
書名 著者名 出版社 出版年 請求記号

デルカン : 国試直前対策ブック : ここが出る看護婦国家試験ポイント 2017御供泰治編著/石原英子, 松下美惠著メディカ出版 1997.2- 492.9||N039||デ2017

PASS NOTE : 看護師国試 2017年版 チャレンジテスト看護師国試対策室編学研メディカル秀潤社/学研マーケティング (発売)2012.11-492.9||N039||パ2017

必修問題まんてんGET! : 看護師国家試験対策ブック 2017看護師国家試験対策研究会編メディカ出版 2005.9- 492.9||N039||ヒ2017

看護職のための英会話1000 林さとみ編 桐書房 2016.6 492.9||N170||カ
からだの仕組みと働きを知る(基本を学ぶ看護シリーズ:2)高野海哉, 川岸久太郎, 草間朋子著東京化学同人 2016.6 492.9||N193||カ

看護補助者のための医療現場入門 : 看護補助実務マニュアル 改訂7版千葉県民間病院協会看護管理者会編産労総合研究所出版部経営書院2016.7 492.9||N210||カ
プライマリ・ケア看護学 : 日本プライマリ・ケア連合学会 基礎編日本プライマリ・ケア連合学会編南山堂 2016.7 492.9||N210||プ
ハート先生の心電図教室 復刻新版 心筋虚血編 市田聡著/心臓病看護教育研究会編集医学同人社 (発売)2016.3- 492.9||N212||ハ
フィジカルアセスメント完全攻略Book : 誰も教えてくれないコツがここにある!(Early mobilization mook:2)曷川元編著/鯨津吾一, 黒田智也, 対東俊介著日本離床研究会/慧文社 (発売)2014.6 492.9||N221||フ
基準看護計画 : 臨床でよく出合う看護診断と潜在的合併症 第3版矢田昭子, 秦美恵子編集/島根大学医学部附属病院看護部編著照林社 2016.7 492.9||N226||キ
看護必要度 第6版 岩澤和子, 筒井孝子監修日本看護協会出版会2016.6 492.9||N230||カ
チーム医療と看護 : 専門性と主体性への問い 増補版 川島みどり著 看護の科学社 2016.6 492.9||N230||チ
グラウンデッド・セオリー・アプローチ : 理論を生みだすまで 改訂版(ワードマップ)戈木クレイグヒル滋子著新曜社 2016.7 492.9||N251||グ

小児看護学 新訂(放送大学教材:1887289-1-1611) 江本リナ編著 放送大学教育振興会2016.6 492.9||N400||シ
小児看護学(看護学実践 : Science of Nursing-) 中村伸枝編著 PILAR PRESS2016.6 492.9||N400||シ
ナースが知っておきたい小児科でよくみる症状・疾患ハンドブック横田俊一郎, 山本淳編著照林社 2016.6 492.9||N440||ナ

消化器の画像がわかる : ナースのための入門書 片山和宏監修/石原立 [ほか] 編著日総研出版 2016.6 492.9||N548||シ
Do & Do notでわかる消化器外科手術別の術前術後ケア杉山政則編 メディカ出版 2016.6 492.9||N548||ド
病態・治療をふまえたがん患者の排便ケア(がん看護実践ガイド)松原康美編集 医学書院 2016.6 492.9||N571||ビ

老年看護学 : 日本老年看護学会誌 Vol.21 No.1(2016) 日本老年看護学会学会誌編集委員会編日本老年看護学会学会誌編集委員会/医学書院 (発売)1996.11-492.9||N600||ロ21(1)

認知行動理論に基づく精神看護過程 : よくわかる認知行動療法の基本と進め方岡田佳詠編著 中央法規出版 2016.6 492.9||N740||ニ

在宅・施設での看取りのケア : 自宅、看多機、ホームホスピス、グループホーム、特養で最期まで本人・家族を支えるために宮崎和加子, 竹森志穂, 伊藤智恵子, 樋川牧著日本看護協会出版会2016.6 492.9||N820||ザ

術後ケアとドレーン管理のすべて : オールカラー 竹末芳生, 藤野智子編集照林社 2016.7 492.9||N951||ジ
ICUケア観察ポイントチェック帳 : ポケット版 井上茂亮編著 : 剱持雄二執筆日総研出版 2016.6 492.9||N953||ア
もっとも新しい重症患者の早期離床の考えかた : 鎮静管理とリハビリテーション 改訂第2版(ICNR books:01)卯野木健編集 学研メディカル秀潤社/学研プラス (発売)2016.6 492.9||N953||モ
Let's start!NICU看護 : 新生児のからだをやさしく理解 野村雅子, 内田美恵子編へるす出版 2016.6 492.9||N953||レ

医学への統計学 第3版(統計ライブラリー) 丹後俊郎著 朝倉書店 2013.11490.19||イ

新組織学 第6版 : フルカラー新装版(Qシリーズ) 野上晴雄編著 日本医事新報社2016.6 491.11||シ
がん : 4000年の歴史 上(ハヤカワ文庫:7804-7805. ハヤカワ文庫NF:NF467-NF468)シッダールタ・ムカジー著/田中文訳早川書房 2016.6 491.65||ム||1

がん : 4000年の歴史 下(ハヤカワ文庫:7804-7805. ハヤカワ文庫NF:NF467-NF468)シッダールタ・ムカジー著/田中文訳早川書房 2016.6 491.65||ム||2

ステロイドがわかる本 新版 宮坂信之編著 法研 2016.6 492.38||ス

　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 )

　小児看護学　（Ｎ 400 番台）

　成人看護学　 (N ５００番台 )

　老人看護学　（Ｎ 600 番台）

　精神看護学　 ( Ｎ７００番台 )

 地域看護学・家庭看護学　（Ｎ800番台）

　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）

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 2016年 9月 
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書名 著者名 出版社 出版年 請求記号

難病患者の教科書 : 各分野の専門家の協力で完成した難病患者のための実用書 2016年5月版浅川透著 日本ブレインウェアFunction5出版部/星雲社 (発売)2016.5 493.11||ナ
ねころんで読める呼吸のすべて(やさしい呼吸入門書:[1]. ナース・研修医のためのやさしい呼吸器診療とケア:[1])倉原優著 メディカ出版 2015.7 493.3||ヤ||1

もっとねころんで読める呼吸のすべて(やさしい呼吸入門書:2. ナース・研修医のためのやさしい呼吸器診療とケア:2)倉原優著 メディカ出版 2016.7 493.3||ヤ||2

気管支喘息及びCOPDの吸入療法の手引き(アレルギー・免疫別冊)宮本昭正監修 医薬ジャーナル社2016.6 493.36||キ
小児神経学の進歩 第45集 日本小児神経学研究会編診断と治療社 1972- 493.937||シ||45

NICUのギ・モ・ン98+2 河井昌彦著 金芳堂 2016.6 493.95||エ
　外科学　(請求記号　494)
がん疼痛緩和の薬がわかる本 第2版 余宮きのみ著 医学書院 2016.6 494.53||ガ
糖尿病・透析の人に役立つ「足病」の教科書 : 「重症化予防」という希望の医療ネットワーク大浦武彦, 秋野公造著三五館 2016.6 494.67||ト
透析患者の検査値ポケットブック : 患者指導にすぐ使える友雅司編著 メディカ出版 2016.7 494.93||ト

女性の不調・お悩み解決BOOK : 女性特有のカラダの不調にスッキリよく効く!(MAGAZINE HOUSE MOOK)マガジンハウス2016.8 495||ジ
患者さんのための乳がん診療ガイドライン 2016年版 日本乳癌学会編 金原出版 2009.7- 495.46||カ||2016

よくわかる医療業界 最新3版(最新「業界の常識」) 川越満, 布施泰男著 日本実業出版社2016.6 498.021||ヨ

人口動態統計 平成26年 上巻 厚生省大臣官房統計情報部編厚生統計協会 1985- R358.1||ジ||2014-1

人口動態統計 平成26年 中巻 厚生省大臣官房統計情報部編厚生統計協会 1985- R358.1||ジ||2014-2

人口動態統計 平成26年 下巻 厚生省大臣官房統計情報部編厚生統計協会 1985- R358.1||ジ||2014-3

文部科学白書 平成27年度 文部科学省編 財務省印刷局 2002- R373.1||モ||2015

厚生統計要覧 平成27年度 厚生省大臣官房統計情報部編厚生統計協会 1970- R498.059||コ||2015

保険薬事典plus+ : 適応・用法付薬効別薬価基準 平成28年4月版薬業研究会編 じほう 2007.4- R499.1||ホ||2016-1

新・発達心理学ハンドブック 田島信元, 岩立志津夫, 長崎勤編集福村出版 2016.7 143||ハ
川崎ジモト飯(ウォーカームック:No.665) KADOKAWA 2016.6 291.37||カ
セーフティケアの介護・看護 : 腰痛を起こさない介助技術と福祉用具上田喜敏編著 ヒューマン・ヘルスケア・システム2016.6 369||セ
マンガでわかる統計学 回帰分析編 高橋信著/トレンド・プロマンガ制作オーム社 2004.7- 417||マ
マンガでわかる統計学 因子分析編 高橋信著/トレンド・プロマンガ制作オーム社 2004.7- 417||マ
コウノドリ 14(モーニングKC:2227, 2242, 2276, 2311, 2342, 2369, 2407, 2440, 2467, 2498, 2512, 2526, 2575, 2611)鈴ノ木ユウ著 講談社 2013.6- 726.1||コ||14

うまく歌える「からだ」のつかいかた : ソマティクスから導いた新声楽教本川井弘子著 誠信書房 2015.4 767.1||ウ
陰日向に咲く(幻冬舎文庫:け-3-1) 劇団ひとり[著] 幻冬舎 2008.8 913.6||ゲ
凍りのくじら(講談社文庫:[つ-28-5]) 辻村深月 [著] 講談社 2008.11913.6||ツ
学生時代にやらなくてもいい20のこと 朝井リョウ著 文藝春秋 2012.6 914.6||ア
脳が壊れた(新潮新書:673) 鈴木大介著 新潮社 2016.6 916||ス
ノートル=ダム・ド・パリ 上(岩波文庫:赤(32)-532-3, 赤(32)-532-4)ユゴー作/辻昶, 松下和則訳岩波書店 2016.5-2016.6953.6||ユ||1

ノートル=ダム・ド・パリ 下(岩波文庫:赤(32)-532-3, 赤(32)-532-4)ユゴー作/辻昶, 松下和則訳岩波書店 2016.5-2016.6953.6||ユ||2

※ 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。
        

　衛生学・公衆衛生・法医学　(請求記号　498)

　調べるための本

　その他

　内科学・精神医学・小児科学　 ( 請求記号　４９３ )

　婦人科学・産科学　 ( 請求記号　 495)

夏休み長期貸出返却日は 

9月14日(水）です。 

返却日を、 

   お忘れなく！ 

図書館カレンダー 

休館 16時30分閉館 
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先生のおすすめ本 
＜授業に役立つシリーズ＞ 

  統計学関係  高柳 良太 先生 

マンガでわかる統計学  高橋 信 著 オーム社 417||ト 

マンガでわかる統計学  回帰分析編 高橋 信 著／井上いろは 作画 オーム社 417||ト 

マンガでわかる統計学  因子分析編 高橋 信 著／井上いろは 作画 オーム社 417||ト 

統計学の図鑑 まなびのずかん 涌井良幸・涌井貞美著 技術評論社  417||ト 

 
統計学の図鑑  まなびのずかん   
  

統計全般について、コンパクトに解説した  

書籍は一般書ではなかなかないのですが、

本書は見開きページで各トピックを説明して

います。特に現在の統計学の基本を理解  

したい場合は2章の「記述統計学」と4章の 

「推測統計学」の部分を読めば、大まかなこと

が理解できると思います。ちなみに、2年生 

後期の統計学の授業も、すべてではない  

ですがこの2つの章の内容が中心となります。 

若干難しい内容もありますが、勉強として  

全体を眺めても楽しいですし、辞書のように

意味を調べるためにも使える本です。 

 
マンガでわかる統計学  
 

マンガで解説した統計の本はいろいろありますが、この

本は一連のマンガ解説本の先駆けとなった本です。  

マンガのストーリーで、ちゃんと解析が説明されていて、 

しかも「学習マンガ」っぽくない普通のマンガなのがこの

本のすごいところです。登場人物も普通にかわいいです。 

統計の本なので、どうしても数式が出てきます。 

でも、主人公のルイちゃんも数式を見て気絶している 

ので、 難しいことが前提として説明されています。説明

が簡潔でわかりやすいという点では、この本はピカイチ

だと思います。 

続編に「マンガでわかる統計学 回帰分析編」と「マンガ

でわかる統計学 因子分析編」があります。回帰分析編

は判別や予測等を行う必要になったとき、因子分析編は

アンケート調査や尺度作成を行う必要があるときに読む

といいでしょう。 
  

図書館で所蔵する本の中からも、高柳先生に「統計学」の授業に役立つ図書を選んでいただき、 

一緒に展示してあります。こちらも、ご利用ください。 
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 「痴呆老人」は何を見ているか 大井玄 著 新潮新書 493.75||チ 

 

「痴呆老人」は何をみているか 
 

本書は、痴呆老人（著者は「認知症」の代わりにあえて「痴呆」という言葉を使う）の生きる世界とはどの

ようなものかを語り、周囲の人々はそれらの人々にどう対すればよいかの提案を行っている本です。 

知力低下は軽度なのに、言動が周囲の期待に沿わず「ぼけ老人」として扱われる人もいれば、医学的

に「認知症」とされながら、ふつうのお年寄りとして穏やかに日々を送る人もいます。なぜその違いが 

生じるか。著者によれば、人が生きるということは、周囲の人々を含む世界とのつながりをもつことに 

深く関わっており、人は老いによって、記憶の喪失などを通じ、そのつながりを失う危機にさらされます。 

しかし周囲の人々がそうした高齢者の生きる世界、置かれた状況を理解し、本来のコミュニケーション

はできなくても、その言葉に耳を傾け受け入れるなどすれば、その人は世界や他者とのつながりを維持 

することができます。老いは病気ではなく人生の自然な過程の一部です。 

そして著者は、こうした考察の根底にある人間観を語ります。たとえば延命を拒否する場合、アメリカで

は自分の自立・自律が失われるという、「自己」に関心が向いた理由が多いのに対して、日本では周囲

の人々に迷惑がかかるからという、「人間関係」に関心の向いた理由が多い。著者は、痴呆老人の問題

を踏まえながら、人間を孤立した個とみる欧米的な見方に対し、「つながり」を大切にする人間観にも 

意義があるといいます。読者への問題提起として受け止めることができると思います。 

痴呆老人の医療に携わった経験を踏まえつつ、自らも老いを経験しつつあると語る著者の叙述は生き

生きとしています。興味のある人は一度手にとってみてください。 
 

図書館企画展示 ー9月ー 
後期では、グループワークなど 

図書館を利用する授業がありますね。 

9月は、COPD（慢性閉塞性肺疾患）に 

関連する図書を並べました。 

グループワークで、活用してください！ 

グループワーク貸出  

・ 当日返却 

・ 一人10冊まで  

・ 参考図書や雑誌も貸出可 

また、グループワーク貸出がついている図書は 

当日返却となります。 

通常の2週間貸出ではありません。 
多くのグループで使えるようにご協力ください。 
 

  倫理・哲学関係  岩倉 孝明 先生 
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