新 社会福祉援助の共通基盤
編集：社団法人 日本社会福祉士会
2009年4月発行

上巻

B5判／306頁

★

日本社会福祉士会編集図書のご案内
★「社団法人 日本社会福祉士会」は、2014年度（平成26年度）
より
「公益社団法人 日本社会福祉士会」へ名称変更しました。

社会福祉士が必要とするジェネリックな力量を高めるためのテキスト。
「社会福祉士の実践力を担保
するための価値・知識・技術の共通基盤である」
と定義された6つの領域について解説する。
第2版では、内容はもとより、理解度チェック表の見直しや巻末資料の充実を図り、研修のテキストと
して会場で活用するだけでなく、在宅での復習や、
さらなる学習が可能となっている。

下巻

定価2,640円（本体2,400円+税10%）

B5判／366頁

社会福祉士がとらえる権利擁護

社会福祉基礎構造改革と地域支援／地域自立生活支援とコミュ
ニティソーシャルワーク／地域における福祉計画／地域福祉の推
進と福祉教育の展開／社会資源・ネットワーク開発

社会福祉における生活のとらえ方／生活をとらえる視点／生
活問題のとらえ方／自立生活支援の考え方／自立生活支
援と社会保障

ソーシャルワークの理論と動向／相談援助サービスの視座
／ソーシャルワーカーの機能／社会福祉援助活動の展開
過程／実践のためのアプローチ／相談援助の技法

社会福祉士による実践事例から

社会福祉士がとらえる実践研究

編集：公益社団法人 日本社会福祉士会
B5判／162頁 定価2,640円（本体2,400円+税10%）

資料
日本社会福祉士会について

地域共生社会の実現のために、
ソーシャルワーカーが果たすべき役割・機能について解説し
た一冊。個別支援と地域支援に一体的に取り組んだ事例、
ソーシャルアクションにより社会課
題の解決を図った事例など、
6つの実践事例を通して、
これからのソーシャルワークを考える。

実践研究の意義と方法／社会福祉援助活動の記録／事例研究
の方法／実践評価の方法／スーパービジョンの方法／社会福祉
調査の方法／実践研究発表の方法

3127

社会福祉士の倫理

3090

改訂
倫理綱領 実践ガイドブック

編集：社団法人 日本社会福祉士会★ A5判／202頁

定価1,980円（本体1,800円+税10%）

2009年1月発行

ソーシャルワークの定義／ソーシャルワークの倫理−原理についての表明／
社会福祉士及び介護福祉士法
（抜粋）
／私たちのやくそく／実習指導確認書
／社団法人日本社会福祉士会について

主要
目次

保健医療ソーシャルワークアドバンスト実践のために
保健医療分野のソーシャルワーカーが共通に持つ
価値・倫理・技術・知識の習得のための一冊！
保健医療分野で活動するソーシャルワーカーが備えておくべ
き知識は、生命倫理や医療政策、組織内のチームビルド、連
携・協働におけるコンピテンシー、
他国も含め同分野における
ソーシャルワークの歴史など多岐にわたる。
それら専門特化
した知識を体系化した待望の書。

第１章 保健医療分野における
ソーシャルワークの歴史
第２章 医療政策の動向とソーシャルワーク
第３章 ソーシャルワーク倫理と意思決定支援
第４章 ダイレクトソーシャルワーク実践
におけるアセスメント
第５章 ソーシャルワーカー組織の
チームビルドとマネジメント
第６章 地域に展開する
保健医療ソーシャルワーク
̶メゾレベルを起点とした連携実践

第７章 ソーシャルワーク実践の評価

主要
目次

★「社団法人 日本社会福祉士会」は、2014年度（平成26年度）
より
「公益社団法人 日本社会福祉士会」へ名称変更しました。

渉外課

TEL.03-3834-5814 FAX.03-3837-8034

〒110-0016 東京都台東区台東3-29-1 中央法規ビル

新刊等の情報を
いち早くお届けします!

メールマガジン会員募集中 メルマガ登録（無料）はこちらから ⇒ https://www.chuohoki.co.jp/ml/

̶4̶

第１節
第２節
第３節
第４節
第５節
第６節

複合的な課題を抱える高齢者の看取りと地域づくりの実践
地域支援のなかから個別ニーズの発見を行い、
その対応のなかから新たな社会資源を構築していった実践
生活困窮者支援を通した「ひきこもり支援」のしくみづくりの実践
学校へのコンサルテーションにより子ども・家庭・学校・地域の主体的なつながりを実現した実践
社会的孤立・排除の解消から生きがいを生み出す地元商店街との協議の実践
多様な働きかけによる世論喚起と現実的な要求で刑法改正を実現した実践

第４章 地域共生社会の実現に求められるソーシャルワークと人材

5524

2017年6月発行

主要
目次

第１章 地域共生社会の背景と理念
第２章 地域共生社会の実現に向けたソーシャルワークの実践方法
実践事例の読み方・深め方

第１章 倫理綱領の必要性と新倫理綱領採択の背景
第２章 「社会福祉士の倫理綱領」
と
「社会福祉士の行動規範」の解説
第３章 社会福祉士への支援 ―社団法人日本社会福祉士会の取り組み
資料編

編集：公益社団法人日本医療社会福祉協会
公益社団法人日本社会福祉士会
B5判／390頁
定価4,070円（本体3,700円+税10%）

2018年10月発行

第３章 ソーシャルワーク実践事例

「人間の尊厳」
と
「社会正義」
は、社会福祉士の自律と実践の道しるべ。
社会福祉士のアイデンティティの構築と実践におけるジレンマの解消に向けて、
すべての社会福祉士と、
この資格をめざすあなたへの参考書。
社会福祉士の倫理綱領と行動規範を条文ごと
にわかりやすく詳解した解説書。日常の業務で
倫理上のジレンマに直面した専門職を支え、ひ
いては利用者の権利擁護にも役立つ内容。
人間の尊厳や社会正義の実現を求める専門職
必読の書。

5756

社会福祉士がとらえる福祉経営

社会福祉事業における組織と経営／福祉経営の内容／公益法
人としての法人経営／サービス評価の視点と方法／苦情解決シス
テムとその方法

社会福祉士がとらえる生活構造

社会福祉士がとらえる相談援助

地域共生社会に向けた
ソーシャルワーク

定価2,640円（本体2,400円+税10%）

社会福祉士がとらえる地域支援

人権の歴史から学ぶこと／法的側面からみた社会福祉に
おける権利／社会福祉の歴史における権利の考え方／社
会福祉士と権利擁護の視点／契約下における援助のあり
方／社会福祉士の価値と倫理

3126

[第2版] 上・下

2020.4

市町村・地域包括支援センター・
都道府県のための

養護者による

3507

2011年7月発行

高齢者
虐待対応
の手引き

編集：社団法人 日本社会福祉士会★
A4判／220頁 定価2,860円（本体2,600円＋税10％）

「高齢者虐待対応ソーシャルワークモデル」
に基づいた 高齢者虐待対応 の
新たなスタンダードとなる一冊！
高齢者虐待が深刻化する前に介入
して、終結へと導くには―。本書は日
本社会福祉士会がまとめた
「虐待対
応の手引き」を市販化したもの。各
機関との連携を図るうえで有用な〈
高齢者虐待対応帳票〉
も収載。
高齢者虐待対応のスタンダードが
わかる必携書。

市町村・都道府県のための

養介護施設従事者等による

高齢者虐待対応
の手引き

編集：社団法人 日本社会福祉士会★
A4判／128頁 定価2,420円（本体2,200円＋税10％）

3690

2012年7月発行

高齢者施設において、虐待は起こさない、許さない
『養護者による高齢者虐待対応の手引き』の施設版。関係機関との連携、虐
待対応の要綱やマニュアルの整備、養介護施設の適正化、再発防止の各ポ
イントをフローチャートで示し、具体的な対応方法が時系列で一目でわか
る。高齢者施設はもちろん、行政、地域包括等の必携書。

帳票・事例編

3894

2013年8月発行

編集：社団法人 日本社会福祉士会★
A4判／244頁 定価3,080円（本体2,800円＋税10％）

高齢者虐待対応における、実践力の向上を図る帳票と事例
『市町村・都道府県のための養介護施設従事者等による高齢者虐待対応の
手引き』（2012年7月発行）に基づいた参考対応例を収載。特別養護老人
ホームなどの養介護施設で発生した高齢者虐待に、虐待対応帳票を用い
て対応した4事例を紹介。

̶1̶

社会福祉士
実習指導者テキスト

実習指導者の役割を理解できる
● 実習指導者として実践するためのバイブル
●

編集：公益社団法人 日本社会福祉士会
B5判／330頁
定価2,640円（本体2,400円＋税10％） 2014年4月発行

第2版

第3章 実習プログラミング論

相談援助実習プログラムの考え方／相談援助実習におけるソーシャルワーク体験の具体的内容／
実習プログラミングの方法／相談援助実習の展開方法─よりよい実習にするために─／他

第4章 実習スーパービジョン論

スーパービジョンの基礎理解／実習スーパービジョンの特徴／相談援助実習プログラムとスーパー
ビジョンの展開／実習スーパービジョンの実際／実習スーパーバイザーに求められる力量

資料編

書

参考図

この1冊で
実習プログラムの立て方がわかる!

B5判／202頁

定価2,200円（本体2,000円＋税10％）

2015年6月発行

第１章 実習プログラミングの理論と方法

主要
目次

3244

改訂

基礎からわかる

高齢者の権利擁護を第一に、
コアメンバー会議、個別ケース会議を軸とし
た組織としての虐待対応を提示（事例付き）。行政権限（保護分離、立入調
査等）の発動の仕方、初動期（事実確認、緊急性の判断等）の動き方、終結
を目指した支援計画の立案方法を事例とともに解説する。実践に役立つ7
つの帳票を収載。虐待対応担当者の必携書。
主要
目次

地域包括支援センター

ソーシャルワーク
実践事例集
編集：社団法人 日本社会福祉士会★
B5判／130頁
定価2,420円（本体2,200円+税10%）

主要
ソーシャルワーク実践におけるネットワーク構築の意義
目次
ネットワーク構築に向けたソーシャルワークの視点と方法
ネットワーク構築に求められる環境整備
ネットワークづくりの実際
企画シートの活用を通したネットワークの構想
ソーシャルワーク実践としてのネットワークの構築と活用のポイント

Q&A

2009年6月発行

自己評価 ワークブック

主要
目次

地域包括支援センターの社会福祉
士が、
自らの業務内容の確認・検証
を行うための自己評価ツール。
「チェックシート」の55の質問に答
え、実践が適切に行えているかを
セルフチェック。権利擁護・総合相
談業務の実践力向上に直結する、
地域包括支援センター職員必携の
一冊。

三訂

3634

第１章
第２章
第３章
第４章
第５章

多文化ソーシャルワークとは
滞日外国人をとりまく現状
社会資源
生活の現状と課題
多文化ソーシャルワークの実践事例と留意点

主要
目次

▼

②ワークシートで実践を振り返る
▼

③解説で学びや気づきを深める
▼

④取組目標を設定する
▼

⑤自己評価を記録する

ケアマネジメント

3438

2011年2月発行
編集：社団法人 日本社会福祉士会★
A4判／298頁 定価2,860円（本体2,600円＋税10％）

2012年3月発行

日本で生活する外国人の増加に伴い、
日本人と同様の支
援の必要性が生じている。本書は、外国人支援を行うソー
シャルワーカーが基礎知識を学ぶための入門書。多文化
ソーシャルワークの考え方、外国人支援に欠かせないさま
ざまな法律知識、
生活の現状と課題などを解説する。

①チェックシートで自己評価する

実践記録様式 Q & A

多文化ソーシャルワーク
編集：社団法人 日本社会福祉士会★
B5判／218頁
定価2,860円（本体2,600円＋税10％）

3087

「地域」
「組織」
「個別」の3つのレベルから、
立体的に、実践の振り返りができる！

滞日外国人支援の実践事例から学ぶ

2011年6月発行

後見業務の内容、それを行うにあたっての考え方・注意点をまとめ、Q&A方
式で実践的に解説。法的手続や財産管理に関する内容に加え、被後見人等
の生活面の配慮（身上監護）に関する記述を充実させた。成年後見人として
活動している方はもちろん、
これから活動を始めようとしている方にも、ぜひ
ご活用いただきたい一冊。

地域包括支援センターのソーシャルワーク実践

編集：社団法人 日本社会福祉士会★
B5判／194頁
2009年1月発行
定価2,420円（本体2,200円+税10%）

̶「地域を基盤としたソーシャルワーク」
の展開 ̶

業務を行うにあたってのガイドブックとして。
成年後見人の研修テキストとして。
事務手続きの方法から被後見人とのかかわり方まで、
成年後見業務を行うにあたっての留意点がよくわかる。

̶2̶

3196

第２部 地域包括支援センターのソーシャルワーク実践事例

3468

編集：社団法人 日本社会福祉士会★
B5判／238頁
定価2,860円（本体2,600円+税10%）

2010年2月発行

高齢者虐待対応ソーシャルワークモデルにもとづく
新しい虐待対応を、知識編と実践編に分けて解説。

成年後見

実務マニュアル

（日本社会福祉士会版）

地域包括ケアのネットワーク構築のために必要
なソーシャルワークの知識と技術を体系化し、事
例とともに具体的に示した。経験豊富なワーカー
の現場実践の成果をふまえた「ネットワーク構築
のノウハウ」を教示。情報整理に役立つ日本社会
福祉士会が開発した企画シートも収載。

第１部 地域包括支援センターにおける
ソーシャルワークの機能

モデル実習プログラムの見方／特別養護老人ホーム／老人デイサービスセン
ター／地域包括支援センター／児童養護施設／障害者施設／社会福祉協議
会／福祉事務所／急性期医療機関

高齢者虐待対応
ソーシャルワークモデル
高齢者虐待対応
実践ガイド
現任者標準研修テキスト

第１章
第２章
第３章
第４章
第５章
第６章

高齢者虐待への対応や地域のネットワークづくり、
住民への啓発活動など、
社
会福祉士が中心となって展開した5事例を収載。
「地域を基盤としたソーシャ
ルワーク」
を実践するために、
ぜひお読みいただきたい一冊。

第２章 モデル実習プログラムと領域別体験項目の
解説およびプログラミングの方法

「実習プログラミング論をもっと学びたい」
「実習プログラム
の立て方に特化した解説本がほしい」
という実習指導者の
要望に応えて作った1冊。

地域に根付いたソーシャルワーク
実践のための指南書

現代ソーシャルワークの最前線からの
実践報告！

相談援助実習プログラムの考え方／実習で習得すべき基礎的・通底的
ソーシャルワーク技術／ケアワークとの関係／3段階実習プログラム／
「基礎的・通底的4領域」
「3段階実習モデル」を踏まえた実習プログラム
モデル／実習プログラミングの方法・手順

『社会福祉士実習指導者テキスト 第2版』
を元に、
実習プログラミングの考え方と作り方を詳解した本。

2013年6月発行

定価2,750円（本体2,500円＋税10％）

5229

相談援助実習プログラムの 福祉士
社会
習会
導者講
指
習
実
考え方と作り方
編集：公益社団法人 日本社会福祉士会

B5判／190頁

●地域ケア会議を機能させ、有機的なネットワークを構築するために必要な知識を整理
●「地域」
「組織」
「個別」の3つの視点から、
地域ニーズへのアプローチと課題解決の方法を提示

主要
目次

実習マネジメントの意義と対象／施設・機関内における実習マネジメント／施設・機関外における
実習マネジメント／実習におけるリスクマネジメント／個人情報保護と実習での対応／他

社会福祉士実習指導者のための

第Ⅰ部 知識編 第Ⅱ部 実践編
高齢者虐待対応帳票

編集：社団法人 日本社会福祉士会★

第2章 実習マネジメント論

社会福祉士会が行う
「社会福祉士実習指導者講
習会」の研修テキスト。社会福祉士養成過程にお
ける相談援助実習を行う施設・機関の実習指導者
に必要な事柄をわかりやすくまとめ、実習施設の
実習受入プログラム例や相談援助実習委託契約
書（モデル様式）などを収載。実習指導者の役割を
理解し、実践するための一冊。

編集：社団法人 日本社会福祉士会
A4判／320頁
定価3,520円（本体3,200円+税10%）

事例から学ぶ「地域」実践力養成テキスト

スト
研修テキ

社会福祉士の役割と意義／「相談援助実習」の制度上の枠組みと意義／ソーシャルワーク実
践と社会福祉士相談援助実習プログラム／相談援助実習指導における専門職の役割
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ソーシャルワーク実践

士
社会福祉 習会
者講
実習指導

第1章 実習指導概論

★

ネットワークを活用した

3989

改訂の
ポイント

★様式本体のバージョンアップ（ver.4.0）への対応
★事例編（第3部）の内容の刷新

（施設から在宅への復帰の視点を重視した事例を新たに掲載）

★高齢者虐待への対応に関する記述の充実
★法制度の変更に伴う内容修正

日本社会福祉士会が開発したアセスメ
ントツール「ケアマネジメント実践記録
様式」の使い方を解説するハンドブッ
クが5年ぶりに改訂。
ケアマネ初任者の
ための基本解説、実務に役立つQ&A、
様式を活用したケアマネ実践事例など
を収載した。初任者からベテランまで、
広くご活用いただける一冊。

̶3̶

第１部 基本編

主要
目次

地域包括ケアシステムとケアマネジメント／ケ
アマネジメントの考え方の基本／基本編Q&A

第２部 理論編

ケアマネジメント実践記録様式の概要／アセ
スメント理論編Q&A／アセスメント実践編Q&A

第３部 事例編

施設サービス計画編／居宅サービス計画編

第４部 資料編

FAX購入申込書

日本社会福祉士会取扱い分
コード

カタログ１ページ

5756
3507
3690
3894

書

名

地域共生社会に向けたソーシャルワーク
社会福祉士による実践事例から

市町村・地域包括支援センター・都道府県のための

養護者による 高齢者虐待対応の手引き

市町村・都道府県のための 養介護施設従事者等による

高齢者虐待対応の手引き

市町村・都道府県のための 養介護施設従事者等による

高齢者虐待対応の手引き【帳票・事例編】

カタログ ２ ページ

コード

書

3989

社会福祉士 実習指導者テキスト 第2版

5229
3244
3468

社会福祉士実習指導者のための

カタログ ３ ページ

3196
3087
3634
3438

2,376 円

部数

一般価格

2,640 円

（本体2,160円＋税10%）

（本体2,400円＋税10%）

2,574 円

2,860 円

（本体2,340円＋税10%）

2,178 円

（本体2,200円＋税10%）

2,772 円

3,080 円

（本体2,520円＋税10%）

2,376 円

部数

一般価格

2,640 円

（本体2,160円＋税10%）

（本体2,400円＋税10%）

1,980 円

2,200 円

（本体2,880円＋税10%）

（本体3,200円＋税10%）

2,574 円

2,860 円

成年後見実務マニュアル

基礎からわかるQ&A

書

名

ネットワークを活用したソーシャルワーク実践
事例から学ぶ「地域」実践力養成テキスト
地域包括支援センター

ソーシャルワーク実践事例集
地域包括支援センターのソーシャルワーク実践

自己評価ワークブック

滞日外国人支援の実践事例から学ぶ

多文化ソーシャルワーク

三訂 ケアマネジメント 実践記録様式Q&A
書

名

カタログ ４ ページ

新 社会福祉援助の共通基盤 [第2版] 上巻

3127

新 社会福祉援助の共通基盤 [第2版] 下巻

3090

改訂

5524

保健医療ソーシャルワーク

社会福祉士の倫理

倫理綱領実践ガイドブック
アドバンスト実践のために

月

※ お届けまでの日数は、1週間〜10日程度かかります。

④315-138

日
会員番号

□ ご自宅

〒

ご住所

部数

ご名称

部署名

ご自宅の方は
記入不要です

ご自宅の方は
記入不要です

TEL
お名前

（本体2,250円＋税10%）

一般価格

2,750 円

お支払い

部数

（本体2,500円＋税10%）

2,178 円

FAX

（ご担当者）

（本体2,600円＋税10%）

部数

□ ご勤務先（ご名称・部署名・ご担当者名をご記入下さい）

お届け先

3,520 円

（本体2,340円＋税10%）

2,475 円

※ 送料実費。5,500円（税込）以上ご購入の場合、送料サービス。
代金引換の場合、別途代引手数料がかかります。

都道府県社会福祉士会名

（本体2,000円＋税10%）

3,168 円

会員特価

年

（本体2,800円＋税10%）

高齢者虐待対応
ソーシャルワークモデル実践ガイド
改訂

円

2,420 円

（本体1,980円＋税10%）

会員特価

部

※会員とは、都道府県社会福祉士会に所属する正会員（日本社会福祉士会から会員番号が発行されている方）
となります。
※会員価格でのお申し込みの方は、都道府県社会福祉士会名・会員番号をご記入ください。

部数

（本体2,600円＋税10%）

（本体1,800円＋税10%）

コード

3126

会員特価

相談援助実習プログラムの考え方と作り方

コード

3843

名

FAX.03-3837-8034

合計

1. 公 費

2. 私費

備考欄

2,420 円

（本体1,980円＋税10%）

（本体2,200円＋税10%）

2,178 円

2,420 円

お支払い方法

Ａ．代金引換

Ｂ．郵便振替・銀行振込・コンビニ

← ご希望のお支払い方法を○で囲み、下記に必要事項をご記入下さい。

（本体1,980円＋税10%）

（本体2,200円＋税10%）

2,574 円

（本体2,340円＋税10%）

2,860 円

（本体2,600円＋税10%）

A. 代金引換

2,574 円

2,860 円

納品希望日

□ 平日

希望時間

□ 9：00〜12：00 □ 12：00〜14：00 □ 14：00〜16：00 □ 16：00〜18：00 □ 18：00〜20：00 □ 19：00〜21：00 □ 指定無

（本体2,600円＋税10%）

（本体2,340円＋税10%）

会員特価

2,376 円

部数

一般価格

2,640 円

（本体2,160円＋税10%）

（本体2,400円＋税10%）

2,376 円

2,640 円

（本体2,160円＋税10%）

1,782 円

□ 土曜

□ 日曜

□ 指定無

＊日程の指定はできません。

部数

B. 郵便振替・銀行振込・コンビニエンスストア
必要書類

見積書（

通） 納品書（

通） 請求書（

＊曜日・時間帯の指定はできません。＊請求書は、商品と同送いたします。
＊公費→約1か月以内、私費→約2週間以内にお支払下さい。

通）

お支払い期日

平成

年

月

日

（本体2,400円＋税10%）

1,980 円

（本体1,620円＋税10%）

（本体1,800円＋税10%）

3,663 円

4,070 円

（本体3,330円＋税10%）

＊電話番号が無記入の場合、代金引換でのお届けはできませんので、ご了承下さい。

代引手数料300円（税込） ＊一部、お取り扱いできない地域がございます。

出版社使用欄
（記入不要）

（本体3,700円＋税10%）

売上日

売上Ｎｏ

区分

社員

業種

方法

請納

場所

用紙

売上

支払

支払期日

9

★お客様の個人情報のお取り扱いについて 個人情報保護管理責任者 第一編集部長 Tel. 03-3834-5810 ●弊社はお客様の個人情報を商品の発送・納品、代金の請求、入金の確認、返金、
サービス実施、
弊社の商

切り取り線

※本体価格（税抜価格）の合計に対して消費税を算出するため、複数冊のご注文の場合、
『ご請求金額』
と
『税込価格の合計金額』に差異が発生するこ
とがあります。ご了承ください。
※お客様のFAXがA3判に対応していない場合は、お手数ですが点線で切り取っていただき、A4判で送信くださいますよう、お願い申し上げます。
※本申込書は、書店では使用できません。

コード

品、
サービス、
催し物のご案内、
これらの確認のための連絡に使用します。弊社は法令に基づく場合を除いて、
お客様の個人情報を当該本人の同意を得ず第三者に提供することはありません。弊社はお客様によりよいサービスの
提供のため、
個人情報を適切に取り扱っていると認められる委託先を選定し、
適切な管理を実施させて業務の一部を外部に委託します。
お客様が弊社に個人情報を与えることは任意ですが、
お客様が弊社に個人情報を与えな
い場合には、
弊社からの返信やサービスの提供ができない場合がありますのであらかじめご了承下さい。
お客様には、
ご自身の個人情報の利用目的の通知、
個人情報の開示、
訂正、
追加、
削除の要求、
利用又は提供の拒否をする
権利があります。
必要な場合には、
下記の窓口までご連絡下さい。
【個人情報問合わせ窓口】
中央法規出版株式会社 渉外課長

渉外課 TEL.03-3834-5814 FAX.03-3837-8034
〒110-0016 東京都台東区台東3-29-1

中央法規ビル

webでの
お申込は

https://www.chuohoki.jp/

