
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
書名 著者名 出版社 出版年 請求記号

精神看護 第5版(看護国試シリーズ. みるみるナーシング) 山城久典編著 テコム 2016 492.9||N039||カ
ルポ看護の質 : 患者の命は守られるのか(岩波新書:新赤版 1614)小林美希著 岩波書店 2016 492.9||N049||ル

ナースをめざす人のはじめて学ぶ生化学 芝崎誠司著 化学同人 2016 492.9||N194||ナ

看護の現場ですぐに役立つくすりの基本 : 看護師さんなら知っておきたい薬の知識!(ナースのためのスキルアップノート)中尾隆明著 秀和システム 2016 492.9||N212||カ
読んで上達!病気がわかる検査値ガイド 改訂第3版 斉藤嘉禎著 金原出版 2016 492.9||N212||ヨ
症状別観察ポイントとケア : チャートでわかる!(プチナースBooks)小田正枝, 山口哲朗編集 照林社 2016 492.9||N221||シ
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 492.9||N221||シ
「看護必要度」評価者のための学習ノート : 評価ポイントをフローチャート形式でわかりやすく解説! 第3版筒井孝子著 日本看護協会出版会2016 492.9||N230||カ
看護マネジメントリフレクション+概念化スキル : プロセスレコードでもっと実践 : ステップアップ!河野秀一編著 メディカ出版 2016 492.9||N230||カ
アクティブラーニングをこえた看護教育を実現する : 与えられた学びから意志ある学びへ鈴木敏恵著 医学書院 2016 492.9||N240||ア
「尺度」を使った看護研究のキホンとコツ : 看護研究の精度向上・時間短縮のために鳩野洋子, 長聡子, 前野有佳里執筆/川本利恵子総監修・執筆日本看護協会出版会2016 492.9||N250||シ

栄養士と看護師,薬剤師のための生活習慣病ケースファイル 富野康日己著 中外医学社 2016 492.9||N540||エ

老年看護学概論 : 「老いを生きる」を支えることとは 改訂第2版(看護学テキストnice)正木治恵, 真田弘美編集 南江堂 2016 492.9||N600||ロ
ナースの困ったに答える高齢者の看護ケア : よくみる疾患よく出合う問題東京都健康長寿医療センター看護部監修学研メディカル秀潤社/学研プラス (発売)2016 492.9||N640||ナ
老年看護学技術 : 最後までその人らしく生きることを支援する 改訂第2版(看護学テキストnice)真田弘美, 正木治恵編集 南江堂 2016 492.9||N640||ロ

WRAPを始める! : 精神科看護師とのWRAP入門 : リカバリーストーリーとダイアログ リカバリーのキーコンセプトと元気に役立つ道具箱編増川ねてる, 藤田茂治編著精神看護出版 2016 492.9||N700||ラ

のほほん解剖生理学 玉先生著 永岡書店 2016 491.1||ノ
患者さんと医療系学生のための臨床薬理学入門 : くすりを正しく用いるために笹栗俊之著 九州大学出版会2016 491.5||カ
免疫学 : 「わたしの体」をまもる仕組み(初めの一歩は絵で学ぶ : doctor's illustration)田中稔之著 じほう 2016 491.8||メ

緩和ケアレジデントマニュアル 西智弘 [ほか] 編集 医学書院 2016 492||カ
ビジュアルノート 第5版 医療情報科学研究所編/茨木保イラストメディックメディア2016 492||ビ
急性期ケアにおける輸液管理 : 92の生の声に答えた「質問コーナー」付き丸山一男著 メディカ出版 2016 492.26||キ

プライマリ・ケアの現場でもう困らない!止まらない"せき"の診かた田中裕士著 南江堂 2016 493.3||プ
精神病院のない社会をめざして : バザーリア伝 ミケーレ・ザネッティ, フランチェスコ・パルメジャーニ [著]/鈴木鉄忠, 大内紀彦訳岩波書店 2016 493.7||セ
「ひきこもり」救出マニュアル 理論編(ちくま文庫:[さ-29-5]-[さ-29-6])斎藤環著 筑摩書房 2014 493.7||ヒ||1

「ひきこもり」救出マニュアル 実践編(ちくま文庫:[さ-29-5]-[さ-29-6])斎藤環著 筑摩書房 2014 493.7||ヒ||2

精神疾患・メンタルヘルスガイドブック : DSM-5から生活指針までAmerican Psychiatric Association [編]/滝沢龍訳医学書院 2016 493.72||セ
はじめての森田療法(講談社現代新書:2385) 北西憲二著 講談社 2016 493.72||ハ
徹底ガイド!高次脳機能障害 : ひと目でわかる基礎知識と患者対応新貝尚子, 森田将健編集 総合医学社 2016 493.73||テ
福祉職・介護職のためのわかりやすい高次脳機能障害 : 原因・症状から生活支援まで中島八十一, 今橋久美子著中央法規出版 2016 493.73||フ
家族・支援者のためのうつ・自殺予防マニュアル 改訂新版 下園壮太著 河出書房新社 2016 493.764||カ
　外科学＜請求記号　494＞
今若者が危ない性感染症 : 青少年のための性感染症の基礎知識 増補版石和久著 慧文社 2016 494.99||イ

妊娠・出産・子育てをめぐるこころのケア : 親と子の出会いからはじまる周産期精神保健(別冊発達:32)永田雅子編著 ミネルヴァ書房2016 495.5||ニ

今こそ、地域医療! 地域医療振興協会編 メディカルサイエンス社2016 498.04||イ
日本で初めて!!高齢者の安全入浴に関する教本 : 高齢者入浴アドバイザー資格が取得できます高齢者入浴アドバイザー協会著ブイツーソリューション/星雲社 (発売)2016 498.37||ニ

　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　 (N２００番台 )

　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 )

　医学全般(請求記号　４９０～４９９　４９２．９を除く)

　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 )

　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)
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書名 著者名 出版社 出版年 請求記号

基礎からわかる服薬指導 第2版 浜田康次, 吉江文彦, 山口晴美著ナツメ社 2016 499.2||キ

発達障害白書 2017年版 日本精神薄弱者福祉連盟編日本文化科学社2016 R369.28||ハ||2017

年報医事法学 31(2016) 日本医事法学会編 日本評論社 2016 R498.12||ネ||31

関東病院情報 2016年版（第35版） 医事日報 2016 R498.16||カ||2016

JAPIC一般用医薬品集 2017 日本医薬情報センター編集日本医薬情報センター2016 R499.1||ジ||2017

JAPIC医療用医薬品集 2017 1巻 日本医薬情報センター編集日本医薬情報センター/丸善株式会社出版事業部 (発売)2016 R499.1||ジ||2017-1

JAPIC医療用医薬品集 2017 2巻 日本医薬情報センター編集日本医薬情報センター/丸善株式会社出版事業部 (発売)2016 R499.1||ジ||2017-2

JAPIC医療用医薬品集 2017[別冊付録] 日本医薬情報センター編集日本医薬情報センター/丸善株式会社出版事業部 (発売)2016 R499.1||ジ||2017-3

厚生統計 [CD-ROM版] 平成25年(2013年) 神奈川県 [編] 神奈川県保健福祉部地域保健福祉課保健福祉情報班2016 CD-ROM No.59

厚生統計 [CD-ROM版] 平成26年(2014年) 神奈川県 [編] 神奈川県保健福祉部地域保健福祉課保健福祉情報班2016 CD-ROM No.60

　視聴覚資料
先天異常(健康・保健シリーズ. 目で見る子どもの保健/病気編:VOL.1) 医学映像教育センター (発売)2016 DVDNo.106-1

健康状態の把握と保育 : ～子供の症状と適切な対応～(健康・保健シリーズ. 目で見る子どもの保健/予防・対応編:VOL.1)医学映像教育センター (発売)2016 DVDNo.106-7

低出生体重児とその家族への看護事例(看護教育シリーズ. 小児看護のためのアセスメント事例集:vol. 4)伊藤奈津子原案 医学映像教育センター2016 DVDNo.109-4

看護技術としてのタッチング・癒しに活かす手の力/東京シネ・ビデオ制作 第1巻(て・あーて塾総合基礎講座シリーズ　Ⅲ/東京シネ・ビデオ制作)東京シネ・ビデオ2016 DVDNo.120-1

看護技術としてのタッチング・癒しに活かす手の力/東京シネ・ビデオ制作 第2巻(て・あーて塾総合基礎講座シリーズ　Ⅲ/東京シネ・ビデオ制作)東京シネ・ビデオ2016 DVDNo.120-2

看護技術としてのタッチング・癒しに活かす手の力/東京シネ・ビデオ制作 第3巻(て・あーて塾総合基礎講座シリーズ　Ⅲ/東京シネ・ビデオ制作)東京シネ・ビデオ2016 DVDNo.120-3

周産期の実際(看護教育シリーズ. 周産期の実際と支援:vol.1) 医学映像教育センター制作著作医学映像教育センター2016 DVDNo.121-1

分娩期の支援と産後の保健指導(看護教育シリーズ. 周産期の実際と支援:vol.2)医学映像教育センター制作著作医学映像教育センター2016 DVDNo.121-2

総論・予定変更1 1(看護教育シリーズ) 医学映像教育センター制作著作医学映像教育センター2016 DVDNo.122-1

総論・予定変更2 2(看護教育シリーズ) 医学映像教育センター制作著作医学映像教育センター2016 DVDNo.122-2

複数の人との関わり1･2 3(看護教育シリーズ) 医学映像教育センター制作著作医学映像教育センター2016 DVDNo.122-3

大人のタブー常識 : 「行けたら行きます」は会社でNG! : 知らないでは済まされない大人の暗黙のルール&マナートキオ・ナレッジ著 宝島社 2016 049||オ
絶対役立つ臨床心理学 : カウンセラーを目指さないあなたにも 串崎真志編著 ミネルヴァ書房2016 146||ゼ
読売新聞「編集手帳」 : 朝刊一面コラム 第30集(中公新書ラクレ 561)竹内政明著 中央公論新社 2016 304||ヨ||30

DVシェルターの女たち 春日野晴子著 彩図社 2016 367.3||デ
「鬼畜」の家 : わが子を殺す親たち 石井光太著 新潮社 2016 368.61||キ
老いることの意味を問い直す : フレイルに立ち向かう 飯島勝矢, 戸原玄, 矢澤正人編著クリエイツかもがわ2016 369.26||オ
介護するからだ(シリーズケアをひらく) 細馬宏通著 医学書院 2016 369.26||カ
高齢者福祉のしおり 平成28年度 川崎市健康福祉局長寿社会部編川崎市健康福祉局長寿社会部2016 369.26||コ||2016

発症から看取りまで認知症ケアがわかる本 : 介護がラクになる知恵と工夫渡辺千鶴著 洋泉社 2016 369.26||ハ
貧困児童 : 子どもの貧困からの脱出 加藤彰彦著 創英社 : 三省堂書店2016 369.4||ヒ
子ども・若者支援地域協議会のミッションと展望 増補版 竹中哲夫著 かもがわ出版 2016 371.42||コ
面接 2018(絶対内定) 杉村太郎, 坂本章紀著 ダイヤモンド社2016 377.9||メ||2018

面接の質問 2018(絶対内定) 杉村太郎, 坂本章紀著 ダイヤモンド社2016 377.9||メ||2018

カラスの補習授業 松原始著 雷鳥社 2016 488.99||カ
ヘルプマン!! 1 : 介護蘇生編 くさか里樹著 朝日新聞出版 2015 726.1||へ||1

ヘルプマン!! 2 : 高齢ドライバー編 くさか里樹著 朝日新聞出版 2015 726.1||へ||2

コウノドリ 15(モーニングKC: 2611) 鈴ノ木ユウ著 講談社 2016 726.1||コ||15

作家の使命私の戦後(山崎豊子自作を語る:1) 山崎豊子著 新潮社 2009 910.268||ヤ||1

大阪づくし私の産声(山崎豊子自作を語る:2) 山崎豊子著 新潮社 2009 910.268||ヤ||2

小説ほど面白いものはない(山崎豊子自作を語る:3) 山崎豊子著 新潮社 2009 910.268||ヤ||3

海の見える理髪店 荻原浩著 集英社 2016 913.6||オ
ツバキ文具店 小川糸著 幻冬舎 2016 913.6||オ
猿の見る夢 桐野夏生著 講談社 2016 913.6||キ
反社会品 久坂部羊著 KADOKAWA 2016 913.6||ク
螻蛄(新潮文庫:9366, く-18-5. シリーズ疫病神) 黒川博行著 新潮社 2012 913.6||ク
おおあたり 畠中恵著 新潮社 2016 913.6||ハ
スタフ 道尾秀介著 文藝春秋 2016 913.6||ミ
コンビニ人間 村田沙耶香著 文藝春秋 2016 913.6||ム
女系家族 上巻(新潮文庫:や-5-31, や-5-32) 山崎豊子著 新潮社 2002 913.6||ヤ||1

女系家族 下巻(新潮文庫:や-5-31, や-5-32) 山崎豊子著 新潮社 2002 913.6||ヤ||2

冲方丁のこち留 : こちら渋谷警察署留置場 冲方丁著 集英社インターナショナル/集英社 (発売)2016 914||ウ
ペコロスのいつか母ちゃんにありがとう : 介護げなげな話 岡野雄一著 小学館 2016 916||オ
失った記憶ひかりはじめた僕の世界 : 高次脳機能障害と生きるディジュリドゥ奏者の軌跡GOMA著 中央法規出版 2016 916||ゴ
たっくん : 生きたいと頑張った3年2カ月の記録 嶋藤登美子著 幻冬舎メディアコンサルティング/幻冬舎 (発売)2016 916||シ
三六〇〇日の奇跡 : 「がん」と闘う舞姫(星槎大学教養シリーズ:2)吉野ゆりえ著 星槎大学出版会/かまくら春秋社 (発売)2016 916||ヨ

　調べるための本

　その他

　薬学　 (請求記号　 499)
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成 習 実 学 看 護 人 

前期の各科目で学んだことを生かして、 
後期も充実した実習となるようにがんばりましょう。 
看護過程に困ったときの参考図書として、新刊2冊をご紹介します。 
1冊目は、蔵谷範子編著「関連図の書き方をマスターしよう」（サイオ出版, 2015） 
です。実習でよく受け持ちするような疾患や事例別に関連図の書き方のコツを学ぶこと 
ができます。 

2冊目は、滝島紀子著「改訂2版 看護過程から理解する看護診断」（丸善出版, 2016） 
です。看護診断って何？という疑問を払拭したい方にお勧めです！ 

でも、自ら調べて納得して進めることが上達への近道です。国試対策にもなります。 
こつこつがんばりましょう！ 

3年生の皆さん、国家試験対策は進んでいますか？ 
国家試験対策には、多くの過去問題や模擬問題を解くことが大切です。教科書や参考書 
を使用し、根拠を明確にしながら学習を進めましょう。今回は上記の参考書をご紹介 
します。 
「Select必修国家試験問題集」は、皆さんが持っている「レビューブック」と対応して 
いるので効率よく学習を進めやすいと思います。「『みるみる』シリーズ」は、イラ 
ストや表現がわかりやすいので参考にしやすいと思います。 
また、実習を通して学んだことは国家試験対策にもつながっています。実習での学びを 
生かしながら、広く浅く（時には深く）どんどん問題を解いていきましょう！きっと 
明るい光が見えてきます！図書館では、ブランケットや仕切りの貸し出しなど学習環境 
を整えていますので活用してください。 

Ⅱ 

看護師・看護学生のためのレビューブック 

岡庭豊編集, メディックメディア, 2016.3 492.9||N039||カ2017 

クエスチョン・バンク Select必修:看護師国家試験問題集 

医療情報科学研究所編集, 2016.4 492.9||N039||ク2017 

看護国試シリーズ みるみるシリーズ 

医学評論社, 2016.4 492.9||N039||カ 

関連図の書き方をマスターしよう 

蔵谷範子編著, 

サイオ出版, 2015.11 

492.9||N220||カ 

看護過程から理解する看護診断 

滝島紀子著, 

丸善出版, 2016.1 

492.9||N220||カ 
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「ライフサイクル」や「メンタルヘルス」と 

いったキーワードをもつ本をさがすにはどう 

やったら辿り着けるでしょうか。 

資料検索を使って読みたい本を見つける方法が 

あります。 

手がかりは、キーワードを”連想”することです。 

ぜひこの機会に習得してみましょう。 

国試対策室開設に合わせて 

月曜日の開館時間を10時から 

9時に早めます。 

どうぞご利用ください。 

※11/28（月）より国試終了の月曜日まで 

利 用 案 内 
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