
書名 著者名 出版社 出版年 請求記号

看護師国試ラピッドスタディ 2016 法橋尚宏著 EDITEX 2015 492.9||N039||カ2016

病態生理学(ナーシング・グラフィカ. 疾病の成り立ち:1) 山内豊明編 メディカ出版 2015 492.9||N080||ナ-シ1

いま、看護を問う 川島みどり著 看護の科学社 2015 492.9||N100||イ
誰でもわかる看護理論 城ヶ端初子著 サイオ出版 2015 492.9||N110||ダ
ベナー看護実践における専門性 : 達人になるための思考と行動パトリシア ベナー, クリスティン タナー, キャサリン チェスラ著/早野ZITO真佐子訳医学書院 2015 492.9||N110||ベ
看護と身体拘束 竹田壽子著 三恵社 2015 492.9||N120||カ
具体的なジレンマからみた看護倫理の基本 坪倉繁美責任編集サイオ出版 2015 492.9||N120||グ
看護理工学 真田弘美, 森武俊編東京大学出版会2015 492.9||N180||カ

パッと見てすぐできる褥瘡ケア 溝上祐子編著 照林社 2015 492.9||N211||パ
看護の現場ですぐに役立つモニター心電図 : 患者さんに信頼される看護技術が身に付く!佐藤弘明著 秀和システム 2015 492.9||N212||カ
ナースのための聴診器の聴き方・使い方 : スマホで聴こう!血圧・肺音・腹音の実際村田朗著 総合医学社 2015 492.9||N212||ナ
ナースが書いた看護に活かせる心電図ノート 鈴木まどか著 照林社 2015 492.9||N212||ナ
病態関連図が書ける観察・アセスメントガイド(プチナースBooks)鈴木美穂, 荒井知子編集照林社 2015 492.9||N221||ビ
看護の現場ですぐに役立つ看護記録の書き方 : 患者さんのために記録をムダなく的確に書く!(ナースのためのスキルアップノート)大口祐矢著 秀和システム 2015 492.9||N228||カ
看護実践・教育のための測定用具ファイル : 開発過程から活用の実際まで 第3版亀岡智美 [ほか] 執筆医学書院 2015 492.9||N240||カ
研究指導方法論 : 看護基礎・卒後・継続教育への適用 舟島なをみ著 医学書院 2015 492.9||N245||ケ
看護師特定行為研修まるわかりガイド 日経メディカルAナーシング執筆・編集日経BP社/日経BPマーケティング (発売)2015 492.9||N248||カ
バーンズ&グローブ看護研究入門 : 評価・統合・エビデンスの生成Susan K.Grove, Nancy Burns, Jennifer R.Gray原著/黒田裕子, 中木高夫, 逸見功監訳エルゼビア・ジャパン2015 492.9||N250||バ
看護のための法と社会保障制度 : 看護学生・看護職必携 前島良弘著 ふくろう出版 2015 492.9||N260||カ

プリンシプルを修得し女性・家族に寄り添い健康を支える 有森直子編著 医歯薬出版 2015 492.9||N300||ボ1

アセスメントスキルを修得し質の高い周産期ケアを追求する有森直子編 医歯薬出版 2015 492.9||N300||ボ2

手にとるようにぐんぐんわかる!消化器内視鏡EMR/ESD看護湯浅淑子 [ほか] 編集金芳堂 2015 492.9||N548||テ

エビデンスに基づく糖尿病・代謝・内分泌看護ケア関連図任和子, 細田公則編集中央法規出版 2015 492.9||N551||エ
糖尿病看護ビジュアルナーシング 初版(見てできる臨床ケア図鑑)柏崎純子編集 学研メディカル秀潤社/学研プラス (発売)2015 492.9||N551||ト
患者の感情表出を促すNURSEを用いたコミュニケーションスキル(がん看護実践ガイド)国立がん研究センター東病院看護部編集医学書院 2015 492.9||N571||カ
日本がん看護学会誌 Vol 29. No 2 日本がん看護学会編集日本がん看護学会2015 492.9||N571||ニ29(2)

はじめてのがん疼痛ケア(カラービジュアルで見てわかる!)木澤義之編集 メディカ出版 2015 492.9||N571||ハ

老年看護学 改訂版 川島みどり監修看護の科学社 2015 492.9||N600||ロ

訪問看護実務相談Q&A 平成27年度改定版 全国訪問看護事業協会編集中央法規出版 2015 492.9||N810||ホ
在宅ケア学の基本的考え方(在宅ケア学:第1巻) 日本在宅ケア学会編ワールドプランニング2015 492.9||N820||ザ1

在宅ケアと諸制度(在宅ケア学:第2巻) 日本在宅ケア学会編ワールドプランニング2015 492.9||N820||ザ2

　成人看護学　 (N ５００番台 )

　看護学

　看護学　総記・叢書・全集　(N０００番台)

　看護理論　 (N100 番台 )

　看護技術・教育・研究　 (N ２００番台 )

　母性看護学　 (N ３００番台 )

　老人看護学　（Ｎ 600 番台）

 地域看護学・家庭看護学　（Ｎ800番台）

2016年 1月 

資料は請求記号順にならんでいます。 
  分からないことがありましたら、職員にお尋ねください。 

川崎市立看護短期大学図書館 
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書名 著者名 出版社 出版年 請求記号
在宅ケアとチームアプローチ(在宅ケア学:第3巻) 日本在宅ケア学会編ワールドプランニング2015 492.9||N820||ザ3

子どもを支える在宅ケア(在宅ケア学:第4巻) 日本在宅ケア学会編ワールドプランニング2015 492.9||N820||ザ4

成人・高齢者を支える在宅ケア(在宅ケア学:第5巻) 日本在宅ケア学会編ワールドプランニング2015 492.9||N820||ザ5

エンド・オブ・ライフと在宅ケア(在宅ケア学:第6巻) 日本在宅ケア学会編ワールドプランニング2015 492.9||N820||ザ6

認知症訪問看護(Q&Aと事例でわかる訪問看護) 諏訪さゆり編著中央法規出版 2015 492.9||N820||ニ

高齢者の望む平穏死を支える医療と看護 : 医療否定でもなく過剰医療でもない、適切な終末期医療がわかる長尾和宏著 メディカ出版 2015.10492.9||N980||コ
死亡直前と看取りのエビデンス 森田達也, 白土明美著医学書院/挿図2015.10,26cm492.9||N980||シ

ケアをすることの意味 : 病む人とともに在ることの心理学と医療人類学アーサー・クラインマン, 江口重幸, 皆藤章著/皆藤章編・監訳誠信書房 2015 490.1||ケ
人生最後のご馳走 : 淀川キリスト教病院ホスピス・こどもホスピス病院のリクエスト食青山ゆみこ著 幻冬舎 2015 490.14||ジ
医学・生命科学の研究倫理ハンドブック 神里彩子, 武藤香織編東京大学出版会2015 490.15||イ
医療系のための統計入門(事例でわかる統計シリーズ) 藤井良宜 [ほか] 編修実教出版 2015 490.19|||イ
よくわかる医療統計 : 「なぜ?」にこたえる道しるべ 対馬栄輝著 東京図書 2015 490.19||ヨ
魔女・産婆・看護婦 : 女性医療家の歴史 増補改訂版 バーバラ・エーレンライク, ディアドリー・イングリッシュ [著]/長瀬久子訳法政大学出版局2015 490.23||マ

人のからだにある“あな" : 竹内先生の楽しくわかる解剖生理竹内修二著 ナツメ社 2015 491.1||ヒ
オキシトシン : 私たちのからだがつくる安らぎの物質 シャスティン・ウヴネース・モベリ著/瀬尾智子, 谷垣暁美訳晶文社 2008 491.45||オ

医療従事者のための痛みガイドブック : ゼロから学ぶ痛みのしくみと対処法(初歩からのメディカル)小川節郎編著 技術評論社 2015 492||イ
骨・関節・靭帯・神経・血管の触診術の基本 : オールカラー(運動・からだ図解)齋藤昭彦監修 マイナビ出版 2015 492.11||ホ
血液検査技術教本(JAMT技術教本シリーズ) 日本臨床衛生検査技師会監修丸善出版 2015 492.17||ケ

医療・介護スタッフのための高齢者の転倒・骨折予防 : 転ばぬ先の生活指導萩野浩編 医薬ジャーナル社2015 493.18||イ
消化器疾患最新の治療 2015-2016 岡博 [ほか] 編 南江堂 2015 493.4||シ||2015-2016

大人の発達障害 : アスペルガー症候群、AD/HD、自閉症が楽になる本(集英社文庫:[ひ30-4])備瀬哲弘著 集英社 2015 493.76||オ
自閉っ子、こういう風にできてます! ニキ・リンコ, 藤家寛子著花風社 2004 493.76||ジ
小児感染症治療ハンドブック 2015-2016 (第4版) 砂川慶介, 尾内一信編著診断と治療社 2015 493.938||シ
小児がん病棟と学生ボランティア : 関わり合いの人間科学李永淑著 晃洋書房 2015 493.94||シ
ダウン症って不幸ですか? 姫路まさのり著宝島社 2015 493.94||ダ
周産期の炎症と感染 : 長期予後改善を目指して(周産期学シンポジウム抄録集:No.33)メジカルビュー社2015 495.08||シ||33

助産学実習プレブック : 助産過程の思考プロセス 町浦美智子編著医歯薬出版 2015 495.9||ジ

公衆衛生学 : 社会・環境と健康 4訂第2版(Nブックス) 後藤政幸, 中村信也編著/石田一紀 [ほか] 共著建帛社 2015 498||コ
図説国民衛生の動向 2015/2016 厚生統計協会 2015 498.059||ズ||2015-2016

実践医療通訳 村松紀子, 連利博, 阿部裕編著松柏社 2015 498.14||ジ
スタンフォードのストレスを力に変える教科書 ケリー・マクゴニガル著/神崎朗子訳大和書房 2015 498.39||ス

簡易生命表 平成26年 厚生省大臣官房統計情報部編厚生統計協会 2015 R358.1||カ||2014

家計調査年報 平成26年 2 貯蓄・負債編 総理府統計局編集日本統計協会 2015 R365.4||カ||2014-2

看護白書 平成27年版 日本看護協会編日本看護協会出版会2015 R492.9||N051||カ2015

予防接種に関するQ&A集 2015(第15版) 細菌製剤協会 2015 R493.82||ヨ
人口減少社会を考える : 希望の実現と安心して暮らせる社会を目指して(厚生労働白書:平成27年版)厚生労働省編 日経印刷/全国官報販売協同組合 (発売)2015 R498.1||コ||2015

関東病院情報 2015年版(第34版) 医事日報 2015 R498.16||カ||2015

結核の統計 2015年版 厚生省公衆衛生局結核成人病課編結核予防会 2015 R498.6||ケ||2015

現代用語の基礎知識 2016 自由国民社編 自由国民社 2015 R813.7||ゲ||2016

人文・社会科学のための研究倫理ガイドブック 眞嶋俊造, 奥田太郎, 河野哲也編著慶応義塾大学出版会2015 002.7||ジ
グループワークによる情報リテラシ : 情報の収集・分析から, 論理的思考, 課題解決, 情報の表現まで魚田勝臣編著/渥美幸雄 [ほか] 著共立出版 2015 007.6||グ
著作権法入門 2015-2016 文化庁文化部著作権課内著作権法令研究会編著著作権情報センター2015 021.2||チ

　婦人科学・産科学　 ( 請求記号　 495)

　衛生学・公衆衛生・法医学　(請求記号　498)

　調べるための本

　状態別看護　 (N ９００番台 )

　医学全般(請求記号　４９０～４９９　４９２．９を除く)

　医学全般　(請求記号　４９０)

　基礎医学　（請求記号　４９１）

　臨床医学　（請求記号　４９２）

　内科学・精神医学・小児科学　 ( 請求記号　４９３ )
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書名 著者名 出版社 出版年 請求記号

読売新聞「編集手帳」 : 朝刊一面コラム 第28集(中公新書ラクレ:78, 99, 122, 145, 166, 188, 204, 222, 237, 251, 268, 286, 306, 325, 339, 358, 378, 392, 411, 424, 444, 464, 484, 504, 517, 534)竹内政明著 中央公論新社 2015 304||ヨ||28

おひとりさまの最期 上野千鶴子著 朝日新聞出版 2015 367.7||オ
ヒューマン・セクシュアリティ論ノート : 看護・保育・教職課程のために益田早苗著 大空社 2015 367.9||ヒ
認知症の人と創るケアの世界 : 日本とドイツの試み 豊田謙二著 ナカニシヤ出版2015 369.26||ニ
女子のための髪育レッスン : もう悩まない!元気な髪復活計画(タツミムック)浜中聡子監修 辰巳出版 2015 595||ジ
ダンナのための妊娠出産読本 : 嫁ハンをいたわってやりたい(講談社+α新書:653-1B)荻田和秀 [著] 講談社 2015 598.3||ダ
明日の神話 : 岡本太郎の魂(メッセージ) 『明日の神話』再生プロジェクト編著青春出版社 2006 723.1||ア
はたらく細胞 01(シリウスKC:560) 清水茜著 講談社 2015 726.1||ハ||1

ヒキコモリ漂流記 山田ルイ53世著マガジンハウス2015 779.14||ヒ
医系小論文 : 頻出テーマ20 : 書き方のコツがよくわかる箕曲在弘著 KADOKAWA 2015 816.5||イ
天声人語 : 英文対照 v. 182 2015秋 朝日新聞論説委員室編/英文朝日訳原書房 2015 837||テ||182

ガウディ計画(下町ロケット:2) 池井戸潤著 小学館 2015 913.6||イ||2

魔性の子(新潮文庫:4738, お-37-51. 十二国記) 小野不由美著 新潮社 2012 913.6||オ||1

旅といっしょに生きてきた : 人生を楽しむヒント 橋田壽賀子著 祥伝社 2015 914.6||ハ
ひとりじゃないから、大丈夫。 織田友理子著 鳳書院 2015 916||オ
18歳のビッグバン : 見えない障害を抱えて生きるということ小林春彦著 あけび書房 2015 916||コ
娘になった妻、のぶ代へ : 大山のぶ代「認知症」介護日記砂川啓介著 双葉社 2015 916||サ

発達障害のわたしのこころの声 : 生活・仕事で困っている理由&困らない工夫(学研のヒューマンケアブックス)星野あゆみ著 学研教育出版/学研マーケティング (発売)2015 916||ホ
その女アレックス(文春文庫:[ル-6-1]) ピエール・ルメートル著/橘明美訳文藝春秋 2014 953||ル

　　　　

　その他

本学機関リポジトリ公開決定！ 
                        来春公開に向けてシリーズ解説（5） 

 今月のおすすめ本は、 

      昨年2015年に話題になった本です！！ 

リポジトリのメリットは誰もが自由に簡単に論文を読めることがあげられます。 

この自由さ簡単さを、まずは、本学のリポジトリで 試してみてください。 

                                  

本学機関リポジトリは、2015年12月1日に 

          川崎市立看護短期大学紀要を公開しました。 

https://kawa-ccon.nii.ac.jp 

リポジトリの           

利点（3） 

本学ホームページ
のここをクリック 
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　　図書館利用のご案内

※ 大学行事などにより開館時間が変更となる場合があります。

休 館 17時閉館 

永井 睦子 先生 

尾近 千鶴 先生 

タイトル  『はじめてのマインドフルネス 26枚の名画に学ぶ幸せに生きる方法』 

出版社  紀伊國屋書店 

著者    クリストフ・アンドレ、坂田雪子（監訳） 

 タイトル・出版社 『まんが 医学の歴史』             医学書院 

              『ナイチンゲール伝 図説 看護覚え書とともに』 医学書院 

                               『ビジュアルノート 第４版』      メィックメディア 
 
     著者   茨木保(医師・漫画家・いばらきレディースクリニック院長) 
 

『医師であり漫画家である』と聞くとすぐ思い浮かぶのは「手塚治虫」ですが、その手塚治虫にあ

こがれ、医師と漫画家の両方を実現されている稀有な著者の本です。 
難しい医学史・伝記や疾患の解説などはすぐに眠くなってしまうものですが、これらの本は引き込
まれてしまいます。また、『ナイチンゲール伝』は文字通りナイチンゲールの生涯を表したしたも
のですが、イギリスのナイチンゲール博物館にも展示されているそうです。茨木保先生には７月
の生涯学習支援講座で講演をしていただきました。「漫画の力はすごい!!」と感動してしまいます。 

他にもいろいろありますから、興味のある方は茨木保公式サイトへどうぞ!! 

  

忙しく何かをし続けていたり、不安にとらわれたりしているなら、少し立ち止まって 

今、ここに存在していることを意識してみませんか。 

過去や未来にとらわれることなく、現在の自分の思考や行動をただ観察すること 

ーそれがマインドフルネスであると、フランスの精神科医クリストフ・アンドレは言っています。 

マインドフルネスは心のトレーニングです。 

24のレッスンは、私たちにやさしく語りかけてくれています。 

本に出てくるモネやシャバンヌなどの絵画を眺めているだけでも、豊かな時間を感じられます。 

月～金曜日 9：00～19：30 
（国試までの月曜日は、開館時間を9時に変更いたします。） 
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