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11月下旬刊行予定
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岩間伸之、野村恭代、山田英孝、切通堅太郎=著
本体価格 2,600 円（税別）／ A5判／約 200p.
ISBN978-4-8058-5981-0 ／ C3036

地域を基盤としたソーシャルワークについて、その理論を第一人者であった岩間
伸之氏が解説。理論を基盤とした総合相談の拠点づくりの取り組みも収載した。

12月中旬刊行予定

地域を基盤としたソーシャルワーク

12月上旬刊行予定

現代の厳しい環境でも安定的に福祉サービスを提供するための福祉法人の経営戦略
を解説。新版では、近年の社会福祉法人制度改革の動向とその経営戦略を分析した。

新版　福祉法人の経営戦略

京極髙宣=著
本体価格 4,800 円（税別）／ A5判／約 300p.
ISBN978-4-8058-5987-2 ／ C3036

久田則夫 =著
本体価格 2,300 円（税別）／ A5判／ 274p.
ISBN978-4-8058-5973-5 ／ C3036
どうすれば、ストレスを抱え込んだり、不適切な接遇姿勢に陥る「悪しき習慣」「心のクセ」
と決別できるか。ネガティブな感情に支配されず心穏やかに働くための指針等を示す。

福祉職員こころの強化書
―穏やかな気持ちで人を支援する専門職になる

12月中旬刊行予定

ケアマネ「あるある」発見隊 = 編集 
本体価格 1,600 円（税別）／ A5判／約 190p.
ISBN978-4-8058-5971-1 ／ C3036
思わず笑ってしまう愛すべき利用者さんの実態や、多職種の間に挟まれる哀愁、職業病み
たいなクセなど、ケアマネの「あるある」特選集。共感し、明日への活力につなげられる一冊。

あるある！ 笑いと涙のケアマネ劇場

事例で学ぶ
福祉専門職のための意思決定支援ガイドブック  
名川 勝、水島俊彦、菊本圭一=編著／日本相談支援専門員協会=編集協力
本体価格 2,400 円（税別）／ B5判／ 178p.
ISBN978-4-8058-5969-8 ／ C3036 12月上旬刊行予定

本人の自尊心を高め、より前向きに生きる力を生み出す意思決定支援。本書では、各種
ガイドラインをもとに理念や原則を整理し、七つの実践事例から具体的な方法を探る。

―住民主体の総合相談の展開



03-3837-8035 03-3834-5815

中央法規出版

中央法規出版

中央法規出版

中央法規出版

中央法規出版

新刊補充注文

新刊補充注文

新刊補充注文

新刊補充注文

新刊補充注文

2019 年11月～12月

福
祉

2/3中央法規出版 2019.11

12月下旬刊行予定
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社会福祉法人大阪ボランティア協会=編集
本体価格 1,400 円（税別）／四六判／ 940p.
ISBN978-4-8058-5970-4 ／ C2032
2020年4月からの福祉関連法がわかるベーシック小六法。福祉施設の概要、人口ピラ
ミッド等重要資料を収載し、福祉系資格の試験対策にも好適。インデックスシール付。

12月中旬刊行予定

福祉小六法2020

12月下旬刊行予定

指定障害福祉サービス事業者、障害者支援施設、障害児施設等に対する指導監査指
針を編集し、ポイントとなる「主眼事項及び着眼点」も収録。平成30年度の改正に対応。

障害者総合支援法   事業者ハンドブック
指導監査編　第２版 

本体価格 4,400 円（税別）／ B５判／約 940p.
ISBN978-4-8058-5974-2 ／ C3036

― 指導監査における主眼事項及び着眼点  

本体価格 3,000 円（税別）／ A5判／約 800p.
ISBN978-4-8058-5967-4 ／ C3036
子ども・子育て支援、高齢者福祉、障害者福祉、生活困窮者対策、医療・年金制度、就労
支援等の暮らしを支える社会保障制度を15項目に分類し、サービスを簡潔に解説する。

社会保障の手引　2020年版
―施策の概要と基礎資料 

12月中旬刊行予定
本体価格 2,200 円（税別）／ B5判／約 600p.
ISBN978-4-8058-5966-7 ／ C3036
2019 年 10月から実施の幼児教育無償化関連の法令通知集。「保育所運営ハン
ドブック」「認定こども園ハンドブック」両ハンドブックの別冊版。

幼児教育・保育無償化関連法令通知集

小澤竹俊、相田里香=著
本体価格 2,200 円（税別）／ A5判／約 220p.
ISBN978-4-8058-5988-9 ／ C3036

在宅の看取りではケアマネジャーのかかわりが重要だが、死を前にした人への相談支援は
苦しみを伴う。多くの在宅死を支えた小澤医師が、支援の在り方を温かいまなざしで解説。

12月下旬刊行予定

死を前にした人に向き合う心を育てる本
― ケアマネジャー・福祉職・すべての援助者に届けたい視点と看取りケア

― 別冊  保育所運営ハンドブック  認定こども園運営ハンドブック
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12月下旬刊行予定

堀田英樹=編著
本体価格 3,800 円（税別）／ AB判／約 320p.
ISBN978-4-8058-5980-3  ／ C3047

精神症状や薬物療法など精神医学の基礎知識を丁寧に解説した上で、作業療法の
基本的な進め方と、疾患別に病気の概要と作業療法の実際を解説。DSM-5に対応。

12月下旬刊行予定

精神疾患の理解と精神科作業療法  第３版

12月下旬刊行予定

代表的な16の症状と10の疾患のケア、４の治療について関連図を掲載。定義と症状、
心理社会的反応、診断・検査、治療、観察ポイント、看護ケアなどを詳解。DSM-5準拠。

エビデンスに基づく
精神科看護ケア関連図　改訂版 
川野雅資=編著
本体価格 3,200 円（税別）／ AB判／約 320p.
ISBN978-4-8058-5979-7 ／ C3047

本体価格 6,200 円（税別）／ B6判／約 2910p.
ISBN978-4-8058-5965-0 ／ C2032
児童福祉行政に携わる方のために、児童福祉に関する法令・告示・通知を体系的に収載
した六法。児童虐待関連施策・人材確保等に関連する法令・通知類を新規収載・更新。

児童福祉六法　令和２年版

11月下旬刊行予定

吉岡  隆 =編著 
本体価格 2,700 円（税別）／ A5判／ 276p.
ISBN978-4-8058-5958-2 ／ C3047
ギャンブル依存症当事者とその家族の手記から、病に陥る背景と家族に潜む共依存の問
題を浮き彫りにし、治療で回復していく様を伝える。医療等の専門家のメッセージも収載。

ギャンブル依存症 

看護のためのコミュニケーションと人間関係

諏訪茂樹=編著
本体価格 2,200 円（税別）／ B5判／約 180p.
ISBN978-4-8058-5972-8 ／ C3047 12月上旬刊行予定

看護基礎教育で学ぶコミュニケーションと人間関係論のテキスト。コミュニケーションの基
礎やテクニック・スキル等を解説。個人・ペア・グループで取り組む３０のトレーニングを紹介。

―アクティブ・ラーニングで身につける技術と感性
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―当事者から学ぶその真実
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今月の平積み・面陳オススメ銘柄
※福祉系試験対策書は除いております

◆ご注文・お問合せ先：中央法規出版　販売促進課
fax:03-3837-8035/tel:03-3834-5815
おススメ
ランク

ジャンル 書名 本体価格 発行月
ISBN 978-
4-8058-

ご注文数

A 介護 ケアマネジャー手帳２０２０ ¥1,400 19年9月 5933-9

A 介護 ケア手帳２０２０ ¥1,400 19年10月 5951-3

A 介護
プロとして知っておきたい！　介護保険のしくみ
と使い方

¥2,000 19年8月 5914-8

C 介護 作成手順がよくわかる　ケアプラン事例集 ¥2,500 19年9月 5930-8

C 介護
ステップアップ介護 よくある場面から学ぶ介護
技術

¥2,200 19年9月 5926-1

A 福祉 現場で役立つ！社会保障制度活用ガイド ¥2,600 19年9月 5950-6

A 福祉
障害者総合支援法　事業者ハンドブック　報酬
編〔２０１９年版〕

¥4,200 19年9月 5917-9

A 福祉
障害者総合支援法　事業者ハンドブック　指定
基準編〔２０１９年版〕

¥3,400 19年8月 5916-2

C 福祉
これで合格！２０１９　全国手話検定試験　ＤＶ
Ｄ付き

¥3,200 19年6月 5890-5

B 保育 育児担当制による乳児保育 ¥2,000 19年5月 5893-6

C 保育 保育を変える　チーム力の高め方 ¥2,000 19年9月 5943-8

B
特別支
援教育

ＴＥＡＣＣＨプログラムに基づく　自閉症児・者の
ための自立課題アイデア集

¥2,200 19年3月 5837-0

C
特別支
援教育 教室でできる気になる子への認知行動療法 ¥2,000 18年10月 5754-0

A 看護
エビデンスに基づく疾患別看護ケア関連図　改
訂版

¥2,600 14年2月 3960-7

B 看護 エビデンスに基づく老年看護ケア関連図 ¥3,000 19年9月 5949-0

B 看護 訪問看護実務相談Ｑ＆Ａ　令和元年版 ¥3,400 19年10月 5955-1

B 看護 訪問看護お悩み相談室　令和元年版 ¥2,600 19年10月 5954-4

C 看護
エビデンスに基づく症状別看護ケア関連図　改
訂版

¥2,600 13年2月 3777-1

B その他
【完全攻略】医薬品「登録販売者試験」合格テキ
スト　第８版

¥3,200 19年9月 5942-1

B その他 あなたの障害年金は診断書で決まる！ ¥1,500 19年8月 5940-7
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