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矢部謙太郎著 ボドリヤールの消費社会論を，社会学独自の観点，
なかでも社会学の主題である「コミュニケーション」
の観点から，初学者にも理解しやすいよう平易に読
み解き，現代の諸課題の分析への活用をめざす。

現代社会学のトピックス５

消費社会と現代人の生活
　　分析ツールとしてのボードリヤール　　

四六判　88頁　1000円 1817-6　C3336
柄本三代子著 「リスクに配慮して専門家が判断してその判断に諸々

のことを丸投げにする」というような合理性の追求
は，どのような形式でどのような領域にどのような
理由で生じてきているのかを考える。

現代社会学のトピックス６

リスクと日常生活
四六判　120頁　1300円 1818-3　C3336

圓岡偉男著 社会生活に関わるという意味に限定した「情報」を
軸に考え，「情報」と「社会」の問題に向けた基礎
理論を目指す。インターネットや携帯電話など ICT
の基礎的知識からその矛盾，問題点まで網羅。

現代社会学のトピックス７

情報社会学の基礎
四六判　128頁　1200円 1819-0　C3336

伊藤美登里著 本書では，時間にまつわる古今東西の事象を題材
に，「時間を節約する」とはどういうことか？，「近
代的，進歩的」な時間の使い方とは？といった疑問
をさまざまな切り口から考えていく。

現代社会学のトピックス17

現 代 人 と 時 間
　　もう〈みんな一緒〉ではいられない　　

四六判　122頁　1300円 1829-9　C3336

社 会 福 祉

成清美治・加納光子編集代表 受験・教育・実践に役立つ社会福祉用語の基礎知識
を収載。社会福祉士，介護福祉士，保育士，精神保
健福祉士，ケアマネジャーなどの国家試験や資格試
験に対応した1978項目を収録した必携書。

現代社会福祉用語の基礎知識〔第12版〕

四六判　432頁　2400円 2540-2　C3036
九州社会福祉研究会編／田畑洋一・門田光司・
高木邦明・鬼﨑信好・片岡靖子編集代表

九州社会福祉研究会の福祉研究者・実践家の総力を
集め現代の社会福祉用語を網羅した実践のための辞
典。各種法令に準拠した用語をわかりやすく，重要
用語はより詳しく解説，2212項目を掲載。

21世紀の現代社会福祉用語辞典
四六判　480頁　3200円 2369-9　C3036

OECD・WHO 編／岡伸一・坂間治子訳 WHO と OECD の共同出版である開発援助委員会
（DAC）ガイドラインと参考資料シリーズからの一
冊。開発途上国における防貧保健アプローチを支援
するための最も効果的な方法を提示。

開発途上国における貧困と保健
A5判　146頁　1800円 1553-3　C3036
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ダフネ．ナミアシュ他著／高橋流里子監訳 カナダ，ケベック州の高齢者福祉について物語風に
叙述。ソーシャルワーカーの専門的機能をいかに発
揮し，ホームケア実践を進めていくべきか，地域福
祉にいかに発展させていくべきかを教えてくれる。

ホームケア実践
あるソーシャルワーカーの情熱

A5判　240頁　2500円 0687-6　C3036
ブリジッテ．シュテック・ミカエル．コッセンス編著
／田畑洋一監訳

一般にハルツⅣと呼ばれる「労働市場における現代
的サービス事業のための第四法」を，政治的・社会
的対立に照準を合わせるのではなく，新社会法典第
２編の理解を確実に行えるようにする。

ドイツの求職者基礎保障
　ハルツⅣによる制度の仕組みと運用　

A5判　240頁　3500円 1980-7　C3036
田畑洋一著

ドイツの就労支援と最低生活保障制度との関連，ま
た最低生活保障制度や就労支援のあり方など仕組み
と運用についての体系的にまとめた研究書。

ドイツの最低生活保障
　制度の仕組みと運用　

A5判　296頁　6000円 2207-4　C3036
田畑洋一著 ドイツ最低生活保障制度の主要な柱である求職者基

礎保障と社会扶助の二制度を公的扶助と位置づけ，
それらの仕組みと運用の事例を多用してわかりやす
く解明していく。

現代ドイツ公的扶助序論
A5判　356頁　6500円 2438-2　C3036

櫻井慶一著 社会福祉の基本概念と役割・歴史などと，制度の大
幅改正や貧困問題，東日本大震災など近年の変化の
激しい社会福祉の動向を踏まえ，これから求められ
る人材育成を目指す増補改訂版。

初めての社会福祉〔増補改訂版〕

A5判　160頁　1800円 2172-5　C3036
成清美治著 現代の社会福祉について，社会保障をはじめ，児

童・家庭福祉，障害者福祉，高齢者福祉，生活保護
制度，地域福祉などの基本的な考え方や最新の社会
保障・社会福祉の仕組みと動向を網羅する。

私たちの社会福祉
A5判　288頁　2800円 2310-1　C3036

川上昌子著 公的扶助，老人福祉，女性・母子福祉，障害者福
祉，社会福祉と貧困の５つのフィールドにおける実
証的調査をもとに，福祉改革が進みはじめた1980年
代以降の日本の社会福祉の実態を，わかり易く解説。

社会福祉原論読本
A5判　224頁　2300円 1623-3　C3036

硯川眞旬監修／河内昌彦・立石宏昭編著 社会福祉の学は，「社会科学」に関する科学知識・
技術の体得と，それらの哲学による知恵を社会的実
践に結びつける「人間福祉」の視点の獲得であると
の考えから専門職に就くことをめざす人の為の書。

社 会 福 祉 学
　　人間福祉とその関連領域　　

A5判　276頁　2900円 1686-8　C3036
福祉社会学研究編集委員会編

特集：「規範的探究の学としての福祉社会学の可能性」 
４本の特集論文，４本の自由論文のほか，書評８本
を掲載した福祉社会学会学会誌。福祉社会学研究 13

A5判　202頁　2100円 2653-9　C3036
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福祉社会学研究編集委員会編 特集：「領域横断性　　創造的活動との接点から福
祉社会を考える」
３本の特集論文，４本の公募特集論文，２本の自由
論文等を掲載した福祉社会学会学会誌。

福祉社会学研究 14
A5判　224頁　2100円 2724-6　C0036

淑徳大学創立50周年記念論集刊行委員会編 淑徳大学の「建学の精神」である，利他共生の理念
をふまえ，共生の理念や原理，共生社会を構想する
ためのさまざまな論点や，社会福祉実践，社会福祉
制度に関する論考を多数収録した。

共生社会の創出をめざして
A5判　468頁　5000円 2663-8　C3036

稲葉一洋編著 コミュニティからの福祉形成を。地域福祉実践に焦
点をしぼり，それを展開していくうえで不可欠な方
法・技術としてコミュニティワークや社会福祉調査
などの「間接援助技術」について概説した。

福祉コミュニティ形成の技術
A5判　164頁　1800円 1253-2　C3036

田畑洋一・岩崎房子・大山朝子・
山下利恵子編著

社会福祉養成カリキュラムを踏まえ，『新社会保障・
社会福祉』を全面的に加筆・修正したテキスト。社
会保障の全体像を学んだうえで，各法制度をわかり
やすく解説し，実務にも有用で使いやすいように編纂。

社 会 保 障［第二版］
　生活を支えるしくみ　

B5判　248頁　2700円 2709-3　C3036
岡伸一著 日本に限らず海外の状況も盛り込み，広い視野から

社会保障を考え，その制度の背後にある価値観や哲
学も解説する。改正を繰り返す最新の社会保障に対
応すべく，大幅な修正を行った新版。

新社会保障ハンドブック
A5判　228頁　2300円 2522-8　C3036

木村敦編著 社会保障の成立と展開・社会保険・社会手当・対人
社会（社会福祉）サービス・公的扶助・労働保険に
ついて，また制度間相互の関連性・補完性についてを
解説。社会福祉の視点から著された社会保障テキスト。

社 会 保 障〔増補改訂版〕
　　論点・解説・展望　　

A5判　232頁　2300円 1788-9　C3036
岡伸一著 社会保障の新しい展開を国際的な視点から紹介し，

事例をつうじて各国間のつながりを認識することに
力点を置くことにより，グローバルな視野で社会保
障を考えていく時代をみすえた入門書。

国 際 社 会 保 障 論
A5判　208頁　2300円 1381-2　C3036

三和治著 故三和治先生の遺稿集。高度経済成長を経たきた日
本。社会福祉制度の構造改革という大きな変動の中
で，公的扶助を中心に諸制度の実態および今後の方
向についてを考察した貴重な実証研究論集。

戦後社会福祉の展開と課題
A5判　250頁　3500円 0949-5　C3036

岡伸一著 欧州を始め主要先進諸国の失業保障制度の基本的構
造を明らかにし，その歴史から各種制度の基本構
造・制度運用の実態や課題と展望について理論的に
検討する。失業保障を考える上での基調となる一冊。

失業保障制度の国際比較
A5判　272頁　3000円 1281-5　C3036
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木村敦著 社会政策との関係を明確にしたうえで社会福祉の社
会保障における位置と役割を明らかにし，社会政策
を有機的に補完するものとしての社会福祉と社会保
障の連関を機軸に社会福祉の可能性を展望する。

社会政策と「社会保障・社会福祉」
　対象課題と制度体系　

A5判　184頁　2200円 2211-1　C3036
木村敦著 前著『社会政策と「社会保障・社会福祉」』で試み

られた分析を踏まえ，社会福祉とは何か，という基
礎理論・本質論を構築。労働問題の検証，社会科学
的視点から社会福祉の対象課題の把握，社会福祉・
ソーシャルワーク実践を検討。

社会福祉論の基本問題
A5判　196頁　2200円 2577-8　C3036

藤田雅子著 スウェーデンに福祉の理想型を求め，バングラデシ
ュに開発の実態を追い，政治・経済はもとより両国
の文化，生活習慣を丹念に調査し，見えにくかった
途上国開発，国際協力を社会福祉という糸で結んだ。

国 際 福 祉 論
　スウェーデンの福祉とバングラデシュの開発を結ぶ　　

A5判　220頁　2300円 0942-6　C3036
井村圭壯著 倫理をともなわない社会福祉調査では，調査者は被

調査者にあやまって危害をあたえかねない。本書は
社会福祉調査の基本技法と知識を体系立て，事例的
文献としても構成。

社会福祉調査論序説
A5判　192頁　2300円 0990-7　C3036

労働・福祉研究会編 働く人々や生活者を取り巻く環境が，現在ほど変化
の激しい時代はない。社会全体の諸側面にわたる社
会変化のうち，主に企業，労働と社会福祉の主要問
題について，現在の状況と課題を論及した。

21世紀の労働と福祉
A5判　224頁　2500円 1118-4　C3036

井村圭壯・相澤譲治編著
保育の現場で実践しようとする学生たちが，障がい
児保育の基本について学習できるよう，保育士養成
教育課程の学習目標に準拠したテキスト。現代の障がい児保育

A5判　194頁　2000円 2586-0　C3036
井村圭壯・今井慶宗編著 保育士養成課程の「障害児保育」に対応する障がい

児保育の基本テキスト。各章とも障がい児やその家
庭への支援を学ぶ際に必要となる基礎知識について
最新の動向をふまえ厳選した記述の内容。

障がい児保育の基本と課題
A5判　152頁　2000円 2666-9　C3036

相澤譲治編著 社会福祉領域において各種法律の成立，改正や制度
の新設がなされている状況において，障害者福祉の
基本的な全体像について紹介し，障害をもつ人たち
への正しい理解を促す。

障 害 者 福 祉 論
A5判　144頁　1800円 1372-0　C3036

高橋朋子・大久保秀子著 〔新ライブラリー総合福祉〕家族像の模索の時代を
迎えている。高齢化社会にあって，家族や家庭の姿，
福祉の状況を考察するなかから，あるべき家庭福祉
像，さらには家庭生活，女性の生き方を展望する。

家 庭 福 祉 論〔第二版〕

A5判　152頁　1900円 0828-3　C3336



140　社会福祉

井村圭壯・松井圭三編著 2010年の「保育士養成課程」の改正を念頭に「家庭
支援の意義と役割」「家庭生活を取り巻く社会状況」

「子育て家庭の支援体制」「多様な支援の展開と関係
機関との連携」等，家庭支援に関する内容を盛り込む。

家庭支援論の基本と課題
A5判　146頁　2000円 2684-3　C3036

井村圭壯・今井慶宗編著 保育士養成課程科目「家庭支援論」に対応。家庭への
支援を学ぶ際に必要となる基礎知識について最新の動
向をふまえて厳選し記述。家庭支援論の基本書として
最適。家庭支援・子育て支援に関心のある幅広い方 へ々。

現代の保育と家庭支援論
A5判　152頁　2000円 2564-8　C3036

井村圭壯・相澤譲治編著 家庭支援の基本的内容と方法を学ぶことができるテ
キスト。家族の意義，子育て家庭への支援体制，地
域とのネットワーク等，社会全体で子育て支援を行
っていくことの重要性を述べる。

保育と家庭支援論
A5判　136頁　2000円 2499-3　C3036

相澤譲治・今井慶宗編著 保育士養成課程の科目「社会的養護」に対応した基
本書。家庭への支援を学ぶ際に必要となる基礎知識等
を，最新の動向をふまえ厳選した内容。これからの社
会的養護の支援の仕組みとあるべき姿について考える。

子どもと社会的養護の基本
A5判　144頁　2000円 2736-9　C3036

井村圭壯・安田誠人編著 新しい保育士養成課程のシラバスに準拠。最新の動
向や制度を踏まえ，「社会的養護」の基本的内容に
ついて解説。現状や課題を学ぶことや子どもたちに
対する「社会的養護」の実践力の養成を目指す内容。

現代の保育と社会的養護
A5判　146頁　2000円 2685-0　C3036

井村圭壯・相澤譲治編著 子どもたち一人ひとりのしあわせをめざした社会的養
護の基本的知識について記述。子どもの福祉に関心
のある方々に読んでいただきたい，子どもたちのおか
れている状況や支援などについて考えるための１冊。

保育と社会的養護
A5判　144頁　2000円 2420-7　C3036

水田和江・中野菜穂子編著 子ども・子育て支援施策の最新動向と児童福祉法改
正を踏まえ，子ども家庭福祉のしくみや，子どもと
家庭の問題と福祉の展開などについて，具体的な事
例を交えて解説する。

子ども家庭福祉の扉
　　子どもと家庭の未来を拓く　　

A5判　196頁　2100円 1956-2　C3036
水田和江・増田貴人編著 障害のある子どもの保育が本当の意味で保育活動と

して定着してきたのか，実践から導き出される保育
者の役割，保育の課題とは何かを検討。障害のある
子どもの権利保障と実践の基礎，保育の実際を解説。

新障害のある子どもの保育実践
A5判　192頁　2300円 2451-1　C3036

櫻井慶一著 児童・家庭福祉の理解に必要な総論（概論），支援
方法としてのソーシャルワークと児童・家庭福祉領
域の今日的な諸課題（各論）について解説。『初め
ての児童・家庭福祉』を最新の内容で全面的に改訂。

児童・家庭福祉の基礎
とソーシャルワーク

A5判　164頁　1900円 2601-0　C3036
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和田光一編著 社会福祉および子ども家庭福祉の入門テキスト。子
ども家庭福祉の根底に流れる社会福祉の理念，構成
要素も解説。社会福祉や子ども家庭福祉を学ぶ方に
とって必要な基礎的な知識を習得できるように努める。

現代社会福祉と子ども家庭福祉
A5判　212頁　2000円 2409-2　C3036

古川繁子編著 現実社会の変化の中で現代の保育現場に対応した
「相談援助」「保育相談支援」ができるように工夫を
した。保育相談支援の意義から基礎理論，方法と技
術や求められる保育士像までわかりやすく解説。

保育相談支援ワークブック
B5判　168頁　2300円 2661-4　C3036

古川繁子編著／根本曜子・田村光子・
井上深幸著

「相談援助」として保育士が保育の現場で相談援助
する際に基本となる援助技術について学ぶテキスト。
相談援助を行う人が必要な姿勢と技術を，演習を通
して理解し，身につけることができるよう配慮。

相談援助ワークブック〔第二版〕

B5判　112頁　1900円 2600-3　C3036
成清美治・真鍋顕久編著 子育て支援並びに保護者支援において大切な２科目

「家庭支援論・保育相談支援」のテキスト。家庭支
援論・保育相談支援を学ぶことによって，保育者と
して知識と技術を兼ね備えた保育士を目指す。

家庭支援論・保育相談支援
B5判　192頁　2400円 2702-4　C3036

成清美治・真鍋顕久編著 保育所における保育士の相談援助や保護者支援に係
る実践力を養成する「相談援助」の科目のテキス
ト。最近の社会福祉ならびに保育全般に関する理解
を深められるようコラムや文献紹介等も掲載。

保育士のための相談援助
B5判　180頁　2400円 2703-1　C3036

加藤幸雄監修／鈴木武幸・鈴木政史編著著 幅広い14分野・領域の実践例（機関および施設）を
検討材料にすることができると同時に，ガイドライ
ンに沿った相談援助事例集の実践教科書，社会福祉
国家試験の事例問題の学習としても活用ができる。

社会福祉士
相談援助演習事例集

B5判　192頁　2600円 2527-3　C3036
成清美治・笠原幸子編著 介護福祉士の養成あるいは現任者のリカレント教育に

最適な学生・社会人が理解しやすい「介護の基本」
のテキスト。学習者の理解の助けになるよう，図表を
多用し，「介護の基本」のカリキュラムに基づいた構成。

介 護 福 祉 論
B5判　212頁　2380円 2505-1　C3036

成清美治著 特徴のある福祉先進諸国四カ国，デンマーク，フィ
ンランド，ドイツ，オランダの介護保障制度を取り
上げ，その現状を紹介する。海外の介護サービスを
学ぶためのブックレット。

海外の介護保障を学ぶ
　オランダ，ドイツ，デンマーク，フィンランド　

A5判　58頁　1000円 2565-5　C3036
成清美治著 介護福祉士の「量的問題」を考察すると同時に「質的

問題」に重きをおき，デンマークの SSH，SSA のカリ
キュラムを参考に地域包括ケアの視点のもと，医療的，
福祉的ニーズに合致した「社会介護保健師」を提案。

デンマークに学ぶ
介護専門職の養成

A5判　152頁　1600円 2673-7　C3036
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川上富雄著 近年の社会状況や福祉をめぐるさまざまな社会問題，
また，地域福祉・住民福祉活動の重要性や推進方法
等について，60のトピックスを図を用いてわかりや
すく解説。地域福祉・市民社会の実現をめざす。

〔図解〕超少子高齢・
無縁社会と地域福祉

A5判　136頁　1700円 2482-5　C3036
田代菊雄・古川繁子編著 現代日本の社会福祉を取り巻く環境の激変を受けて，

最大の問題である少子・高齢化を中心に，社会福祉
全般に関する問題と法制を解説したテキスト。2000年
以降の構造改革を踏まえ，内容を一新した最〔新版〕。

新少子・高齢社会の社会福祉
A5判　232頁　2400円 1139-9　C3036

下山昭夫著 介護保険制度施行後の消費・労働市場として，「福
祉・介護サービス市場」をとらえ，要介護高齢者に
対する福祉・介護サービスの担い手である「福祉・
介護サービス職」を多角的に考察。

少子高齢社会の福祉・介護サービス職
A5判　228頁　2300円 1772-8　C3036

中嶋和夫監修／尹靖水・近藤理恵編著 21世紀の超少子高齢・人口減少社会において，個々
人のライフコースを尊重したウェルビーイングの維
持・向上に資する家族福祉モデルの構築に関連した
研究者たちの最新の研究成果をまとめた。

多様な家族時代における
新しい福祉モデルの国際比較研究

　　若者，ひとり親家族，高齢者　　
A5判　424頁　6200円 2057-5　C3036

稲葉一洋著 わが国で発展を遂げてきた地域福祉を時系列のなかで
捉え返し，その発想や枠組み，現状と課題を構造的に
再考。近年までの地域福祉をめぐる動向と研究の進展
を反映させるべく，大幅な加筆・修正を行った新版。

新　地域福祉の発展と構造
A5判　264頁　2600円 2596-9　C3036

井村圭壯・相澤譲治編著 「地域福祉」を学ぶ際に必要な基礎知識を厳選し記述
した入門テキスト。地域福祉の多岐・多様性を踏ま
え地域福祉の科学性，学問性確立をめざしその「原
理」と「方法」を模索。最新の動向に対応した第２版。

地域福祉の原理と方法〔第２版〕

A5判　168頁　2200円 2417-7　C3036
井村圭壯・武藤大司編著 深刻化・複雑化する様々な社会問題のなかで，社会

構造の変化に合わせるべく，社会福祉の全体像をし
っかりとつかみ，横断的かつ重層的な支援ができる
ような実践者の養成をめざす。

社会福祉の制度と課題
A5判　180頁　2200円 2504-4　C3036

井村圭壯・相澤譲治編著 多様なファクターの有機的関連によって構成される
社会福祉の制度や政策，思想，経済状況等を総合的
にふまえ，近・現代の形成史を概観し，社会福祉の
現状と課題を明らかにする。

社会福祉形成史と現状課題
A5判　192頁　2100円 1913-5　C3036

井村圭壯・相澤譲治編著 社会構造のなかで，多様なファクターの有機的連関
によって形成されてきた高齢者福祉の制度，政策，
思想や経済状況を総合的に踏まえ，近代以降の形成
の歴史を俯瞰し，現代の課題へとつなげる。

高齢者福祉史と現状課題
A5判　196頁　2100円 2016-2　C3036
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足立叡編著
社会福祉における研究と実践を担う専門職教育を，
人間開発という原点から展開していき，研究と実践
分野を問わず，その本質を明らかにしていく。臨床社会福祉学の展開

A5判　224頁　2300円 2542-6　C3036
足立叡著 ケースワーク論（援助技術論）を中心とした社会福

祉研究の一環であるケースワーク研究が「臨床社会
福祉学」として成立するための「存在論」的根拠を
方法論的に論究，理論的，実践的課題にアプローチ。

臨床社会福祉学の基礎研究〔第二版〕

A5判　192頁　2300円 1274-7　C3336
伏見幸子・古川繁子編著 高齢者福祉とは何かを学び，介護や支援の場に就こ

うとする人たちが生活の知恵や文化を通して自らの
高齢者福祉観を構築できるよう企図し，多くの事例
を通して現状を把握できるよう配慮した一冊。

事例で学ぶ高齢者福祉論
A5判　208頁　2200円 1357-7　C3036

井村圭壯著 戦前期の施設史，養老院を中心に考察。孤児院，託児
所を含めて，施設の地域化，社会化における運営体制
とその実践を機軸に論考。臨戦態勢の時流の中で社会
事業施設がどのように実践していったのかを考察，検討。

日本の社会事業施設史
　「救護法」「社会事業法」期の個別施設史　

A5判　194頁　2200円 2548-8　C3036
井村圭壯著 戦前期における県社会課の『社会事業概要』を活用

し，明治期から昭和戦前期までに設立された個々の社
会事業施設や団体の名称，設立年月日，所在地を整
理，年代ごとの形成内容とその特色を整理・分析する。

社会事業施設団体の形成史
　戦前期の県社会課の『社会事業概要』を基盤として　

A5判　240頁　2400円 2560-0　C3036
井村圭壯著 戦前期のいくつかの養老院の個別施設史を基盤に考

察。養老院の実態に視点を据えることにより，実践
の展開によって生まれてくる矛盾，葛藤，問題性な
ど，その内実を分析していく。

日 本 の 養 老 院 史
　　「救護法」期の個別施設史を基盤に　　

A5判　192頁　2200円 1452-9　C3036
川上昌子著 千葉県習志野市の病弱老人調査，老人病院入院者調

査，特別養護老人ホーム入所者調査等の包括的な調
査にもとづいて，都市高齢者の一般的な生活実態と
要介護の側面の実態について実証的に論述した。

都市高齢者の実態〔増補改訂版〕
　　社会福祉学としての考察　　

A5判　208頁　2500円 1233-4　C3036
金城一雄・國吉和子・山代寛編著 沖縄や日本全体の高齢社会状況の一端を照らし出し

ながら当該問題解決へのデザインを示唆し，高齢者
を取り巻く社会状況を客観・複合的に理解し，今後
の全体社会を主体的に考察する。

沖縄で学ぶ福祉老年学
B5判　212頁　2100円 2004-9　C3036

佐藤八千子・小木曽加奈子監修 認知症の症状や治療，「認知症ケア」についての歴
史，我が国の現状，ケア実践や事例紹介を掲載。認
知症高齢者の生活場面での困難さや認知症の人の権
利，家族支援など多角的に認知症ケアを考える。

認知症がある人をケアする
　BPSD による生活場面の困難さ　

B5判　256頁　3000円 2323-1　C3047
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小木曽加奈子編著 高齢者を取り巻く社会環境，ケアの概念と多職種の
連携，ICF の概念と活用方法等を紹介。さらに，高
齢者ケアの場や病状や生活状況に伴う変化に応じて，
３つの療養の場でケアプロセスを展開していく。

高齢者ケアの質を高める
ICFを活かしたケアプロセス

B5判　226頁　3000円 2510-5　C3047
小木曽加奈子著 いま医療現場では，患者やその家族の満足度向上が

ますます求められている。医療安全に対する基礎的
知識と，臨床で応用できる具体的なリスクマネジメ
ントの手法を中心に解説する。

医療職と福祉職のためのリスクマネジメント
　介護・医療サービスの向上を視野に入れて　

B5判　208頁　2700円 2006-3　C3036
平澤泰子・小木曽加奈子編著 医療的ケアを幅広く捉え，現場で働く看護職や介護職

が学生に学んできてほしい項目や内容をまとめる。介
護施設での実習にポートフォリオの手法を用いてリフレ
クションを行い，自分自身を深める実践的手法を紹介。

介護職のための医療的ケアの知識と技術
　ポートフォリオを活用して自らの成長を育む　

B5判　160頁　2800円 2659-1　C3036
原英彰著 認知症にならず元気に長生きする秘訣は運動・カロ

リー制限・楽しみ方が大切。物事を前向きに捉えて
自分の人生を楽しく生きていく「エンジョイ・エイ
ジング！」を実践する人のための必読書。

前向き脳でエンジョイ・エイジング !
　　長寿の秘訣は脳の健康から　　

四六判　168頁　1200円 2167-1　C3047
下山昭夫著 厚生労働省が示す教育内容に準拠しつつ，現在の高

齢者保険福祉制度の問題やこれからの課題等を考え
ていくための記述を追加。社会福祉士養成教育科目

「高齢者に対する支援と介護保険制度」に対応。
高齢者福祉サービス論

A5判　146頁　1800円 2214-2　C3036
三好明夫・西尾孝司編著 〔社会福祉の探究２〕高齢者をめぐる福祉課題の拡

大，制度の概要とサービス，ソーシャルワークに関す
る事例紹介と考察，人権等をテーマに，様々な立場
から高齢者福祉にかかわる人々へ実践的に役立つ内容。

高 齢 者 福 祉 学
　介護福祉士・社会福祉士の専門性の探究　

A5判　176頁　1800円 1511-3　C3336
三好明夫編著 〔社会福祉の探究３〕介護福祉の本質と探求，介護

福祉士の専門性向上をめざす。介護福祉倫理の理論
的考察や現場経験に基づく福祉技法を紹介。厚生労
働省介護概論カリキュラムに沿う実践的テキスト。

介 護 福 祉 学
　介護福祉士の専門性と独自性の探究　

A5判　164頁　1800円 1512-0　C3336
吉浦輪編著 〔社会福祉の探究４〕社会福祉士養成シラバスに準拠

しつつ，社会福祉援助論の立場から，広義の社会福祉分
野での活動一般におけるテーマに沿って，ソーシャル
ワーカーが学ぶべき技術やその展開技法について紹介。

社 会 福 祉 援 助 学
　介護福祉士・社会福祉士の専門性の探究　

A5判　152頁　1800円 1513-7　C3336
三好明夫・仲田勝美編著 〔社会福祉の探究12〕豊富なイラストを用いてわかり

やすく解説。身体介護の技術だけではなく，利用者
満足の視点をもった精神介護の考え方をもとに，利
用者の主体性を支援する福祉専門職の育成をめざす。

介 護 技 術 学
　介護福祉士・社会福祉士の専門性の探究　

A5判　176頁　2000円 1521-2　C3336
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佐々木勝一著 障害者福祉施設をめぐる国家制度としての法・施策
と，実際に利用し関わる人たちとの乖離を明らかに
し，これからの社会における本来の施設のあり方を
見つめなおす。

障害者施設研究序説
A5判　160頁　2000円 1746-9　C3036

青木聖久・杉本浩章編著 精神保健福祉士についての基礎をはじめ，社会人が
これまでの社会人経験を有することの魅力とその活
かし方の吟味，社会人が精神保健福祉士を目指すこ
との魅力について迫り，検討。

新 社会人のための精神保健福祉士（PSW）
　社会人経験をストレングス（強さ・長所）にしたこれからの私　

四六判　360頁　1800円 2461-0　C3036
岡部真智子・杉本浩章編著 社会経験を活かして学び，実践する社会人学生のた

め，社会人学生のもつ特性に焦点化し，社会福祉士
の資格に挑む実習指導者 - 実習生 - 実習教員のため
の共通テキストとして編纂。

社会人のための社会福祉士
　社会人学生と実習指導者のための実習読本　

四六判　244頁　1800円 2173-2　C3036
松田博雄著 著者のこれまでの経験をもとに，医療・保健の子ど

も虐待とその防止，予防に対する考え方，手法，専
門性について，医療保健分野以外の人にもわかるよ
うに解説する。

子 ど も 虐 待
　多職種専門家チームによる取り組み　

A5判　340頁　4000円 1797-1　C3336
鈴木崇之著 嘱託職員として児童相談所に関わってきた著者が近

年とりあげられることが多くなった児童虐待に対し
多角的なアプローチをするとともに，「社会的養護」
の理念と概念から考えていく。

児童虐待時代の社会的養護
A5判　296頁　2300円 2538-9　C3036

髙谷よね子編著
地域住民による地域福祉実践活動「めだかのたまり
ば」の４年間のあゆみをふりかえり，日本の地域社
会に根付くセツルメントのあり方を展望する。

居場所とたまりば
　「めだかのたまりば」がつくる人と人のつながり　

四六判　168頁　1800円 2130-5　C3036
倉田康路著 苦情処理委員としての業務経験を通し実際に申し立

てられた苦情事例の検証と申立人への調査を手がか
りに苦情が申し立てられる理由，事業者の共通した
特徴，苦情を活かしたサービスの提供について提言。

介護保険サービス 苦情の構造
　苦情を活かせばサービスが変わる　

B5判　122頁　1800円 2457-3　C3036
倉田康路著 「苦情」を活かして，クオリティの高い福祉サービス

の提供を考える。苦情処理委員の業務に携わってきた
著者が，数多くの苦情処理の経験を通して得た，福
祉サービスの質の向上にむけての実践的な示唆を記す。

クオリティを高める福祉サービス
　「苦情」から学ぶクオリティマネジメント　

A5判　152頁　1900円 2730-7　C3036
筒井澄栄著 研究結果による「根拠」（エビデンス）に基づき，

それぞれの利用者に合った介護の実践方法を紹介。
介護実践の経験を，エビデンスに基づき確認するこ
とで，自己評価を高め，周囲に介護の根拠を示す。

エビデンスに基づいた介護
　介護は何のために行われるのか　

B5判　148頁　2500円 2325-5　C3047
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成清美治著 第Ⅰ部ではケアワークの理論に関して，第Ⅱ部では
ケアワークに関する諸政策・諸制度についての２部
構成で，理論と実践方法を論考する。ケアワークに
従事するすべての人々の業務における指針となる書。

ケ ア ワ ー ク 入 門
A5判　274頁　2700円 1967-8　C3036

佐藤俊一著 「他者から愛され，信頼されるためではなく，相手
を愛する，信頼することができる人を育てる」こと
を最も大切なこととして，福祉現場での実習・研修
での日常的エピソードを交えてエッセイ調に語る。

ケ ア の 原 点
　　愛する・信頼することへの挑戦　　

四六判　232頁　1500円 1865-7　C3036
佐藤俊一著 著者が教育場面から学んだこと，対人援助職の人たち

との研修での発見，実践などをエッセイ調に語る。「自
分を使えるか」というテーマのもと自分なりに問われた
ことに応えるという挑戦の日々から記した小論を収録。

ケ ア の 原 点 Ⅱ
　問われることに応える私たち　

四六判　248頁　1800円 2552-5　C3036
鈴木正行著 視覚障害者のおかれた現状を，彼らの書いた書物に

あたり受容に至る過程に注目しながら検証する。障
害者全体を取り巻く社会のあり方や障害者福祉にお
けるノーマライゼーションについて分析し展望する。

視覚障害者とノーマライゼーション
　視覚障害者の障害受容と社会環境の変遷。「盲人たちの自叙伝」を視座にして　

A5判　564頁　6000円 1861-9　C3036
遠藤興一著 王政復古の明治維新当時からつづく「天皇制慈恵主

義」について，戦前と戦後におけるとらえ方の相違
と継承を当時の資料を分析しながら史実に即しつつ
意味理解を試みる。

天皇制慈恵主義の成立
A5判　264頁　2800円 2026-1　C3036

遠藤興一著 国中が戦時体制の世となった時代に焦点を当て，人
びとが戦争と福祉の「両義性の世界」に陥り，煩悶
せざるを得なかった社会福祉が直面した現実と，思
想的，実践的な問題を明らかにする。

15 年戦争と社会福祉
　その両義性の世界をたどる　

A5判　258頁　3800円 2242-5　C3036
本沢一善著 社会福祉士・精神保健福祉士の国家試験における

「憲法」「民法」「行政法」科目関連のテキスト。精
選した項目に詳しく解説を付し，各章末には計155
題の設問と巻末に「解答と解説」をのせた。

よくわかる法学要説〔改訂版〕

A5判　288頁　2700円 2474-0　C3037
岡多枝子 福祉系高校における福祉教育がどのような意義と内

実を持ち，実施上の困難や課題を抱えているのか検
討。生徒及び教員への調査などを通して，福祉系高
校のレリバンスを明らかにしていく。

青年期に福祉を学ぶ
　福祉系高校の職業的及び教育的レリバンス　

A5判　200頁　4000円 2496-2　C3036
大澤史伸著 自助，共助システムを構築するため必要不可欠な社

会資源「ボランティア」「NPO」「CSR」の基礎的な
知識を盛り込み，各項目の歴史や活動，実際に社会
で行われているボランティア活動の事例等を解説。

福 祉 サ ー ビ ス 論
　ボランティア・ＮＰＯ・ＣＳＲ　

四六判　160頁　1800円 2449-8　C3036
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ベーシックシリーズ　ソーシャルウェルフェア

成清美治・加納光子編著 はじめて学ぶ人から保育士や福祉士の有資格者まで，
社会の安全ネットの役割を果たす社会福祉の諸制度・
サービスを理解・深化できるよう，図表を多用しな
がら，重要な用語等をわかり易く解説。

１ 新版 社会福祉〔第２版〕

B5判　228頁　2500円 1683-7　C3336
成清美治・吉弘淳一編著 子どもを通して家族，地域までも含めた施策，サー

ビスをどのように活用していけばよいのかを実践的
に触れながら，基本的で重要だと思われる事柄を挙
げ，現代の児童福祉をわかりやすく概論。

２ 新 版  児 童 福 祉
B5判　224頁　2500円 1427-7　C3336

成清美治・伊藤葉子・青木聖久編著 障害者福祉の動向をふまえ，障害者福祉にとって不
可欠な論理の構築と実践方法を学ぶ。生活支援の考
え方，住環境やまちづくりへの視点にもふれ，社会
福祉専門職の役割をとらえるうえでの最適書。

３ 新版 障害者福祉
B5判　160頁　2100円 1428-4　C3336

成清美治・峯本佳世子編著 高齢者福祉サービスの現状に関連する基本的知識や
考え方，キーワード，また近年の動向を踏まえつつ，
豊富な事例を用いて，問題意識を高められるよう配
慮。国家試験受験を視野に入れた章構成。

４ 新版 高齢者福祉
B5判　196頁　2300円 1429-1　C3336

成清美治・岡田誠・高間満編著 生活保護制度を中核とする公的扶助について，福祉
現場の現状を踏まえ詳察。わかりやすく体系的に理
解できるよう，図表や写真を多用し，重要な用語に
は解説を加えた実践型テキスト。

６ 新 版  公 的 扶 助
B5判　192頁　2300円 1431-4　C3336

成清美治・加納光子・久保美紀編著 基本的知識や考え方，キーワードおよび近年の動向
を踏まえ，豊富な事例を通して問題意識をもてるよ
う配慮。「技術」を支える価値，知識と，「技術」を
必要とする実践現場の状況について詳述。

７ 新版 社会福祉援助技術
B5判　176頁　2300円 1432-1　C3336

成清美治・高橋紀代香編著 児童問題，高齢者問題等，家族をめぐる様々な現状
と，それらに対応する社会福祉支援諸施策の現状・
課題について考察。変化する社会における，社会福
祉・社会保障の理念をよりよく学べるよう配慮。

９ 新 版  家 族 援 助
B5判　224頁　2500円 1637-0　C3336

成清美治・加納光子・青木聖久編著 精神保健福祉の理念や基本施策の理解から，今日に
いたる歴史展開を様々な角度から考察。相互援助活
動の実際，ソーシャルワークの事例，地域福祉にお
ける実践の分析等の実践をとりあげた最新全訂版。

10 新版 精神保健福祉〔全訂版〕

B5判　256頁　2500円 2046-9　C3336
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成清美治・阪田憲二郎・青木聖久編著 精神保健福祉士（PSW）が，実践現場において精神
障害者の社会復帰，自立，社会参加を実現するた
め，権利擁護の視点にたち，精神障害者の自己実現
を達成させる方法（ソーシャルワーク）を学ぶ概説書。

11 新版 精神保健福祉援助技術Ⅰ（総論）

B5判　176頁　2300円 1748-3　C3336

イントロダクションシリーズ

成清美治・加納光子編著 福祉制度の意義や理念，福祉政策との関係，福祉の
原理をめぐる理論と哲学，福祉政策におけるニーズ
と資源，福祉政策の課題，構成要素，関連政策・相
談援助活動との関係等についてわかりやすく解説。

１ 現代社会と福祉〔第二版〕

B5判　242頁　2500円 2045-2　C3336
児島美都子・成清美治・牧洋子編著 相談援助活動において必要となる医療保険制度や保

健医療サービスについて，また，保健医療サービス
における専門職の役割と実際，多職種協働など，社
会福祉士国家試験のシラバスに準拠したテキスト。

２ 保健医療サービス〔改訂版〕

B5判　260頁　2700円 2480-1　C3336
成清美治・峯本佳世子編著 老人・介護福祉サービスを学ぶ人に向け，高齢者の

生活実態と社会情勢，介護の概念と対象，認知症ケ
ア・ターミナルケア，老人福祉法など，社会福祉士
養成のシラバスに準じたテキスト。

３ 高齢者に対する支援と介護保険制度
B5判　242頁　2500円 1932-6　C3336

高間満・遠藤洋二編著 生活保護制度を中核とする公的扶助について，初め
て学ぶ読者にもわかりやすく体系的に解説。図表，
重要用語解説，案内書紹介なども充実し，社会福祉
士養成新カリキュラムに対応したテキスト。

４ 新・低所得者に対する支援と生活保護制度
B5判　226頁　2600円 2477-1　C3336

成清美治・加納光子編著 社会福祉士・精神保健福祉士の国家試験共通科目
「相談援助の基盤と専門職」テキスト。図表を多く
用い，重要用語解説，コラム，案内書紹介なども充
実。

５ 相談援助の基盤と専門職
B5判　218頁　2500円 1934-0　C3336

成清美治・吉弘淳一編著 大規模な人口減少と超高齢社会をむかえる日本の児
童・家庭福祉の新制度に対応させた基礎的で重要な
事項を厳選し，社会福祉士や専門資格の取得をめざ
す人びとに役立つ教科書。

６ 児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度
B5判　164頁　2000円 1935-7　C3336

成清美治・真鍋顕久編著 日本における社会保障制度について，図表，重要用
語解説，案内書紹介なども充実し，社会福祉士養成
新カリキュラムに対応させて初めて学ぶ読者にもわ
かりやすく体系的に解説した最新テキスト。

７ 社 会 保 障
B5判　202頁　2500円 1936-4　C3336
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成清美治・伊藤葉子編著 日本の障害者福祉について，発展過程・意義，社会
情勢，障害者福祉制度を図表，用語解説，案内書を
用い，理解を深めやすいように配慮したテキスト。
社会福祉養成課程の教育カリキュラムに基づく。

８ 障害者に対する支援と障害者自立支援法
B5判　146頁　2000円 1937-1　C3336

松下育夫・守弘仁志編著 地域社会や家族など，地域福祉の基礎となる集団・
組織について，様々な社会問題の社会学的理論と実
態を概説。社会全体をシステムとして捉え，法や経
済の社会的位置づけ，人間関係などについて考察。

９ 社会理論と社会システム〔第二版〕

B5判　168頁　2200円 2399-6　C3336
成清美治・川島典子編著 地域福祉についての基本的考え方，地域福祉の主体

と対象，地域福祉に係る組織・団体及び専門職や地
域住民，地域福祉の推進方法などをテーマに，社会
福祉士国家試験のシラバスに準拠したテキスト。

10 地域福祉の理論と方法
B5判　208頁　2500円 1939-5　C3336

社会福祉の新潮流

川池智子編著 学問としての社会福祉の入門書。社会福祉の国家試
験「社会福祉原論」「現代社会と福祉」の科目を視
野に入れ，基本と事例をおさえて解説。社会福祉の
情況を正視し，学・教育・実践の発展をめざす。

１ 新 社 会 福 祉 論
　　基本と事例　　

A5判　312頁　2600円 2332-3　C3336
川池智子編著 子どもの最善の利益を保証する社会をつくるため，

彼らをとりまく諸問題を分析，児童家庭福祉の施策
の現状を整理し課題を展望。最新の法制度，データ
に対応し児童家庭福祉のこれからを考察する第四版。

２ 児童家庭福祉論〔第四版〕
　　基本と事例　　

A5判　232頁　2400円 2606-5　C3336
旭洋一郎・吉本充賜編著 本当の「障害」をつくるのは誰なのか？障害をもつ

当事者の立場から，障害福祉にかかわる課題を探
究。さまざまな事例を通して障害がある人びとの自
立と支援の方法を学んでいく。

３ 障 害 者 福 祉 論
　　基本と事例　　

A5判　288頁　2500円 1419-2　C3336
高谷よね子編著 豊富な事例を通して，高齢者福祉を身近な課題とし

て学習できるように構成。今後の少子高齢社会の状
況と課題を人類普遍の課題とする観点から，自発的
な学習をできるよう配慮。

４ 高 齢 者 福 祉 論
　　基本と事例　　

A5判　240頁　2300円 1420-8　C3336
小林雅彦編著 地域福祉にかかわる主なテーマを各章の冒頭で取り

上げ，それに沿った事例を紹介し，学習のポイント
を提示した。社会福祉士養成課程のカリキュラム見
直し等に対応した改訂第二版。

５ 地域福祉論〔第二版〕
　　基本と事例　　

A5判　280頁　2400円 2087-2　C3336
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北本佳子・湯浅典人編著 社会福祉援助技術を学ぶうえで大切な基本的知識や
考え方，キーワード，またそれにかかわる近年の動
向を踏まえつつ，豊富な事例を通して，問題意識を
持てるよう配慮。

８ 社会福祉援助技術論
　　基本と事例　　

A5判　210頁　2300円 1424-6　C3336

シリーズ事例で学ぶ

古川繁子・西尾敦史編著 新しいニーズに応える社会福祉士養成のあり方を見
据えた社会福祉援助技術の基礎知識を概説。障碍者
福祉に関連する事例を多数紹介し，価値・知識・技
術を様々な場面においてどう駆使するかを提示。

社会福祉援助技術Ⅰ
　　障碍・自立編　　

A5判　208頁　2200円 1531-1　C3336
古川繁子・井上深幸編著 高齢者領域における社会福祉援助実践に必要な援助

技術をわかりやすく学べる入門書。第１部では，基
礎知識を概説，第２部では，高齢者福祉に関連する
事例を多数紹介していく。

社会福祉援助技術Ⅱ
　　高齢者編　　

A5判　228頁　2300円 1532-8　C3336
古川繁子・汐見和恵編著 2001年改訂の「児童福祉法」により，専門職として

の質の向上が求められる保育者に必要とされる理論・
知識，社会福祉活動の基本技能と現場での具体的な
事例分析を紹介する。

社会福祉援助技術Ⅲ〔第二版〕
　　児童・家庭編　　

A5判　168頁　1800円 1993-7　C3336
古川繁子・加藤定夫編著 児童・青少年・家族をめぐる児童福祉の現状と課題

を検証，その問いに応える。また，実践事例を多数
紹介し，現場に密着した専門従事者育成と社会福祉
援助技術の充実を目指した実践型テキスト。

児 童 福 祉 論
A5判　200頁　2200円 1536-6　C3336

古川繁子編著 地域福祉の現状と課題を検証，諸外国と日本の比考。
また，現場で人材育成に携わる教員や職員らによる
実践事例を紹介。これからを展望，現場に密着した
専門従事者育成と社会福祉援助技術の充実を図る。

地 域 福 祉 論
A5判　184頁　2100円 1537-3　C3336

古川繁子・中川英子編著 現代家庭をとりまく諸問題，家庭機能の歴史的変
遷，家庭福祉の変化に対応する法制度，そして家族
カウンセリングの方法等，今日の実状を検証。家庭
問題の事例を例示し，現実的問題としての認識を促す。

家 庭 福 祉 論
A5判　216頁　2200円 1538-0　C3336
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福祉分析シリーズ

井村圭壯・相澤譲治編著 社会福祉の理論，動向，歴史，法律，また各福祉分
野における現状や課題について，理論と制度を基盤
として分析する。福祉制度改革および保健医療制度
改革が続くなか，最新の動向を盛り込んだ第３版。

１ 社会福祉分析論〔第三版〕
　　理論と制度を基盤として　　

A5判　224頁　2300円 2141-1　C3336
井村圭壯編著 高齢者福祉を体系的にあらわした入門書。章ごとに

分析課題を盛り込むことで，先々の高齢者福祉対策
に探りを入れつ，高齢者の人権援護をふまえつ，ま
とめる。

２ 高齢者福祉分析論
A5判　171頁　2000円 1025-5　C3336

井村圭壯・相澤譲治編著 児童，家庭，地域社会だけでなく国際的視点から
も，多様な要因を関連づけ児童家庭福祉の問題を分
析。またその過程と原因についても，社会問題を利
用者である児童，家庭の立場から分析を行う。

３ 児童家庭福祉分析論
　　理論と制度を基盤として　　

A5判　208頁　2300円 2243-2　C3336
井村圭壯・谷川和昭編著 地域福祉とは何か，何を目的にどのような方法で推

進され，これからどう推進されようとしているのか。
基底にある理念を問い，近年の動向に合わせて全面
改訂を施した第２版。

４ 地域福祉分析論〔第二版〕
　　理論と実践を基盤として　　

A5判　228頁　2300円 2138-1　C3336

シリーズ福祉のすすめ

馬場茂樹・和田光一編著 社会福祉の背景・歴史から近年の動向，分野別各論
とバランスよく扱い，社会福祉制度を平易に解説。
ボランティアにも言及し，参加する福祉のあり方を
探る。新しい福祉ニーズの理解を促す改訂版。

１ 現代社会福祉のすすめ〔増補版〕

A5判　276頁　2300円 2255-5　C3336
馬場茂樹・和田光一編著 現代社会と子どもたちが置かれた環境を分析するこ

とにより「子どもの最善の利益」を追求し，支援し
ていく体制を整備する観点からの基本理念，目的，
サービスの実際における課題を中心にまとめた。

２ 現代児童家庭福祉のすすめ
A5判　216頁　2200円 1850-3　C3336

馬場茂樹・和田光一編著 障害者福祉の入門書として，その理念や障害者自立
支援法を中心として現状分析をし，今後の課題，方
向性を提案。「課題演習」「考えてみよう」「読者の
ための参考図書」を収載し，教科書として最適。

３ 現代障害福祉のすすめ
A5判　212頁　2200円 2115-2　C3336
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馬場茂樹・和田光一編著 高齢者福祉と介護保険制度についての基礎的知識を
学ぶ入門テキスト。高齢者福祉の理念や関連する制
度改革の変遷を中心に現状を解説，今後の課題と展
望を提示。制度改正をうけ加筆・修正を加えた第２版。

４ 現代高齢者福祉のすすめ〔第二版〕

A5判　248頁　2400円 2446-7　C3336

食品・栄養ほか

富松祥郎・坂本正徳・川崎知己著 〔薬学実習シリーズ〕初歩向きで理論と操作を適当
に密着させつつ簡潔に記述された有機合成の実験指
導テキスト。有機合成化学実験法，単位反応，医薬
品の合成。

実習薬品合成化学
B5判　156頁　2040円 0322-6　C3347

吉田勉編著 栄養士の活動，日本の食生活史，栄養・安全面からみ
た食生活等を概観。健康と食生活について主に自然科
学面から考察。新たな学問的知見，各種関連法規の改
正や統計データ等，新たな内容を豊富に取り入れた新版。

健 康 と 食 生 活〔新版〕

B5判　160頁　2100円 2642-3　C3043
小島喜久・渡部一穂著 食品学は人間の基本生活である食の基礎学問であ

る。本書は食品の成分，成分の変化，各食品の特色
と化学性，食品添加物等について，女子大学の講義
と実践をふまえて論述。五訂成分表準拠。

食 品 学（総論・各論） 〔改訂版〕

A5判　246頁　2000円 1092-7　C3043
五明紀春・品川弘子・吉田企世子・
古我可一・前田安彦著

食品加工の目的・貯蔵・加工の理論と実際，食品の
規格・表示をもわかりやすく解説。食品加工の新技
術・食品の新素材を展望。国試を意識した管理栄養
士カリキュラムに最適。

食 品 加 工 学〔第二版〕
　　加工貯蔵の理論と実際　　

A5判　298頁　2300円 0720-0　C3343
大越ひろ・品川弘子編著 現代の食環境の多様化とその課題を踏まえ，食生活

の充実と向上のための理論と実践を解説する。第四
版にともない，食関連の新しい指針や法令などの動向
に合わせて，食事の設計を中心に最新の内容に改めた。

健康と調理のサイエンス〔第四版〕
　　調理科学と健康の接点　　

B5判　195頁　2700円 2707-9　C3043
日佐和夫・仲尾玲子編著 食品衛生に関わる全領域をカバーした，管理栄養

士・栄養士の分野だけでなく様々な食の安全の分野
において活用できる充実したテキスト。食品衛生に
興味をもつ消費者や食品製造に携わる方にも。

管理栄養士・栄養士のための食品安全・衛生学
B5判　264頁　3000円 2452-8　C3043


