
　　　川崎市立看護短期大学図書館

書名 著者名 出版社 出版年 請求記号

みるみるナーシング解剖生理 第4版(看護国試シリーズ) 松村譲児編著/テコム編集委員会編集医学評論社 2016.1 492.9||N039||カ

高等学校化学I 改訂版 野村祐次郎, 辰巳敬 [ほか] 著数研出版 2007.1 492.9||N183||カ-1

化学I 竹内敬人 [ほか] 著東京書籍 2007.2 492.9||N183||カ-1

化学II 竹内敬人 [ほか] 著東京書籍 2008.2 492.9||N183||カ-2

高等学校化学II 野村祐次郎ほか著数研出版 2004.1 492.9||N183||カ-2

看護のためのからだの正常・異常ガイドブック 山田幸宏監修 サイオ出版 2016.2 492.9||N190||カ

解剖学 : 人体の構造と機能 新訂版(図解ワンポイントシリーズ)渡辺皓編著 サイオ出版 2016.2 492.9||N192||カ

看護師なら知っておきたいやりなおしのからだのなぜ?がわかる生化学・生理学超基本(Smart nurse Books:20)岩田恵里子著 メディカ出版 2013.11492.9||N194||カ

専門的な思考を鍛える看護のためのフレームワーク 改訂武藤教志著 精神看護出版 2016.1 492.9||N220||セ

症状別アセスメント : ナースが症状をマネジメントする!塚本容子, 石川倫子, 福田広美編著メヂカルフレンド社2016.1 492.9||N221||シ

介護職員等による喀痰吸引・経管栄養研修テキスト : 指導者用 : 指導上の留意点とQ&A 改訂全国訪問看護事業協会編集中央法規出版 2016.1 492.9||N235||カ

看護のための『教育学』(シリーズ・看護・介護・福祉のための「教育学」 : 教育心理をふまえた患者教育指導実践の手引き:1)守本とも子編著あいり出版 2015.12492.9||N240||カ

21世紀型能力を育む教育 : 指導者・教員がかわれば学生がかわる(神奈川県看護教育フォーラム:2016 第17回)神奈川県看護師等養成機関連絡協議会2016 492.9||N245||カ2016

トライ!看護にTBL : チーム基盤型学習の基礎のキソ 五十嵐ゆかり編著/飯田真理子, 新福洋子著医学書院 2016.1 492.9||N245||ト

ウェルネス看護診断にもとづく母性看護過程 第2版 太田操編著 医歯薬出版 2009.12492.9||N300||ウ

小児看護技術 第2版(看護実践のための根拠がわかる) 添田啓子 [ほか] 編著メヂカルフレンド社2016.1 492.9||N440||カ

根拠と事故防止からみた小児看護技術 第2版 浅野みどり編集医学書院 2016.2 492.9||N440||コ

消化器外科ナース1年生自分でつくれるはじめての看護ノート : 重要ポイントを書き込むことで、必要な知識が身につく!大阪府立成人病センター看護部編著メディカ出版 2016.2 492.9||N448||シ

成人看護技術 : リハビリテーション看護 第2版(看護実践のための根拠がわかる)粟生田友子, 石川ふみよ編著メヂカルフレンド社2016.1 492.9||N540||カ

ナースのためのやさしくわかる耳鼻咽喉科ケア 岡本美孝監修 ナツメ社 2016.3 492.9||N565||ナ

がん薬物療法の副作用ケアとことん攻略本 : 支持療法薬の必須ケアポイントつき!(プロフェッショナルがんナーシング : プロフェッショナルを目指す看護師のために:2016年春季増刊(通巻32号))市川度編著 メディカ出版 2016.2 492.9||N571||ガ

根拠と事故防止からみた老年看護技術 第2版 亀井智子編集 医学書院 2016.2 492.9||N640||コ

精神看護学(看護学実践 : Science of Nursing-) 川野雅資編著 PILAR PRESS2016.2 492.9||N700||セ

手術室ナース1年生自分でつくれるはじめての看護ノート : 重要ポイントを書き込むことで、必要な知識が身につく!岡山大学病院手術部著メディカ出版 2016.2 492.9||N951||シ

看護の現場ですぐに役立つICU看護のキホン : 患者さんのための的確な対応法をマスター!(ナースのためのスキルアップノート)レアネットドライブナースハッピーライフ編集グループ著秀和システム 2016.2 492.9||N953||カ

看取られる技術 : 先人に学ぶ「終わりのとき」の仕舞い方金重哲三著 KADOKAWA 2016.2 490.14||ミ

　成人看護学　 (N５００番台 )

　老人看護学　（Ｎ 600番台）

　精神看護学　 (Ｎ７００番台 )

　状態別看護　 (N９００番台 )

　医学全般(請求記号　４９０～４９９　４９２．９を除く)

　看護学　総記・叢書・全集　(N０００番台)

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。

　母性看護学　 (N３００番台 )

　医学全般　(請求記号　４９０)

　看護学

　看護理論　 (N100番台 )

　看護技術・教育・研究　 (N２００番台 )

　小児看護学　（Ｎ 400番台）
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解剖学カラーアトラス 第8版 Johannes W. Rohen, 横地千仭, Elke Lütjen-Drecoll共著医学書院 2016.2 491.1||カ

カレント人体の構造と機能及び疾病の成り立ち 1 志村二三夫, 石田均編/伊藤節子 [ほか] 共著建帛社 2015.3 491.3||カ||1

カレント人体の構造と機能及び疾病の成り立ち 2 志村二三夫, 石田均編/伊藤節子 [ほか] 共著建帛社 2015.3 491.3||カ||2

道又元裕のショックと侵襲の講義実況中継 : 見る・聞く・読むで楽に学べる道又元裕著 学研メディカル秀潤社/学研プラス (発売)2016.2 491.6||ミ

糖尿病最新の治療 2016-2018 河盛隆造, 岩本安彦編集南江堂 2004.2- 493.123||ト||2016-2018

なんだかうまくいかないのは女性の発達障害かもしれません星野仁彦著 PHP研究所 2015.11493.76||ナ

知っておきたい感染症 : 21世紀型パンデミックに備える(ちくま新書:1172)岡田晴恵著 筑摩書房 2016.2 493.8||シ

日本食品成分表 2015年版(七訂) 本表編 医歯薬出版編 医歯薬出版 2016.2 498.51||ニ

人口の動向 : 日本と世界 : 人口統計資料集 2016 厚生省人口問題研究所編厚生統計協会 1985- R358||ジ||2016

保険と年金の動向 2015/2016(厚生の指標臨時増刊:第20巻第15号,第22巻第11号,第23巻第11号,第24巻第13号,第25巻第13号,第26巻第13号,第27巻第13号,第28巻13号,第29巻第13号,第30巻第13号,第31巻第14号,第32巻第13号,第33巻第14号,第34巻第14号,第35巻第14号,第36巻第12号,第37巻第14号,第38巻第14号,第39巻第14号,第40巻第14号,第41巻第14号,第42巻第14号,第43巻第14号,第44巻第14号,第45巻第14号,第46巻第14号,第47巻第14号,第48巻第14号,第49巻14号,第50巻14号,第51巻14号,第52巻14号,53巻14号,第54巻第14号,第55巻第14号,56巻第14号,57巻第16号,58巻第14号,第59巻第14号,第60巻第14号,第61巻第14号,第62巻第14号)厚生統計協会編厚生統計協会 1964- R364||ホ||2015-16

児童学事典 日本家政学会編丸善出版 2016.1 R371.45||ジ

幼児の臨床心理事典 品川不二郎 [ほか] 著日本図書センター2016.1 R371.45||ヨ

イライラしない本 : ネガティブ感情の整理法(幻冬舎新書:407)齋藤孝著 幻冬舎 2016.1 159||イ

社会保障入門 2016 厚生省大臣官房政策課編集中央法規出版 1990- 364||シ||2016

ノーリフト : 持ち上げない看護抱え上げない介護 : ノーリフトケアプログラムで腰痛予防対策保田淳子著 クリエイツかもがわ2016.1 369.27||ノ

ストライヤー基礎生化学 John L.Tymoczko, Jeremy M.Berg, Lubert Stryer著東京化学同人 2010.12464||ス

112日間のママ 清水健著 小学館 2016.2 916||シ

　　

　内科学・精神医学・小児科学　 (請求記号　４９３ )

　調べるための本

　基礎医学　（請求記号　４９１）

　その他

　衛生学・公衆衛生・法医学　(請求記号　498)

みなさんが看護師として医療現場に従事したとき、情

報技術を活用する場面は多いことでしょう。 

今から情報活用の実践力、情報セキュリティの常識や

モラル、情報の科学的な理解を高めていけばそのとき

がきても困ることはありません。 

熟知したコンピュータリテラシーをもつ看護師になるた

めにも学生のうちから積極的に学びませんか。 

コンピュータリテラシーを 
身につけよう 

図書館企画展示-5月- 
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② ＩＤ・パスワードがわからない時はカウンターまで！ 

③ マイページにログインしてから図書を検索すると、
お気に入りの図書をブックマークして管理したり、貸出

中の図書に予約をかけたりすることができます！ 

マイページをご存じですか？ 

① マイページの 

入口はこちら！ 

図書館ＨＰの 

学内者専用ページ 

よりログイン！ 

 
マイページからできること 

◆借りている資料の確認 

◆貸出中の資料への予約 

◆お気に入り図書の 

   ブックマーク 

◆文献の複写 

  図書の取り寄せ依頼 

「この前借りたあの本のタイトル何だっけ？」 

「今何冊借りていたかな？」 

そんな時には便利な機能がたくさんの 

マイページをぜひご利用ください！ 

実習が始まると忙しくて 
まだ返してない本があった 
かも？って 
心配になるのよね・・ 
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【看護の日制定の趣旨】 
21世紀の高齢社会を支えていくためには、看護の心、ケアの心、助け合い
の心を、私たち一人一人が分かち合うことが必要です。こうした心を、老若
男女を問わずだれもが育むきっかけとなるよう、旧厚生省により、「看護の
日」が1990年に制定されました。 

【5月12日の由来】 

近代看護を築いたフローレンス・ナイチンゲールの誕生日にちなみ、 5月

12日に制定されました。 

【さまざまな活動】 

看護の日 看護週間には各県独自のイベントなどが催されています。 
記念グッズの販売等もあるので日本看護協会のＨＰを見てみて！ 
https://www.nurse.or.jp/home/event/simin/index.html 

看護の日 

図書館利用案内 

土曜日開館のお知らせ  
 

5月21日（土）  

9：00～17：00 

フローレンス・ナイチンゲール 
(ja.wikipedia.org)より 

入館時は、図書館入口に設置する 入退館

記録に 「学年・名前・入館時間と、退館時

間」 を記入してください。 

ご利用ください！ 

（日本看護協会のＨＰより抜粋） 
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