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Topics 

 障害者の質の高い地域生活支援をめざして～「地域生活支援推進会議」 
 

 教育・保育施設長として求められる資質、保育の将来ビジョンを学ぶ～

2016(平成 28)年度 教育・保育施設長専門講座 プログラム(1) 
 

 課題解決に向け、具体的知識・技術としての人材育成、自園（組織）の評価

や改善の取組みを学ぶ～第 43回全国保育士研修会 
 

 これからの成年後見・権利擁護のあり方を展望する～第 12 回権利擁護・虐待

防止セミナー 
 

 論点整理（案）を受けて、今後の推進と社協の果たすべき役割を検討～平成

28 年度 都道府県・指定都市社協 生活困窮者自立支援事業 担当者会

議 
 

 地域包括ケアシステムの深化と地域共生社会の実現に向けて～全国地域包

括・在宅介護支援センター研修会 
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■ 障害者の質の高い地域生活支援をめざして～「地域生活支援

推進会議」 

 

全国身体障害者施設協議会（会長 日野 博愛）は、障害者支援施設が行う障害

者の地域生活支援の方向性を見極め、地域での質の高い暮らしの実現に向けた実践

を一層充実させていくことを目的として研究・協議するため、「地域生活支援推進会議」

を毎年開催しています。 

第 16 回会議は、1 月 26～27 日、

会員施設と、施設を拠点として地域

生活支援を行う関係事業所の役職

員等122名が参加し、開催しました。 

厚生労働省からの関連施策の動

向説明、日本相談支援専門員協会

代表理事 菊本 圭一 氏による障害者相談支援の一層の充実に向けての講義、そ

れに続く分科会では相談支援のスキルアップ、コミュニティケアを担う障害者支援施設

の取組み、障害者支援施設が支える地域での暮らしをテーマに、それぞれ実践報告

やグループ討議が行われました。 

参加者からは「地域の中での一資源として障害者支援施設を考えたとき、どのように

して役割を果たしていくべきか参考になった」「地域でのネットワークづくりの方法や、

組織として取り組んでいく方法のヒントをいただけた」等の感想がありました。 

 

 

 

■ 教育・保育施設長として求められる資質、保育の将来ビジョンを

学ぶ～2016(平成 28)年度 教育・保育施設長専門講座 

プログラム(1) 
 

全国保育協議会(会長 万田 康)は、1 月 30～31 日、「2016(平成 28)年度 教育・

保育施設長専門講座 プログラム(1)」を開催しました。 

当日の様子 
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本講座は、1 年度の間にプログラ

ム(1)～(3)の 3 回に分けた研修内容

で実施しています。今回の「プログラ

ム(1)」では、テーマを「保育の将来ビ

ジョン」として、全国から 248 名の参

加を得て開催しました。 

初日は「保育分野の現状と取組に

ついて」と題して、厚生労働省 雇用

均等・児童家庭局 保育課 保育指

導専門官 鎭目 健太 氏から行政説明をいただきました。また、「『保育所保育指針』

改定にむけた議論のとりまとめについて」と題して白梅学園大学 学長 汐見 稔幸 

氏から、12月 21日に議論の最終取りまとめが示された、平成 30年改正施行の「保育

所保育指針」に関する講義をいただきました。 

2 日目は、「子どもの権利・主体としての子ども」と題し、子どもの権利を保障する保

育とは何か、子どもの権利を侵害しないような体制づくりはどのようにすべきか等につ

いて、関西大学 教授 山縣 文治 氏より講義いただきました。また、「教育・保育施

設等における保育の基本と実践―保育における『養護の働き』と『教育の働き』と『接面』

―」と題し、保育者の動きを中心とした保育のあり方の基本について、京都大学 名誉

教授 鯨岡 峻 氏より、さらに、「保育の理念と実践哲学」と題し、施設長をはじめとす

る保育実践者に求められる保育観について、東京家政大学 特任教授 網野 武博 

氏より、「教育・保育施設等の施設長に求められるリーダーシップ(役割・責務等)」と題

し、神奈川県立保健福祉大学顧問名誉教授 山崎 美貴子 氏から講義をいただきま

した。 

社会の要請と各地域のニーズに対応できる教育・保育施設長としての資質を高める

ために、今日的な課題や最新の制度動向を含め、これからの現場実践につながる内

容で、保育を発展・充実させていくリーダーの識見・力量を醸成する講座となりました。 

 

 

 課題解決に向け、具体的知識・技術としての人材育成、自園

（組織）の評価や改善の取組みを学ぶ～第 43 回全国保育

士研修会 
 

全国保育士会(会長 上村 初美)では、2 月 7～8 日、第 43 回全国保育士会研修

会を開催しました。 

全国より、主任保育士や主幹保育教諭等リーダー的職員の方など 560 名の参加者

当日の様子 
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を得、保育をとりまく最新の制度や課題について学ぶとともに、課題解決に向け、具体

的知識・技術としての人材育成、自園（組織）の評価や改善に向けた取組み方法、保

護者支援、深刻事故予防とコミュニケーション等について理解を深めました。 

1 日目は、はじめに、鎭目 健太 

氏（厚生労働省 雇用均等・児童家

庭局 保育課 保育指導専門官）よ

り、直近の「保育分野の現状と取組」

について、行政説明を行っていただ

きました。 

続いて、上村会長より、全国保育

士会の平成 28 年度の取組実績及び、平成 29 年度の取組みについて基調報告を行

いました。 

また、村松 幹子（全国保育士会副会長）からは、「社会保障審議会児童部会保育

専門委員会（保育指針検討委員会）」の検討結果について、全国保育士会として述べ

てきた意見の反映状況等を中心として報告しました。 

さらに、阿部 和子 氏（大妻女子大学大学院 教授）より、「保育所保育指針の改

定と保育者への期待」をテーマに、平成 30 年度に改定施行予定の保育所保育指針

の改定のポイントや方向性について解説いただくとともに、新たに保育者が具備すべ

き専門性についてご講義いただきました。 

2 日目は、4 つのコースに分かれて主任保育士や主幹保育教諭等リーダー的職員

に期待される役割について理解を深めました。 

Ａコースでは、植田 寿之 氏（元梅花女子大学 准教授）より、スーパービジョン体

制構築の必要性や重要性を中心に、実習指導・初任者指導について講義とグループ

ワークによりご講義いただきました。 

Ｂコースでは、高山 静子 氏（東洋大学 准教授）より、「自園の保育実践を園全体

（組織）として評価し、改善する」をテーマとし、自園の保育実践の質を評価し、高めて

いくためにリーダー的職員に期待されることについてご講義いただきました。 

Ｃコースでは、大豆生田 啓友 氏（玉川大学大学院 教授）より、「保護者支援」を

テーマに、保護者支援及び、家庭支援の難しさや保護者支援の基本的な考え方等に

ついてグループワークを交えながらご講義いただきました。 

Ｄコースでは、掛札 逸美 氏（NPO 法人保育の安全研究・教育センター代表／心

理学博士）より、保育所・認定こども園等における安全とリスクについて詳しくご講義い

ただくともに、保育者が有しておくべき深刻事故予防への対応技術やコミュニケーショ

ンスキル等についてもご教示いただきました。 

 

 

全体会の様子 
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 これからの成年後見・権利擁護のあり方を展望する～第12回

権利擁護・虐待防止セミナー 
 

全社協 政策企画部広報室は、2月13日、「これからの成年後見・権利擁護の展望

～包括的支援の展開のための関係機関の連携・協働～」をテーマに、第12回権利擁

護・虐待防止セミナーを271名の参加者を得て開催しました。 

はじめに、「『成年後見制度利用促進基本計画』の策定及び全国的な体制整備に

向けて」と題した講演Ⅰでは、内閣府 成年後見制度利用促進担当室 参事官 須田 

俊孝 氏より、昨年4月に公布された成年後見制度の利用の促進に関する法律の概要

説明及び、促進委員会における検討内容である、利用者の立場に立った制度・運用

の改善、権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり、不正防止の徹底等に関する説

明がありました。 

続く、「障害者の地域生活と権利擁護～『想いに寄り添う支

援』を核として～」と題した講演Ⅱでは、東洋英和女学院大学

大学院教授 石渡 和実 氏から、国連・障害者権利条約と近

年の国内法の整備状況等、障害者の権利擁護の動向にふれ

たうえで、本人を中心とした支援が周囲の人々のエンパワメン

トにつながる「寄り添う支援」の意義等についてご講義いただき

ました。 

講演Ⅲ「高齢者の権利擁護・虐待防止」では、東邦大学看

護学部教授 岸 恵美子 氏から、高齢者虐待の実態と早期

発見・早期対応に必要なことについて講義をいただきました。

とりわけ、判断力の低下や家族や地域からの孤立化・関係悪

化から引き起こされるとされる「セルフ・ネグレクト」の現状を踏

まえ、課題解決のためには地域一体となって支援の仕組みを

構築する必要性が述べられました。 

続いて、「包括的支援の展開のための関係機関の連携・協

働－地域コミュニティの創造に向けて必要なこと」をテーマに、

社協(高齢者福祉、成年後見制度関係、生活困窮者関係)、行

政(子ども・家庭福祉関係)それぞれの立場から、自組織の実

践と今後の課題等についてシンポジウムを行いました。シンポジストとして、山下 公明 

氏(大阪市住之江区社会福祉協議会 地域包括支援センター 社会福祉士)、山本 

繁樹 氏(立川市社会福祉協議会 地域福祉推進課長)、髙木 義昭 氏(埼玉県社会

福祉協議会 生活支援部 生活支援課長)、笹井 康治 氏(沼津市市民福祉部 こど

も家庭課 嘱託)、コーディネーターとして、平田 厚 氏(明治大学法科大学院 教授

／弁護士)にご登壇いただきました。 

石渡 和実教授 

岸 恵美子教授 
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シンポジウムの中では、行政をはじめ、地域における多様な社会資源と重層的な

ネットワークを構築し、地域住民のニーズをもれなく受けとめる体制構築の必要性や専

門職だけの対応では限界があるなか、地域住民と協働しどのようなアウトリーチ体制を

構築できるか。また、生活困窮者支援における社会参加の機会(就労の場等)の拡大

をいかに図れるか。このような地域づくりを進めるなかで、高齢者、障害者、子どもに

とって住みやすい地域に変わっていくのではないかなどと様々な論点が出されまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 論点整理（案）を受けて、今後の推進と社協の果たすべき役

割を検討～平成 28 年度 都道府県・指定都市社協 生活

困窮者自立支援事業 担当者会議 
 

2 月 2 日、都道府県・指定都市社会福祉協議会の生活困窮者自立支援事業担当

者会議を、60名の参加者を得て開催しました。 

はじめに、厚生労働省 社会・援護局 地域福祉課 生活困窮者自立支援室 三

浦 正樹室長補佐より、地域共生社会の実現に向けた「『我が事・丸ごと』の地域づくり」

に係る議論の状況のほか、生活困窮者自立支援制度の見直しに向けた論点整理の

ための検討会の実施状況や現在示されている論点整理（案）について、また、平成 29

年度予算案についての行政説明がありました。 

続いて、「生活困窮者自立支援のあり方に関する論点整理のための検討会の議論

から見えてきたもの～社協の役割と課題～」と題して、検討会に構成員として参画して

いる山形市社協 長岡 芳美事務局長と、富山県氷見市社協 森脇 俊二事務局次

長への公開インタビュー形式で行うミニ・シンポジウムを実施し、論点整理（案）に至る

までの検討会の議論の過程や、自身の考え、発言内容や趣旨等についてお話しいた

だきました。 

左：コーディネーター 平田 厚氏、右：シンポジスト 左から山下 

公明氏、山本 繁樹氏、髙木 義昭氏、笹井 康治氏 
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前半のプログラムを受けて、後半では、「生

活困窮者自立支援の推進と社協の果たすべ

き役割」をテーマに、事業の受託推進方策や

町村部における事業の推進、都道府県・指定

都市社協の課題と役割について、ブロック単

位のグループによる意見交換を行いました。 

 

 

 

 

 

 地域包括ケアシステムの深化と地域共生社会の実現に向けて

～全国地域包括・在宅介護支援センター研修会 
 

全国地域包括・在宅介護支援センター協議会(会長 青木 佳之)は、2 月 1 日、全

国地域包括・在宅介護支援センター研修会を開催しました。 

全国から約 200 名のセンター職員

や行政担当者等の関係者が集い、次

期介護保険制度の見直しや地域共生

社会の方向性と、そのなかにおける地

域包括・在宅介護支援センターの役

割について学びました。 

研修会の前半は、厚生労働省 老

健局 振興課から次期介護保険制度

改正の方向性について、社会・援護局 

地域福祉課から地域共生社会の考え方について行政説明がなされ、それぞれ地域

包括・在宅介護支援センターへの期待も踏まえて理解を深めました。 

後半は、本会の「地域包括支援センターおよび在宅介護支援センターの事業の視

点と進め方検討会」報告（案）に関する講義を経て、「相談支援機能の強化」「保険者

とセンターの実態や地域包括ケアシステムの評価を行いながら取り組む地域づくり」

「在宅介護支援センターの活用」の 3 つのテーマに分かれてワークショップを実施しま

した。 

それぞれのワークショップでは、行政説明や講義の内容も踏まえ、各参加者の地域

課題やセンターの実態を共有しながら、今後、地域包括・在宅介護支援センターがど

のような役割をもって、具体的にどのような取組みを行っていくのか、協議し、共有を図

りました。 

当日の様子 

当日の様子 



 

8  

 

 
 

    

 

 

 

■ 第 5回子ども家庭福祉人材の専門性確保ワーキンググループ【2月 1日】 

平成 29 年 4 月の改正法施行に向けた検討事項が挙げられたとともに、今後のスケ

ジュールが示された。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000150427.html 

 

■ 第 3 回生活保護受給者の宿泊施設及び生活支援の在り方に関する意見交換会【2 月 2 日】  

論点として、ハード面(設備・居室面積等)、費用負担の在り方、事業運営の適正性・

透明性確保の取組みが挙げられた。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000150396.html 

 

■ 「「地域共生社会」の実現に向けて（当面の改革工程）」の取りまとめ【2月 7日】 

「我が事」・「丸ごと」の取組みにおける改革の骨子とともに、2020年代初頭の全面実

施に向けた改革工程が示された。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000150538.html 

 

■ 第 9回社会保障審議会福祉部会福祉人材確保専門委員会【2月 7日】 

ソーシャルワークに対する期待について、社会から期待されているソーシャルワーク

の機能や今後求められる機能等についての論点整理。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000150795.html 

  

※ 政策の動きや審議会等の会議情報、厚生労働省新着情報等をお知らせします。 

 

 

 

 

 

詳細につきましては、全社協・政策委員

会サイト内「社会保障・福祉政策の動向

と対応」をご覧ください。 

http://zseisaku.net/ 
 

社会保障・福祉政策情報 

厚生労働省新着情報より 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000150427.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000150396.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000150538.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000150795.html
http://zseisaku.net/
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第 4期社会福祉士通信課程 短期養成コースただいま第３次募集中！ 

～専門実践教育訓練給付金講座に指定されました！～ 

 

全国社会福祉協議会中央福祉学院では、平成

26 年度より、社会福祉士通信課程短期養成コース

を開設し、多数の社会福祉士国家試験の合格者を

輩出しています。 

短期養成コースは、来年度から 9 か月で社会福

祉士国家試験の受験資格を取得することができ、4

月に入学すれば、第 30回社会福祉士国家試験（平

成 30年 2月上旬実施）を受験することができます。 

短期養成コースの入学資格は、中央福祉学院等

の社会福祉主事養成機関を修了後（いわゆる「3科

目主事」や「社会福祉主事講習会」は含まれません）、指定施設における相談援助業

務に 2 年以上従事した方等です。相談援助業務の実務経験として認められる職種は、

介護老人福祉施設の場合、生活相談員、介護支援専門員、障害者支援施設の場合、

生活支援員、就労支援員、サービス管理責任者、児童養護施設の場合、児童指導員、

保育士、個別対応職員、家庭支援専門相談員、職業指導員、里親支援専門相談員

です。 

スクーリングは、全国 3 会場（東京・大阪・ロフォス）で土日祝日を中心に実施するこ

ととしており、働きながら学びやすい環境を整えております。 

このたび、平成 29年 1月 31日付で国より「専門実践教育訓練給付金講座」に指定

されました。所定の支給要件を満たし、必要な手続きをハローワークで行った方に、修

了後、受講料の 40％が返還される制度です。この支給対象となるためには、平成 29

年 3月 15日までに、ハローワークで事前の申請手続きを行う必要があります。 

また、通信課程と並行して、試験対策講座や全国統一模擬試験等を実施、「ここだ

けは！」などの試験対策資料を発行し、国家試験に向けたサポートも行っています。 

詳しくは入学案内をご覧ください。皆さまのお申し込みをお待ちしております。 

詳細につきましては、中央福祉学院ホームページ

をご覧ください。 

http://www.gakuin.gr.jp/ 

↑画像をクリックするとホームページ
にジャンプします。 

http://www.gakuin.gr.jp/
http://www.gakuin.gr.jp/
http://www.gakuin.gr.jp/training/course291.html
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通信課程の概要 

修業期間：平成 29年 4月 16日～平成 30年 1月 15日（9か月間） 

定 員：560名 

費 用：入学選考料 5,000円（推薦申込の場合は不要） 

授業料 185,000円 

実習指導料 230,000円（実習履修者のみ） 

受講資格：入学案内（中央福祉学院ホームページに掲載）をご覧ください。 

選考方法：①推薦申込⇒入学申込書類および施設長等の推薦状 

        （推薦状の見本等は下記ホームページに掲載しております） 

       ②一般申込⇒入学申込書類および小論文 

       ※①、②とも実習要履修者には別途、実習小論文有。 

申込方法：下記の中央福祉学院ホームページより入学案内をダウンロードのうえ、必 

要書類を郵送してください。 

申込締切：ただいま第 3次募集中です。 

       ※会場によっては応募が集中し、定員間近となっているところもありますの 

で、最新の情報は中央福祉学院ホームページでご確認ください。 

 

【受講案内・申込書のダウンロードはこちら】 

http://www.gakuin.gr.jp/training/course291.html 

 

 

 

 

 

 

  

↑URLをクリックすると中央福祉学院のホームページへジャンプします。 

【問合せ先】 

社会福祉法人 全国社会福祉協議会 中央福祉学院 

TEL 046-858-1355（平日9:30～17：30） FAX 046-858-1356 

http://www.gakuin.gr.jp/training/course291.html
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全社協の新刊・月刊誌 

 

出版部で発売した図書と月刊誌の特集をご案内いたします。いずれの書籍も読者

の関心が高いテーマや重要な課題をとりあげています。関係者皆様への周知にご協

力くださるようお願いいたします。 

 

 

 

<新刊図書> 

●『きちんとストレス管理 advance』 

(稲谷 ふみ枝、打和 登 著) 
 

『きちんとストレス管理』の改訂増補版です。ストレ

スへの基本的なかかわり方、セルフケアやラインケ

ア、怒りのセルフコントロールなどはもちろん、さらに

今回の改訂にあたっては、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。 

ストレスに関するセルフケアから組織としての支援

まで、ストレスマネジメントに関する要素がすべて詰

まった一冊です。 

 

(2月発行 定価本体 800円税別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書・雑誌 
詳細につきましては、出版部ホームページをご覧く

ださい。 

https://www.fukushinohon.gr.jp/ 

(↑画像をクリックすると図書購入
ページにジャンプします) 
 
 
 

https://www.fukushinohon.gr.jp/
https://www.fukushinohon.gr.jp/
https://www.fukushinohon.gr.jp/
https://www.fukushinohon.gr.jp/
https://www.fukushinohon.gr.jp/
https://www.fukushinohon.gr.jp/
https://www.fukushinohon.gr.jp/
https://www.fukushinohon.gr.jp/
https://www.fukushinohon.gr.jp/esp.cgi?_file=book2874&_page=_index&_page2=contents&_page3=detailbook&_sys_id=2874&_class=070101&_category=ISBN978‐4‐7935‐1234‐6
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<新刊図書> 

●『社会福祉学習双書 2017』（全 16巻） 

(『社会福祉学習双書』総括編集委員会 編) 
 

本テキストは、質の高い福祉人材の育成や福祉

職員のレベルアップを図るためのすべてが収録され

ている社会福祉を学ぶためのテキストです。 

社会保障 4 分野の制度改革を反映させるととも

に、社会福祉法人制度改革をめぐる動向など主要

事項をフォローしており、社会福祉士養成カリキュラ

ムに完全準拠しています。 

 

・第 15巻『介護概論』は内容を見直し、新たな執筆  

者を迎えて大幅刷新。 

・介護・医療・年金等の政策動向は主として第 3巻   

『老人福祉論』、第 6巻『社会保障論』でフォロー。 

・社会福祉法人制度改革については主として第 1   

巻『社会福祉概論Ⅰ』、第 2巻『社会福祉概論Ⅱ』   

に反映。 

・第 5巻『児童家庭福祉論』には児童福祉法等の改  

正内容を反映。特に、児童虐待の防止に向けて児  

童相談所の機能強化策等を丁寧に解説。 

 

社会福祉系大学、社会福祉士養成施設などのテキストとしてだけでなく、福祉の現

場で働く方、福祉活動に携わる方の研修教材としてもご活用ください。 

 

 <各巻名> 

 第 1巻 社会福祉概論Ⅰ  （2月 7日発行） 

 第 2巻 社会福祉概論Ⅱ  （3月 10日発行予定） 

 第 3巻 老人福祉論   （2月 15日発行予定） 

 第 4巻 障害者福祉論  （3月 3日発行予定） 

 第 5巻 児童家庭福祉論  （2月 7日発行） 

 第 6巻 社会保障論   （2月 17日発行予定） 

 第 7巻 公的扶助論   （2月 13日発行） 

 第 8巻 地域福祉論   （3月 1日発行予定） 

 第 9巻 社会福祉援助技術論Ⅰ （3月 6日発行予定） 

 第 10巻 社会福祉援助技術論Ⅱ （3月 8日発行予定） 

 第 11巻 心理学   （1月 27日発行） 

 第 12巻 社会学   （1月 30日発行） 

 第 13巻 法学   （2月 1日発行） 

 第 14巻 医学一般   （2月 28日発行予定） 

 第 15巻 介護概論   （3月 10日発行予定） 

(↑画像をクリックすると図書購入
ページにジャンプします) 
 
 
 

https://www.fukushinohon.gr.jp/_surl/3
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 第 16巻 学びを深める福祉キーワード集（2月 20日発行予定） 

(1月～3月まで順次発行発行 定価本体 1,800円～2,400円税別） 

 

●特集「第三者評価と福祉サービスの質の向上」 

『月刊福祉』3月号 

社会保障・社会福祉は今、大きな変革期にありま

す。各分野の制度改正や 2016 年の社会福祉法改

正にともない、社会福祉法人にはガバナンスの強化

とともに、基本理念やサービスの基本方針にそった

質の高いサービス提供が求められています。  

今、サービスの質の向上、職員の質の担保のため

に、福祉サービス第三者評価を活用することを再確

認し、福祉サービスの本質、利用者の権利擁護につ

いて考えていきます。 

（2月 6日発売 定価本体 971円税別） 

 

 

●特集①「『私たちの指導計画』のまとめと課題 

特集②「新たな保育とこれからの『指導計画』」 

『保育の友』3月号 

本誌「私たちの指導計画」のコーナーで、一年間

にわたってご協力いただいた各グループによるふり

かえりをご紹介します。指導計画作りを通して得られ

た学びを共有するとともに、次年度以降の指導計画

の作成と保育実践を展開していくための参考にご活

用ください。 

また、第二特集では、保育所保育指針の改定を

見据え、保育の根幹である指導計画の今後の方向

性について、対談方式により考えてみました。 

 

（2月 8日発売 定価本体 581円税別） 

 

【問合せ先：出版部 TEL 03-3581-9511】 

＜レポート送付先＞ 

本レポートは、報道関係者、都道府県・指定都市社協、種別協議会等協議

員、政策委員会委員、本会理事・評議員の方々にお送りしています。 

(↑画像をクリックすると図書購入
ページにジャンプします) 

(↑画像をクリックすると図書購入
ページにジャンプします) 

https://www.fukushinohon.gr.jp/esp.cgi?_file=book2875&_page=_index&_page2=contents&_page3=detailbook&_sys_id=2875&_class=120101&_category=03359
https://www.fukushinohon.gr.jp/esp.cgi?_file=book2878&_page=_index&_page2=contents&_page3=detailbook&_sys_id=2878&_class=120101&_category=08039

