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資料ID 書誌情報 請求番号 配架場所
10092881 社会学 : 社会理論と社会システム社会調査の基礎 / 『社会福祉学習双

書』編集委員会編. -- 改訂第8版. -- 全国社会福祉協議会, 2017.1. -- (社会
福祉学習双書 2017 ; 第12巻).

361/Sh12 一般図書

10092857 現代社会と福祉 / 『社会福祉学習双書』編集委員会編. -- 改訂第8版. --
全国社会福祉協議会, 2017.2. -- (社会福祉学習双書 2017 ; 第1巻 . 社会
福祉概論||シャカイ フクシ ガイロン ; 1).

369/Sh12 一般図書

10092476 比較福祉国家 : 理論・計量・各国事例 / 鎮目真人, 近藤正基編著. -- ミネ
ルヴァ書房, 2013.12.

364/Sh94 一般図書

10092478 社会福祉の国際比較 / 埋橋孝文編著. -- 放送大学教育振興会, 2015.3. --
(放送大学教材 ; 1519000-1-1511).

369/U99 一般図書

11004089 福祉レジーム = Welfare regimes / 新川敏光編著. -- ミネルヴァ書房,
2015.11. -- (福祉+α = Welfare plus alpha / 橘木俊詔, 宮本太郎監修 ; 8).

364/Sh64 一般図書

11004090 福祉社会学ハンドブック : 現代を読み解く98の論点 / 福祉社会学会編集.
-- 中央法規出版, 2013.7.

364.1/F84 一般図書

11004091 地域福祉論 : 地域福祉の理論と方法 / 『社会福祉学習双書』編集委員会
編. -- 改訂第7版. -- 全国社会福祉協議会, 2016.3. -- (社会福祉学習双書
2016 ; 第8巻).

369/Sh12 一般図書

11003937 共生保障 : 「支え合い」の戦略 / 宮本太郎著. -- 岩波書店, 2017.1. -- (岩
波新書 ; 新赤版 1639).

364/Mi77 新書・文庫
コーナー

11003999 社会福祉の動向 / 厚生省, 全国社会福祉協議会 [編] ; 1956 - 2017. -- 厚生
省 : 全国社会福祉協議会, 1956.11-.

369/Sy1/17 一般図書

11004000 認知症の理解. -- 第3版. -- 中央法規出版, 2016.2. -- (新・介護福祉士養成
講座 / 介護福祉士養成講座編集委員会編集 ; 12).

369/Ka21/12 一般図書

10089316 現代社会と福祉 / 社会福祉士養成講座編集委員会編集. -- 第4版. -- 中央
法規出版, 2014.2. -- (新・社会福祉士養成講座 / 社会福祉士養成講座編
集委員会編集 ; 4).

369/Sh12/4 一般図書

11004127 認知症と生きる / 井出訓編著. -- 放送大学教育振興会, 2015.3. -- (放送大
学教材 ; 1518968-1-1511).

493.75/I19 一般図書

10091855 現代社会と福祉 / 大橋謙策, 白澤政和編著. -- 第2版. -- ミネルヴァ書房,
2014.3. -- (Minerva社会福祉士養成テキストブック / 岩田正美, 大橋謙
策, 白沢政和監修 ; 1).

369/O28 一般図書

10092479 プロカウンセラーが教えるはじめての傾聴術 / 古宮昇著. -- ナツメ社,
2012.12.

146.8/Ko65 一般図書

10089313 現代の生活問題 / 中川清著. -- 改訂版. -- 放送大学教育振興会, 2011.3. --
(放送大学教材 ; 1128019-1-1111).

365/N32 一般図書

10089366 よくわかる社会福祉 / 山縣文治編, 岡田忠克編. -- 第10版. -- ミネルヴァ
書房, 2014.3. -- (やわらかアカデミズム・「わかる」シリーズ).

369/Y22 一般図書

10091857 よくわかる社会政策 : 雇用と社会保障 / 石畑良太郎, 牧野富夫編著. -- 第
2版. -- ミネルヴァ書房, 2014.4. -- (やわらかアカデミズム・「わかる」
シリーズ).

364.1/I74 一般図書

10086149 格差社会 / 橘木俊詔編著. -- ミネルヴァ書房, 2012.10. -- (福祉+α =
Welfare plus alpha / 橘木俊詔, 宮本太郎監修 ; 1).

361.8/Ta13 一般図書
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