77c/2006 

・社会資源研究会編著『福祉制度要覧：理解と活用のための必携書』川島書店、1993 年 

・ユネスコ原著／中野善達訳『障害児教育用語辞典』湘南出版社. 

・『図説統計でわかる介護保険：介護保険統計データブック 2007』厚生統計協会 
・『老人福祉のてびき』長寿社会開発センター 

・『介護保険制度の解説（平成 18 年度版）』社会保険研究所 
 

（一般辞書類） 

・長澤規矩也編『明快漢和辞典』三省堂. 

・『広辞苑 第五版』岩波書店. 

・『逆引き広辞苑 第五版対応』岩波書店. 

 

11．実習関連 

・大島侑、米本秀仁、北川清一編『社会福祉実習：その理解と計画』海声社、1992 年、369/O76s 

・社会福祉実習研究会編『社会福祉実習サブノート：初めて実習生となるあなたへ』中央

法規出版、2000 年、369/Sh12s 

・宮田和明編『社会福祉実習』中央法規出版、2002 年、369/Mi84s 

・一番ケ瀬康子監修『社会福祉実習』一橋出版、2003 年、369/Sh83s 

 

12．雑誌 

・総合社会福祉研究所編『福祉のひろば』かもがわ出版. 

・『月刊福祉』全国社会福祉協議会. 

・『社会福祉研究』鉄道弘済会. 

・『週刊 社会保障』法研. 

・『生活と福祉』全国社会福祉協議会. 

・『賃金と社会保障』旬報社. 

・『福祉新聞』福祉新聞社. 

・『福祉労働』現代書館. 

・『地域福祉情報』ジャパン通信情報センター. 


