
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

看護婦の歴史 : 寄り添う専門職の誕生 山下麻衣著 吉川弘文館 2017 492.9||N020||カ
看護師国家試験対策出題傾向がみえる小児看護学 : 短期集中!完全制覇! 2017年高橋ゆかり編著/益子直紀著PILAR PRESS2017 492.9||N039||カ2017

看護師国家試験対策出題傾向がみえる在宅看護論 : 短期集中!完全制覇! 2017年高橋ゆかり編著/片貝智恵著PILAR PRESS2017 492.9||N039||カ2017

看護師国家試験対策出題傾向がみえる母性看護学 : 短期集中!完全制覇! 2017年高橋ゆかり編著 PILAR PRESS2017 492.9||N039||カ2017

看護師国家試験対策出題傾向がみえる老年看護学 : 短期集中!完全制覇! 2017年高橋ゆかり編著/古市清美著PILAR PRESS2017 492.9||N039||カ2017

いのち輝くいい話 : 忘れられない看護エピソード 2 日本看護協会編 河出書房新社 2017 492.9||N049||イ2

看護の基本となるもの : 再新装版 ヴァージニア・ヘンダーソン著 : 湯槙ます, 小玉香津子訳日本看護協会出版会2016 492.9||N110||カ
「看護人間学」を拓く : ナイチンゲール看護論を再考して 守屋治代著 看護の科学社 2016 492.9||N110||カ
看護と介護のための社会学 増補改訂版 濱野健, 須藤廣編著 明石書店 2016 492.9||N160||カ
解いてわかる解剖生理学 : 問題集 竹内修二著 医学教育出版社2014.2 492.9||N192||ト
読んでわかる解剖生理学 : テキスト 竹内修二著/生理学TN編集委員会編著医学教育出版社2014 492.9||N192||ヨ

ナーシングマッサージ入門 : 日々のケアにプラスして患者の安楽性を促す(Holistic Care)小板橋喜久代, 河内香久子, 福田彩子編集日本看護協会出版会2016 492.9||N210||ナ
看護必要度Q&A : 平成28年度診療報酬改定及び新設のC項目に完全対応! 第2版看護WiseClipper回答者チーム編オーム社 2016 492.9||N230||カ
研究発表のプレゼンもっとよくなります! : 臨床ナースから看護研究者まで前田樹海著 日本看護協会出版会2016 492.9||N250||ケ
図解PubMedの使い方 : インターネットで医学文献を探す 第7版岩下愛, 山下ユミ共著 日本医学図書館協会/紀伊國屋書店 (発売)2016 492.9||N251||ズ
看護事故の舞台裏 : 22事例から徹底的に学ぼう 長野展久著 医学書院 2016 492.9||N268||カ

徹底ガイド心臓血管外科術後管理・ケア ハンディ版 山中源治, 小泉雅子編 総合医学社 2016 492.9||N545||テ
ナースのための世界一わかりやすい呼吸器診断学 倉原優著 金芳堂 2016 492.9||N547||ナ
耳鼻咽喉科看護の知識と実際 改訂3版(臨床ナースのためのBasic & Standard)森山寛編 メディカ出版 2016 492.9||N565||ジ
ストーマ装具選択がサクサクできる本 : キー装具と症例で理解する熊谷英子監修 メディカ出版 2016 492.9||N571||ス

最新老年看護学 第3版(2017年版) 水野敏子 [ほか] 編 日本看護協会出版会2016 492.9||N600||サ
できる!認知症ケア加算マニュアル(エキスパートナース) 内田陽子編著 照林社 2016 492.9||N680||デ

精神看護学 : 精神保健 第4版 太田保之, 藤田長太郎, 半澤節子編著医歯薬出版 2016 492.9||N710||セ

訪問看護実務相談Q&A 平成28年度改定版 全国訪問看護事業協会編集中央法規出版 2016 492.9||N810||ホ
在宅医療×感染症 遠藤光洋, 大曲貴夫編集 南山堂 2016 492.9||N820||ザ
今日も私は、老人ホームの看護師です : おとぼけナースと、かわいい仲間たち 2鈴橋加織著 リーダーズノート出版2016 492.9||N850||キ2

急変対応と蘇生の技術 : 気づいて見抜いてすぐ動く(ナースビギンズ)三上剛人編 南江堂 2016 492.9||N950||キ
看護の現場ですぐに役立つ術前・術後ケアの基本 : 患者さんが安心できる観察ポイントが身に付く!(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 2016 492.9||N951||カ
ドレーンは語る : 消化器外科術後アセスメント 夏目誠治著 メディカ出版 2016 492.9||N951||ド

医師・看護師のための統計学ポイント&アドバイス77 嵜山陽二郎著 東京図書 2016 490.19||イ

解剖生理学step by step : intro workで知識が定着! 坂井建雄, 久光正監修 医学教育出版社2016 491.1||カ
イラストでまなぶ生理学 第3版 田中越郎著 医学書院 2016 491.3||イ
目でみるからだのメカニズム 第2版 堺章著 医学書院 2016 491.3||メ
つながる脳科学 : 「心のしくみ」に迫る脳研究の最前線(ブルーバックス:B-1994)理化学研究所脳科学総合研究センター編講談社 2016 491.371||ツ
痛みと鎮痛の基礎知識 増補改訂新版 小山なつ著 技術評論社 2016 491.378||イ

消化器系の疾患と薬/呼吸器系の疾患と薬/感染症と薬/悪性腫瘍と薬(薬がみえる:v. 3)医療情報科学研究所編集メディックメディア2016 492||ク||3

　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　（Ｎ６００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)

　精神
セイシン

看護学　（Ｎ７００番台）

 地域看護学・家庭看護学　（Ｎ800番台）

　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。 
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書名 著者名 出版社 出版年 請求記号

高気圧酸素療法再考 : 虚血を救う-治せるものは何か(へるす出版新書:010)八木博司著 へるす出版事業部/へるす出版 (販売)2009 493.3||コ
キラーストレス : 心と体をどう守るか(NHK出版新書:503) NHKスペシャル取材班著NHK出版 2016 493.49||キ
愛着障害の克服 : 「愛着アプローチ」で、人は変われる(光文社新書:853)岡田尊司著 光文社 2016 493.7||ア
自分の「異常性」に気づかない人たち : 病識と否認の心理 西多昌規著 草思社 2016 493.7||ジ
「母と子」という病(ちくま新書:1226) 高橋和巳著 筑摩書房 2016 493.7||ハ
カプラン臨床精神医学テキスト : DSM-5診断基準の臨床への展開 第3版ベンジャミン J. サドック, バージニア A. サドック, ペドロ ルイース編著メディカル・サイエンス・インターナショナル2016 493.72||カ
事例カンファレンスで学ぶ高次脳機能障害リハビリテーション : よりよい支援のためのヒント川原薫編著/清水一監修 三輪書店 2016 493.73||ジ
重度認知症治療の現場から(へるす出版新書:004. 「精神科医ドクターHK」の挑戦:1)黒沢尚著 へるす出版事業部/へるす出版(販売)2009 493.75||セ||1

目を向けよう!重度認知症の世界に(へるす出版新書:006. 「精神科医ドクターHK」の挑戦:2)黒澤尚著 へるす出版事業部/へるす出版 (販売)2009 493.75||セ||2

聞いてみた!重度認知症の治療者に(へるす出版新書:011. 「精神科医ドクターHK」の挑戦:3)黒澤尚著 へるす出版事業部/へるす出版 (販売)2009 493.75||セ||3

もの申す!重度認知症の治療現場から(へるす出版新書:014. 「精神科医ドクターHK」の挑戦:4)黒沢尚著 へるす出版事業部/へるす出版 (販売)2009 493.75||セ||4

サイコパス(文春新書:1094) 中野信子著 文藝春秋 2016 493.76||サ
自分を「平気で盛る」人の正体(SB新書:367) 和田秀樹著 SBクリエイティブ2016 493.76||ジ
マンガでわかる!統合失調症 中村ユキ著 日本評論社 2016 493.763||マ
マンガでわかる!統合失調症 ［家族の対応編］ 中村ユキ著 日本評論社 2016 493.763||マ
マンガでわかりやすいうつ病の認知行動療法 : こころの力を活用する7つのステップ大野裕監修 : 今谷鉄柱漫画きずな出版 2015 493.764||マ

こんなに変わった子宮がん検診 : 専門医Dr.ふじこが教えます!検査と対応の最新事情(へるす出版新書:009)伊藤富士子著 へるす出版事業部/へるす出版 (販売)2009 495.43||コ
周産期超音波の見かた : これから始める! : オールカラー 改訂2版金井雄二著 メディカ出版 2016 495.5||シ

APD「聴覚情報処理障害」の理解と支援 : きこえているのにわからない小渕千絵, 原島恒夫編著 学苑社 2016 496.6||エ

なぜ、患者と医者が対立しなければならないのか? : 医療の不確実性の認識をめぐって(へるす出版新書:018)村田幸生 [著] へるす出版事業部/へるす出版 (販売)2011 498.021||ナ
あなたは救命されるのか : わが国の救急医療の現状と問題解決策を考える(へるす出版新書:005)小濱啓次著 へるす出版事業部/へるす出版 (販売)2009 498.1||ア
賢者の規範「医療事故調査制度」(へるす出版新書:024) 有賀徹, 水谷渉編 へるす出版 2016 498.12||ケ
特定看護師 : 研修内容と実像、そして期待される役割(へるす出版新書:023)有賀徹, 岩澤和子, 木澤晃代鼎談へるす出版事業部/へるす出版(発売)2015 498.14||ト
迷走する外国人看護・介護人材の受け入れ 布尾勝一郎著 ひつじ書房 2016 498.14||メ
大人のメンタルヘルス常識 : 心の風邪をこじらせないための処方箋トキオ・ナレッジ著 宝島社 2016 498.39||オ
仕事人間のバーンアウト 横山敬子著 白桃書房 2003 498.8||シ
「病院船」が日本を救う : 海洋国・災害多発国日本に今必要なもの(へるす出版新書:022)砂田向壱編 へるす出版事業部2015 498.89||ビ

アロマセラピーのための精油ハンドブック 日本アロマセラピー学会編丸善出版 2016 499.87||ア

データでみる県勢 2017年版 矢野恒太記念会編 国勢社 2016 R351||デ||2017

保険と年金の動向 2016/2017(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,第63巻第14号)厚生統計協会編 厚生統計協会 2016 R364||ホ||2016-17

図表で見る医療保障 平成28年度版 健康保険組合連合会編 ぎょうせい 2016 R364.4||ズ||2016

全国学校総覧 2017年版 東京教育研究所/原書房 (発売)2016 R370.35||ゼ||2017

医療と医薬品 : 数字に見る 2016 アステラス製薬株式会社2016 R490.59||イ||2016

系統別看護師国家試験問題集 : 必修問題・過去問題・国試でるでたBOOK 2017年版『系統看護学講座』編集室編集医学書院 2016 R492.9||N039||ケ2017

生活習慣病のしおり 2016・17 社会保険出版社2016 R493.18||セ||2016-17

認知症ケア用語辞典 日本認知症ケア学会認知症ケア用語辞典編纂委員会編ワールドプランニング2016 R493.75||ニ
現代用語の基礎知識 2017 自由国民社編 自由国民社 2016 R813.7||ゲ||2017

　視聴覚資料
新人看護師を対象とした「複数患者の検温」シミュレーションの進め方[日本看護協会出版会編] 日本看護協会出版会 (発売)2014 DVDNo.126

スマホ断食 : ネット時代に異議があります 藤原智美著 潮出版社 2016 007.3||ス
メタデータとウェブサービス(わかる!図書館情報学シリーズ:第3巻)日本図書館情報学会研究委員会編勉誠出版 2016 014||メ
電子書籍と電子ジャーナル(わかる!図書館情報学シリーズ:第1巻)日本図書館情報学会研究委員会編勉誠出版 2014 014.7||デ
コピペと捏造 : どこまで許されるのか表現世界の多様性を探る 時実象一著 樹村房 2016 021.5||コ
ベーシック心理学 第2版 二宮克美編著/山田ゆかり [ほか] 著医歯薬出版 2016 140||ベ
マンガでやさしくわかるアドラー心理学 [1] 岩井俊憲著/星井博文シナリオ制作/深森あき作画日本能率協会マネジメントセンター2016 146.1||マ||1

マンガでやさしくわかるアドラー心理学 2 岩井俊憲著/星井博文シナリオ制作/深森あき作画日本能率協会マネジメントセンター2016 146.1||マ||2

マンガでやさしくわかるアドラー心理学 人間関係編 岩井俊憲著/星井博文シナリオ制作/深森あき作画日本能率協会マネジメントセンター2016 146.1|マ||3

〆切仕事術 上阪徹著 左右社 2016 336.2||シ
ハーフが美人なんて妄想ですから!! : 困った「純ジャパ」との闘いの日々(中公新書ラクレ:420)サンドラ・ヘフェリン著中央公論新社 2012 361.42||ハ
ルポ過労社会 : 八時間労働は岩盤規制か(ちくま新書:1138) 中澤誠著 筑摩書房 2015 366.32||ル
かかわりの途上で : こころの伴走者、PSWが綴る19のショートストーリー(へるす出版新書:003)相川章子, 田村綾子, 廣江仁著へるす出版事業部/へるす出版 (販売)2009 369.28||カ
子どもの貧困ハンドブック 松本伊智朗 [ほか] 編著/「なくそう!子どもの貧困」全国ネットワーク編かもがわ出版 2016 369.4||コ
徹底調査子供の貧困が日本を滅ぼす : 社会的損失40兆円の衝撃(文春新書:1092)日本財団子どもの貧困対策チーム著文藝春秋 2016 369.4||テ
ネグレクトされた子どもへの支援 : 理解と対応のハンドブック 安部計彦, 加藤曜子, 三上邦彦編著明石書店 2016 369.4||ネ
ユネスコ世界遺産年報 2017 日本ユネスコ協会連盟編日本ユネスコ協会連盟2016 709||セ||2017

　調べるための本

　その他

　眼科学・耳鼻咽喉科学　(請求記号　４９６)

　衛生学・公衆衛生・法医学　(請求記号　498)

　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
コウノドリ 16(モーニングKC: 2673) 鈴ノ木ユウ著 講談社 2016 726.1||コ||16

はたらく細胞 04(シリウスKC:560) 清水茜著 講談社 2015 726.1||ハ||4

アメリカの大学生が学んでいる「伝え方」の教科書 スティーブン E.ルーカス著SBクリエイティブ2016 809.4||ア
語彙力こそが教養である(角川新書:[K-56]) 齋藤孝 [著] KADOKAWA 2015 814||ゴ
望み 雫井脩介著 KADOKAWA 2016 913.6||シ
松田さんの181日 平岡陽明著 文芸春秋 2016 913.6||ヒ
できれば晴れた日に : 自らの癌と闘った医師とそれを支えた主治医たちの思い(へるす出版新書:007)板橋繁著 へるす出版 2009 916||イ
いま、希望を語ろう : 末期がんの若き医師が家族と見つけた「生きる意味」ポール・カラニシ著/田中文訳早川書房 2016 936||カ

 もうすぐ、卒業シーズンですね・・・。おすすめ本は、ヴィクトール・E・フランクル（Viktor 

E. Frankl）の「夜と霧」新版 池田香代子訳(2002年初版) みすず書房＜翻訳ドキュメント＞ 

です。終戦直後に初版された霜山徳爾訳もありますが、池田訳の方が読みやすいと思います。心理 

学者・精神科医のフランクルが、アウシュビッツほか強制収容所での過酷な体験をしたなかで、生

きることに絶望するようなときに、「・・・それでも生にしかりと言う」。将来、医療に関わる皆

さんには是非読んでいただきたい。 

 さて私自身、時を経るにつれ、自分の力で生きてきたのではなく、生かされている、自分が選ん

で現在に至ったのではなく、そうなるべくされているという思いが強くなってきました。今、そし

て未来になすべきことがあり、それをなすことがこれからの“私の人生”なのでしょう。 

地下にある図書館ですが、文字通り、学生皆さんの「縁の下の力持ち！」です。勉学だけでなく、

人生を支えてくれる書物がたくさんあります。時間にゆとりがあるときなどに、書架の隅から隅ま

でふらっと回りながらジャンルを問わず眺めてみてはいかが？気になるタイトル、手にとって見て

みたくなる本がきっとあるはず。ネット検索などでは得られない至福の出会いがあるかも知れませ

ん。私は映画DVDも楽しませていただきました（図書館の蔵書・資料達、ありがとう）。 

＜最後に、歴代の図書館館長はじめ図書館司書、図書委員ならびに関係された多くの方々に感謝申

し上げます。＞ 
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未回答

利 内 用 案 

長期貸出を行います。 

 2月3日（金）～ 3月17日（金） 貸出冊数7冊 

 返却期限日は 4月17日（金）です。 

  ※3年生は 3月3日（金）となるのでご注意ください。 

開館時間に変更がありますのでご注意ください 

2/10（金）16:30 閉館 

2/20（月）～ 3/17（金）17:00 閉館 

3/21（火）～ 4/4（火）休館 

利用サービスに対して多くのご要望やお気づき 
の点をありがたく頂戴しました。 

みなさんにいつでも気持ちよくご利用いただき、

分かりやすい図書館づくりにこれからも尽力 
していきますので、困ったことなどありましたら 
お気軽にカウンターまでお声がけください。 

19% 

79% 

1% 1% 

データベース検索は 

活用できていますか？ 

活用している 活用していない 

サポートしてほしい 未回答 
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