
●お申込みは、書店、都道府県・指定都市社会福祉協議会または下記へ●

福祉関係図書の検索・注文ができるホームページ http://www.fukushinohon.gr.jp

■全社協出版部受注センター■
受注
専用

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

全社協
社会福祉法人 出版部

〒１００-８９８０ 東京都千代田区霞が関３-３-２
新霞が関ビル

全国社会福祉協議会

注文申込書 ●太枠内にご記入のうえＦＡＸまたは郵送にてお申込みください●

●ご記入の個人情報は、次の目的の範囲内でのみ使用させていただきます。
　⇒注文確認／商品発送／代金請求／入金確認／新刊案内／商品満足度調査
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◎お届けまで１週間から１０日ほどかかります（請求書同封）。図書代金のほか、下記のとおり荷造・送料を申し受けます。
　１回のご購入額：１,５００円未満…４００円　１,５００円以上…５００円　※ただし、１回のご注文で１０冊以上、または１万円以上ご購入の場合は送料サービス
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キャリアパス「管理職員編」 冊

53030155 冊53030131キャリアパス「チームリーダー編」 福祉ＱＣ活動ガイドブック冊

53030154 冊52048204キャリアパス「中堅職員編」 なっとく！認知症ケア相談室冊

53030153 冊53030164キャリアパス「初任者編」 変革のなかの福祉施設長冊

53030168 冊53040114改訂 福祉の「職場研修」マニュアル きちんとストレス管理advance冊

福祉職員キャリアパス対応
生涯研修課程テキスト　全4巻

●全国社会福祉協議会 編
●Ａ４判／１０６頁　●定価　本体１,０００円（税別）
●２０１３年７月発行

　福祉介護職員が自ら
のキャリアアップの道
筋（キャリアパス）を
描き、共通に求められ
る能力習得を支援。各
法人、事業所でキャリ
アパスを整備し、職員
育成施策を確立・実施
できます。

●初任者編
●中堅職員編
●チームリーダー編
●管理職員編

なっとく！認知症ケア相談室

●『ふれあいケア』編集部 編
●Ｂ５判／１６０頁　●定価　本体１,６００円（税別）
●２０１６年１０月発行

きちんとストレス管理 advance

●稲谷ふみ枝 著　打和登 著
●B５判／４８頁　●定価　本体８００円（税別）
●２０１７年２月発行

　『きちんとストレス
管理』の改訂増補版。
ストレスへの基本的な
かかわり方、セルフケ
アや怒りのセルフコン
トロールなどはもちろ
ん、さらに職業性スト
レスへの新たな枠組み
「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
の具体的な方法を追加
しました。

「福祉ＱＣ」活動ガイドブック

●日本福祉施設士会　「福祉ＱＣ」全国推進委員会 編
●Ｂ５判／１４４頁　●定価　本体１,４００円（税別）
●２００５年５月発行

　｢福祉ＱＣ｣活動は、
管理者と職員が解決す
べき課題を共有し、活
動期間を決めて具体的
に問題解決をはかり、
｢サービスの質の向上｣
に結びつけてゆく手法
です。
　本書では、｢福祉Ｑ
Ｃ｣の 基 本 的 な 考 え
方、具体的な進め方を
示し、分かりやすく解
説します。

　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。

改訂 福祉の「職場研修」マニュアル

●宮崎民雄 監修　社会福祉法人全国社会福祉協議会 編
●Ａ４判／１１５頁　●定価　本体１,３００円（税別）
●２０１６年６月発行

　職員の資質向上・人
材育成のための必須要
件である「職場研修」
を計画化・体系化し、
さらに効果をあげるた
めの具体的な手引書で
す。施設や社協等で活
用されてきた旧マニュ
アルを、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
」に即した観点から大
幅に改訂しました。

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
●Ａ５判／１２６頁　●定価　本体７００円（税別）
●２０１５年５月発行

　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。

日本福祉施設士会
会員様限定

キャンペーン

下記対象書籍

　２０％
　　ＯＦＦ！

29年
4/1～5/31
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【福祉の本出版目録】でチェック！ https://www.fukushinohon.gr.jp

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】【保育所版】

主な内容

●山崎美貴子 大方美香 岡田賢宏 他 著
　／A4判／2016年3月発行／定価 本体1,600円（税別）

　保育所の役職員の第三者評価への理解を
深め、第三者評価を有効活用するための手引
書です。

●久木元司 坂口繁治 大塚晃
　奥田龍人 田原薫 内藤晃 他 著
　／A4判／2017年2月発行／定価 本体1,600円（税別）
　障害者・児を支援する福祉施設・事業所の
役職員の第三者評価への理解を深め、第三
者評価を有効に活用するための手引書です。

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
　／B5判／2016年12月発行／定価 本体2,200円（税別）
　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。 
　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。 

・社会福祉法人の経営組織の見直し 
　評議員の選任・職務、評議員会、
　理事の選任・職務、理事長の職務、
　理事会、監事の選任・職務、 
　会計監査人の選任・職務　等 
・事業運営の透明性の向上 
　定款の変更、会計の原則、
　計算書類の備置き　等 
・社会福祉充実残額・社会福祉充実計画

社会福祉施設経営管理論2017
●浦野正男 編著
　／B5判／2017年3月発行／定価 本体2,400円（税別）
　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テキストです。
　事例を多くとりあげているので、具体的でわかりやすい内容。各分野の専門家が執筆した経営管理の基礎を学べる
一冊です。

● ● ● 注目の新刊 ● ● ●

2017


