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№

タ イ ト ル

副

題

1

明日になれば

あるホームヘルパーの物語

2

新米ﾎｰﾑヘルパー奮戦記

やさしく歌って

3

ワーキングウーマン明子の戦争

4

とっておきの夏

5

みんながいきいき在宅介護

6

やさしさのまちが好き

7

支えあうたしかな手

小地域ネットワーク活動

8

在宅介護をはじめるために

ねたきりをふせぐ

9

家族に痴呆（ぼけ）がおこった時

10 高齢化社会と介護

18歳､洋子の選択

安心への知恵と備え

11 福祉の新しい風、企業ボランティア
12 食事サービスとボランティア活動
13 安心して老いるために【資料1】

北欧の老人ケアシステム

14 安心して老いるために【資料2】

ｵｰｽﾄﾗﾘｱ 老人ｹｱｼｽﾃﾑ ｱｾｽﾒﾝﾄｻｰﾋﾞｽにみる

15 安心して老いるために
16 安心して老いるために
17 安心して老いるために
18 安心して老いるために
19 安心して老いるために
20 誰にでもできる救急法①

おとなに対する救急法

21 誰にでもできる救急法②

こどもに対する救急法

22 誰にでもできる救急法③

外傷の応急手当

23 誰にでもできる救急法④

おとなの急病と応急手当ー過労死をふせぐためにー

24 誰にでもできる救急法⑤

こどもの急病と応急手当－乳幼児をもつお母さんのために－

25 誰にでもできる救急法⑥

中毒･誤飲の応急手当

26 おとしよりの介護【第1巻】

ねたきり老人のねまきとシーツのとりかえ

27 おとしよりの介護【第2巻】

ねたきり老人の排せつの世話

28 おとしよりの介護【第3巻】

ねたきり老人の身体のふき方

29 おとしよりの介護【第4巻】

ねたきり老人の洗髪とマッサージ

30 おとしよりの介護【第5巻】

ねたきり老人の食事の工夫

31 おとしよりの介護【第6巻】

福祉機器の利用

32 おとしよりの介護【第7巻】

痴呆性老人の診断法と接し方

33 おとしよりの介護【第8巻】

痴呆性老人の問題行動と予防のてだて

34 おとしよりのリハビリ【第1巻】

リハビリの基本

35 おとしよりのリハビリ【第2巻】

起きあがるために

36 おとしよりのリハビリ【第3巻】

歩くために

37 おとしよりのリハビリ【第4巻】

器具の活用

38 福祉用具 自助具編

-生活の幅を広げるために-
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39 福祉用具 住環境編

副

題

-バリアフリーに向けて-

40 福祉用具 選定・導入のポイント編
41 ●お年寄りのための●安心かんたん手料理 第1巻

食べることは生きること

42 ●お年寄りのための●安心かんたん手料理 第2巻

炎のない調理のすすめ

43 ●お年寄りのための●安心かんたん手料理 第3巻

ひとり分の食べきり調理

44 新 在宅介護をはじめるために

制度･サービスの利用でゆとりある介護を

45 すぐ役立つ高齢者介護技術入門

在宅高齢者が安心して暮らせる社会をめざして。

46 いま気づいてほしいことⅠ

難聴者･中途失聴者の病院受診に際して

47 いま気づいてほしいことⅡ

難聴者･中途失聴者の病院受診に際して

48 これだけは知ってほしいPART1

～赤い羽根共同募金～

49 これだけは知ってほしいPART2

～あなたの町や村でいきる共同募金～

50 幸せを赤い羽根にたくして

～地域福祉活動を支える社会福祉協議会の
取り組み～

51 届けます、みなさまの愛を羽根にのせ
52 介護予防で、いつまでも元気！

水中運動で健康長寿

53 介護予防で、いつまでも元気！

水中運動で健康長寿

54 介護予防で、いつまでも元気！

高齢者のための筋力向上ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ

55 介護予防で、いつまでも元気！

高齢者のための筋力向上ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ

56 介護予防で、いつまでも元気！

転ばぬ先の杖、転倒予防

57 介護予防で、いつまでも元気！

転ばぬ先の杖、転倒予防

58 介護保険への挑戦

～長野県武石村～

59 住民と共に築き上げる自立した小地域福祉組織

～福山市社会福祉協議会～

60 21世紀に残す「子供の森」

松崎しげる植林ボランティア体験記

61 やさしさをハンドルに込めて

移送ボランティア活動

62 介護保険制度を考えよう
63 寝たきりにならないために・させないために【全2巻】

寝たきり老人ゼロ作戦

64 ふれあい・子育てサロン

気軽に、無理なく 楽しく 自由に

65 みんなの体操
66 赤い羽根ｱﾆﾒｰｼｮﾝ ありがとうのﾋﾐﾂ
67 ふしぎのな電信柱
68 生きるよろこび

いのちのボランティア（新版）

69 アセスメントの方法
70 ケースマネージメントの考え方とその方法
71 ケア計画作成の方法
72 温かい心 確かな手 生活を支える仕事

新２級課程 介護事例検討

73 こころに響く接遇

ホームヘルパーのための実践ビデオ

74 困難事例等の対応技術 ケア計画の作成と記録・報告の技術Ⅰ

ホームヘルパー養成研修・実践講習用ビデオ

75 困難事例等の対応技術 ケア計画の作成と記録・報告の技術Ⅱ

ホームヘルパー養成研修・実技講習用ビデオ

76 「もみじ箱&ｼﾆｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ」

装着方法と実習指導方法
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77 「もみじ箱&ｼﾆｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ」

装着方法と実習指導方法

78 ゆうあいピック愛知・名古屋大会

力いっぱい、愛いっぱい

79 ゆめぴっくあいち

記録映画ジャチーの絵日記より

80 「白杖選びの３つのポイント」
81 元気で長寿【全２巻】

やさしい・おいしい・ヘルシー
すこやかエクササイズ

82 はじめてをはじめよう

―ボランティア活動入門―

83 しあわせに暮せる やさしいまちづくり

北海道にある元気まち・白老町

84 医療における手話通訳 第1巻

医療手話通訳者の役割

85 医療における手話通訳 第2巻

医療手話通訳の実際・前編

86 医療における手話通訳 第3巻

医療手話通訳の実際・後編

87 介護予防で、いつまでも元気！（ＤＶＤ）

水中運動で健康長寿
高齢者のための筋力向上トレーニン
グ/自宅でできる貯筋運動
転ばぬ先の杖、転倒予防

88 介護予防で、いつまでも元気！（ＤＶＤ）
89 介護予防で、いつまでも元気！（ＤＶＤ）
90 「地域生活者」から始めるいきいきシニアライフ（DVD）
91 「災害救援ボランティアセンター」設置と運営
92 サングラスをかけた盲導犬

赤い羽根アニメーション

93 ふしぎの森の仲間たち

子どもたちとお年寄りのふれあいのために

94 飛べ!ぼくのペーパープレーン

世代交流促進アニメビデオ

95 みんな、歩き出している。（DVD)

ふくしするひと、めざすひと

96 じぶんの町を良くするために（DVD）

～赤い羽根共同募金～

