
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

看護師・看護学生のためのレビューブック 第19版 2018 岡庭豊編集 メディックメディア2017 492.9||N039||カ2018

看護師国家試験パーフェクト!必修問題対策 2018 メヂカルフレンド社編集部編メヂカルフレンド社2017 492.9||N039||カ2018

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 2018年版『系統看護学講座』編集室編集医学書院 2017 492.9||N039||ケ2018

必修ラ・スパ : 看護国試でるでるデータ 2018 井上大輔編著 TECOM (発行)/医学評論社 (発売)2017 492.9||N039||ヒ2018

ラ・スパ : 看護国試でるでるデータ満載 2018 ラ・スパ編集委員会編 T・M・S (発行)/医学評論社 (発売)2017 492.9||N039||ラ2018

いのち輝くいい話 : 忘れられない看護エピソード [1] 日本看護協会編 河出書房新社 2017 492.9||N049||イ1

基礎看護学 第7版(なぜ?どうして? : 看護師・看護学生のための:1)医療情報科学研究所編 メディックメディア2017 492.9||N080||ナ1

成人看護学総論 第7版(なぜ?どうして? : 看護師・看護学生のための:2)医療情報科学研究所編 メディックメディア2017 492.9||N080||ナ2

消化管/肝胆膵/循環器 第7版(なぜ?どうして? : 看護師・看護学生のための:3)医療情報科学研究所編 メディックメディア2017 492.9||N080||ナ3

内分泌・代謝/腎・泌尿器 第7版(なぜ?どうして? : 看護師・看護学生のための:4) メディックメディア2017 492.9||N080||ナ4

免疫/血液/感染症/呼吸器 第7版(なぜ?どうして? : 看護師・看護学生のための:5) メディックメディア2017 492.9||N080||ナ5

脳・神経/運動器/感覚器 第7版(なぜ?どうして? : 看護師・看護学生のための:6)医療情報科学研究所編集メディックメディア2017 492.9||N080||ナ6

老年看護学/小児看護学 第7版(なぜ?どうして? : 看護師・看護学生のための:7)医療情報科学研究所編集メディックメディア2017 492.9||N080||ナ7

女性生殖器/母性看護学 第7版(なぜ?どうして? : 看護師・看護学生のための:8)医療情報科学研究所編集メディックメディア2017 492.9||N080||ナ8

精神看護学/在宅看護論 第7版(なぜ?どうして? : 看護師・看護学生のための:9)医療情報科学研究所編集メディックメディア2017 492.9||N080||ナ9

看護の統合と実践/健康支援と社会保障 第7版(なぜ?どうして? : 看護師・看護学生のための:10)医療情報科学研究所編集メディックメディア2017 492.9||N080||ナ10

ナースのための基本薬 木津純子編集 照林社 2017 492.9||N195||ナ

新人ナースの心構え 第2版 高橋恵子編集 日本看護協会出版会2017 492.9||N210||シ

ナースが書いた看護に活かせる輸液ノート 渡辺朔太郎著 照林社 2017 492.9||N212||ナ

こんな看護師は100%嫌われる : チーム医療を円滑にするための医師とのコミュニケーション術安田透著 ライティング/星雲社 (発売)2017 492.9||N214||コ

シミュレーション教育の効果を高めるファシリテーターSkills & Tips内藤知佐子, 伊藤和史著 医学書院 2017 492.9||N245||シ

写真でわかる小児看護技術アドバンス : 小児看護に必要な臨床技術を中心に!(DVD BOOK)佐々木祥子編著/山元恵子監修インターメディカ2017 492.9||N440||シ

小児看護 第2版(パーフェクト臨床実習ガイド : ライフステージに沿った看護技術と看護の展開)飯村直子, 江本リナ, 西田志穂編集照林社 2017 492.9||N440||シ

発達段階からみた小児看護過程+病態関連図 第3版 浅野みどり, 杉浦太一, 山田知子編集医学書院 2017 492.9||N440||ハ

成人看護技術 : 生きた臨床技術を学び看護実践能力を高める 改訂第2版(看護学テキストnice. 成人看護学)野崎真奈美 [ほか] 編集 南江堂 2017 492.9||N540||セ

意識レベル・神経症状のとりかた・みかた : ナースのためのベッドサイドで活用できる : QRコードでWEB動画にかんたんアクセス : もう評価に迷わない!変化をぜったいに見逃さない!百田武司編著 メディカ出版 2017 492.9||N541||イ

1日でマスターする心不全の基本知識と患者ケア : 5stepで学ぶ最もやさしいテキスト佐藤直樹, 石原嗣郎, 石田洋子執筆総合医学社 2017 492.9||N545||イ

早引き循環器看護ケア事典 : オールカラー(ナース3年目からのスキルアップ!)道又元裕監修 ナツメ社 2017 492.9||N545||ハ

はじめての消化器外科看護(カラービジュアルで見てわかる!) 労働者健康安全機構関西労災病院看護部編著メディカ出版 2017 492.9||N548||ハ

結核感染対策スマートガイド : 看護の現場ですぐ実行! 永井英明編 ヴァンメディカル2017 492.9||N557||ケ

認知症ケアの手引き : 多職種チームで取り組む 鈴木みずえ編集 日本看護協会出版会2017 492.9||N680||ニ

公衆衛生 第8版(よくわかる専門基礎講座) 松木秀明編 金原出版 2017 492.9||N800||コ

在宅看護の実習ガイド : 教員・訪問看護師・学生すべてが活用できる : 事例とSTEPで可視化・言語化する(C.C.MOOK)清水準一, 柏木聖代, 川村佐和子編日本看護協会出版会2017 492.9||N820||ザ

写真でわかるリハビリテーション看護アドバンス : 看護に生かすリハビリテーションの知識と技法(DVD BOOK)林泰史監修 インターメディカ2017.3 492.9||N920||シ

手術看護1UP : 現役オペナースが教える!一皮むける現場力アップ本はらカトリーナいそこ著医学教育出版社2017.3 492.9||N951||シ

やさしくわかるICU看護 : オールカラー 松木恵里編 ナツメ社 2017.4 492.9||N953||ヤ

フライトナースハンドブック : 救急現場での活動と搬送のために日本航空医療学会フライトナースハンドブック編集委員会編集へるす出版 2017.1 492.9||N954||フ

　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 )

　小児看護学　（Ｎ４００番台）

　成人看護学　 ( Ｎ５００番台 )

　状態別看護　 ( Ｎ９００番台 )

　老人看護学　（Ｎ６００番台）

 地域看護学・家庭看護学　（Ｎ８００番台）

請求記号順にならんでいます 

1



書名 著者名 出版社 出版年 請求記号

臨床事例で学ぶ医療倫理・法医学 一杉正仁編著/池谷博[ほか]著テコム出版事業部2017 490.15||リ

査読者が教える医学論文のための研究デザインと統計解析 森本剛著 中山書店 2017 490.7||サ

集中講義生化学 : カラーイラストで学ぶ 改訂2版 鈴木敬一郎 [ほか] 編著 メジカルビュー社2017 491.4||シ

循環器 第4版(病気がみえる:v. 2) 医療情報科学研究所編 メディックメディア2017 492||ビ||2

血液 第2版(病気がみえる:v. 5) 医療情報科学研究所編 Medic Media 2017 492||ビ||5

薬の影響を考える臨床検査値ハンドブック 第3版 木村聡監修・編集/三浦雅一編集じほう 2017 492.1||ク

　内科学・精神医学・小児科学　(請求記号　４９３) デニス L. カスパー [ほか] 編メディカル・サイエンス・インターナショナル2017 493||ハ||1

ハリソン内科学 第5版 2 デニス L. カスパー [ほか] 編メディカル・サイエンス・インターナショナル2017 493||ハ||2

循環器疾患ビジュアルブック 第2版 山崎正雄, 柴田講編集 学研メディカル秀潤社/学研プラス (発売)2017 493.2||ジ

こころの病を診るということ : 私の伝えたい精神科診療の基本 青木省三著 医学書院 2017 493.72||コ

脳卒中 第3版(リハ実践テクニック) 千田富義, 高見彰淑編集 メジカルビュー社2017 493.73||ノ

旅のことば : 認知症とともによりよく生きるためのヒント 井庭崇, 岡田誠編著/慶應義塾大学井庭崇研究室, 認知症フレンドリージャパン・イニシアチブ著丸善出版 2017 493.75||タ

認知症 : 本人と家族の生活基盤を固める : 多職種連携 山川みやえ, 繁信和恵編著日本看護協会出版会2017 493.75||ニ

発達障害(文春新書:1123) 岩波明著 文藝春秋 2017 493.76||ハ

感染対策のレシピ 第2版 矢野邦夫著 リーダムハウス2017 493.8||カ

わかる!身につく!病原体・感染・免疫 改訂3版 藤本秀士編著/目野郁子, 小島夫美子著南山堂 2017 493.8||ワ

子どものための精神医学 滝川一廣著 医学書院 2017 493.937||コ

フットケアと足病変治療ガイドブック 第3版 日本フットケア学会編集医学書院 2017 494.67||フ

診療所で診る皮膚疾患 第2版 中村健一著 日本医事新報社2017 494.8||シ

聴覚検査の実際 改訂4版 日本聴覚医学会編 南山堂 2017 496.6||チ

医療を学ぶあなたへ 末広謙編著/伊東久男 [ほか] 著二瓶社 2017 498||イ

健康格差社会への処方箋 近藤克則著 医学書院 2017 498||ケ

シンプル衛生公衆衛生学 2017 鈴木庄亮, 久道茂編集 南江堂 2017 498||シ||2017

精神科病院で人生を終えるということ : その死に誰が寄り添うか東徹著/日経メディカル編集日経BP社/日経BPマーケティング (発売)2017 498.16||セ

手洗いの疫学とゼンメルワイスの闘い 玉城英彦著 人間と歴史社 2017 498.6||テ

世界年鑑 2017 共同通信社編 共同通信社 2017 R059||セ||2017

川崎市立看護短期大学紀要 Vol.22 No.1 川崎市立看護短期大学紀要編集委員会編川崎市立看護短期大学2017 R090||カ||22(1)

病院年報 第50号(2014) 川崎市立川崎病院編集 川崎市立川崎病院2017 R091||ビ||50

病院年報 第51号(2015) 川崎市立川崎病院編集 川崎市立川崎病院2017 R091||ビ||51

日本の統計 2017 総理府統計局編 大蔵省印刷局 2017 R351||ニ||2017

QUESTION BANK看護師国家試験問題解説 2018(第18版) 医療情報科学研究所編集 Medic Media 2017 R492.9||N039||ク2018

看護関係統計資料集 平成28年 日本看護協会出版会2017 R492.9||N054||カ2016

かながわ環境白書 平成28年版 神奈川県 [編] 神奈川県環境部環境総務室2017 R519.1||カ||2016

図書館等のためのわかりやすい資料提供ガイドライン 図書館等のためのわかりやすい資料提供ガイドライン作成委員会編日本障害者リハビリテーション協会2017 015||ト

プレゼンテーション・パターン : 創造を誘発する表現のヒント(パターン・ランゲージ・ブックス)井庭崇, 井庭研究室著 慶應義塾大学出版会2013 361.4||プ

孤独死ガイド : 一人で生きて死ぬまで 松田ゆたか著 幻冬舎メディアコンサルティング2017 367.7||コ

コウノドリ 17 鈴ノ木ユウ著 講談社 2017 726.1||コ||17

か「」く「」し「」ご「」と「 住野よる著 新潮社 2017 913.6||ス

6 シックス(集英社文庫:[は38-2]) 早見和真著 集英社 2015 913.6||ハ

　その他

　衛生学・公衆衛生・法医学　(請求記号　４９８)

　外科学　(請求記号　４９４)

　内科学・精神医学・小児科学　 ( 請求記号　４９３ )

　衛生学・公衆衛生・法医学　 ( 請求記号　４９６ )

　調べるための本

　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）
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熱中症を正しく 
理解し予防に 
努めましょう 

岩 瀬 先 生 

松 
本 先 生 

新年度が始まり、早3か月みなさんはどのような毎日を送られていらっしゃいますか？ 

わたくしはこの本を昨年手にしました。大学生が入学して最初に学んでおくことを 

まとめたテキストです。１ 学ぶスキル、２ 書くスキル、  

３ リサーチスキル、４ 生きるスキルが記されています。 

みなさんはどのスキルに着目されるのでしょうか・・・。 

日々、短大で学習される中で、迷いがある人も、 

何も迷いがない人も一度手に取ってみてください。 

18歳からの「大人の学び」基礎講座：学ぶ,書く,リサーチする,生きる 

向後千春著 

北大路書房, 2016年 

マリー・アントワネット（上・下） 

シュテファン・ツヴァイク著, 中野京子訳 

角川文庫, 2007年 

はたらく細胞 

清水茜著 

講談社 シリウスKC, 2015年- 

細胞が擬人化したらどうなるか・・・。そんなことを考えもしなかった！！！ 

細胞の気持ちもわかるし、勉強にもなります。でも、これがすべてではないのでしっかり専門書を 

読みましょう。授業で〇〇細胞ってたくさん出てきたけど全然わかんないよぅって人におすすめです。 

みなさんは「ベルサイユのばら」の漫画・アニメを知っていますか？私は最近、アニメを最終話まで 

見て、この本を読もうと思いました。読むとツヴァイクの表現がとても具体的で、臨場感があり、 

マリー・アントワネットの生活が容易にイメージできる作品でした。ちなみに、残念ながらオスカル 

とアンドレは出てきませんよ。 

和 恵 

佳 子 
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図 書 館 

カ レ ン ダ ー 
夏季休業中の長期貸出 

7/7（金）～ 8/18（金）までの 

貸出資料は 9/12（火）返却です 

冊数は 7冊 まで 

メンタルトレーニングをはじめとした 

メンタル強化に関連する図書を集めました 

ので国家試験合格に向けて 

ぜひ参考にしてみては？ 

本番で実力を発揮したいけど 

緊張やプレッシャーに 

弱いんです！ 
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