
書名 著者名 出版社 出版年 請求記号

第106回看護国試全問解説集 さわ研究所編 啓明書房 2017 492.9||N039||カ
Question bank select 必修 : 看護師国家試験問題集 2018(第13版)医療情報科学研究所編集Medic Media 2014 492.9||N039||ク2018

シンキングノート-看護師国家試験問題集解答・解説 : 第100回から105回完全出題基準別すべて掲載第106回解答・解説付き(シンキングノートシリーズ:No.5)佐藤政美監修・執筆看創社 2017 492.9||N039||シ
看護学生スタディガイド 2018 : [セット] 池西静江, 石束佳子編集照林社 2017 492.9||N039||ナ2018

育児の生理学 : 医学から説く科学的育児論 改訂版(現代社白鳳選書:2)瀬江千史著 現代社 2017 492.9||N080||ゲ2

自然死を創(つく)る終末期ケア : 高齢者の最期を地域で看取る(現代社白鳳選書:27)川上嘉明著 現代社 2008 492.9||N080||ゲ27

人間ひとりひとり : 現象学的精神病理学入門(現代社白鳳選書:6)ヴァン・デン・ベルク著/早坂泰次郎,田中一彦訳現代社 1976 492.9||N080||ゲ6

からだのしくみマスターブック 高辻功一監修 滋慶出版/つちや書店2017 492.9||N192||カ
看護に必要な漢字で覚える解剖ドリル(プチナースBooks:Basic)菊地よしこ著 照林社 2017 492.9||N192||カ
看護学生のための解剖学ドリル(メディカル・ポケットブックシリーズ)飯島治之著 : 飯島美樹著技術評論社 2017 492.9||N192||カ

看護技術ベーシックス 新訂版 第2版 藤野彰子, 長谷部佳子, 間瀬由記編著サイオ出版 2017 492.9||N210||カ
ナースポケットマニュアル 北里大学病院看護部編集 : 北里大学東病院看護部編集医学書院 2017 492.9||N210||ナ
臨床看護の本質 : 患者援助の技術 改訳第2版 アーネスティン・ウィーデンバック著/外口玉子,池田明子訳現代社 2017 492.9||N210||リ
書いて覚える!ハローキティのモニター心電図ノート : “リクツ"がわかるから、無理なく身につく!徳野慎一著 ナツメ社 2017 492.9||N212||カ
画像のみかた : 早わかり : マンガでわかる、正常・異常ポイント!(Smart nurse Books:08)長嶺貴一編著 メディカ出版 2011 492.9||N212||ガ
検査値ガイドブック 第2版 江口正信, 水口國雄編著サイオ出版 2017 492.9||N212||ケ
素敵ナースの練習帳 : 人工呼吸管理・急変対応・ドレーン管理・心電図対応学研メディカル秀潤社/学研プラス (発売)2017 492.9||N212||ス
スッキリわかるモニター心電図 徳野慎一著 照林社 2013 492.9||N212||ス
ねじ子とパン太郎のモニター心電図 改訂版(ナース専科BOOKS)大上丈彦著・構成 : 森皆ねじ子著・絵エス・エム・エス2017 492.9||N212||ネ
残念なナースが職場のリーダーに変わる「魔法の会話術」(New Medical Management)葛田一雄著 ぱる出版 2017 492.9||N214||ザ
看護学生のための疾患別看護過程 ナーシングプロセス 第2版 1(看護学生のためのよくわかるBOOKs)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||N220||カ1、2

疾患病態生理パーフェクトガイド : 関連図と検査で理解する道又元裕監修 総合医学社 2017 492.9||N220||シ
よくわかる看護組織論(やわらかアカデミズム・「わかる」シリーズ)久保真人 [ほか] 編著ミネルヴァ書房2017 492.9||N231||ヨ
書いて覚える!ハローキティの人工呼吸器ノート 南雲秀子, 中西美貴著ナツメ社 2017 492.9||N235||カ
ゼロからわかる人工呼吸器ケア 小谷透監修 成美堂出版 2017 492.9||N235||ゼ
アクティブ・ラーニング時代の看護教育 : 積極性と主体性を育てる授業づくり新井英靖編著 ミネルヴァ書房2017 492.9||N240||ア
看護学生のための臨地実習ガイド : 先輩たちの事例から学ぶ塚本康子, 中山和美編桐書房 2017 492.9||N246||カ
迷ったら必見!ナースキャリア : 事例でわかる看護職の働き方ガイド草柳かほる, 原美鈴, 八幡成美編著東京医学社 2017 492.9||N248||マ
看護職者のための政策過程入門 : 制度を変えると看護が変わる! 第2版見藤隆子 [ほか] 執筆日本看護協会出版会2017 492.9||N263||カ

運動器系/皮膚/眼/耳鼻咽喉/歯・口腔(看護学テキストnice. 疾病と治療:4)松田暉 [ほか] 総編集南江堂 2010 492.9||N540||シ4

ナースの内科学 改訂10版 奈良信雄編著 中外医学社 2017 492.9||N540||ナ
看護師・研修医・臨床工学技士のための実践!カテーテルアブレーション治療とケア : 「むずかしい」が「おもしろい」に変わる! : 「カテ室再現会話」とひと目でわかる「疾患別診断・治療のポイント」で予習はカンペキ!貝谷和昭, 柴田正慶編著メディカ出版 2017 492.9||N545||カ
技師&ナースのための消化器内視鏡ガイド : 検査治療看護 改訂第2版田村君英編集 学研メディカル秀潤社/学研マーケティング (発売)2017 492.9||N548||ギ
消化器ナースのギモン : 日ごろの?をまとめて解決 西口幸雄, 久保健太郎編著照林社 2017 492.9||N548||シ
早引き消化器看護ケア事典 : 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||N548||ハ
最新知識と事例がいっぱいリウマチケア入門 : リウマチ治療はここまで変わった!神崎初美, 三浦靖史編集メディカ出版 2017 492.9||N553||サ
スキンケアガイドブック : オールカラー 日本創傷・オストミー・失禁管理学会編照林社 2017 492.9||N562||ス
看護職プロフェッションの誕生 : 国立がんセンター創成期の看護職群像関口恵子著 学研プラス 2017 492.9||N571||カ

川崎市立看護短期大学図書館

　成人看護学　 (N ５００番台 )

　看護学　総記・叢書・全集　(N０００番台)
　看護学

　看護理論　　 (N1 ００番台 )

　看護技術・教育・研究　 (N ２００番台 )

2017． 
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。 

図書館に入った 

  新しい本 

1



書名 著者名 出版社 出版年 請求記号

実践!高齢者のフィジカルアセスメント : 手技と事例で学ぶ : 老化を理解して、異常を見逃さない!角浜春美著/大西基喜医学監修・著メディカ出版 2017 492.9||N640||ジ
老年看護 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)正木治恵編集 照林社 2017 492.9||N640||ロ
マンガで早わかり看護師のための認知症のある患者さんへの対応Do & Do not : 「とりあえず」でケアしていませんか?困ったケースへの対処法(Smart nurse Books:24)浅野均編著 メディカ出版 2015 492.9||N680||マ

精神看護学 第2版(ナーシング・ポケットマニュアル) 田中美恵子, 浜田由紀編著医歯薬出版 2017 492.9||N700||セ
精神看護キーワード : 多職種間で理解を共有するために知っておきたい119用語川野雅資総編集日本看護協会出版会2017 492.9||N700||セ
せん妄ケア : チームで取り組む : 予防からシステムづくりまで長谷川真澄, 粟生田友子編著医歯薬出版 2017 492.9||N740||セ

ICFモデルを用いた在宅看護過程の展開 改訂版 関永信子著 ふくろう出版 2017 492.9||N820||ア
現場に学ぶ訪問リハセラピストのフィジカルアセスメント宇田薫著 三輪書店 2017 492.9||N820||ゲ
家族看護学 改訂版(看護学実践 : Science of Nursing-) 櫻井しのぶ編 PILAR PRESS2017 492.9||N860||カ

看護職・看護学生のための「痛みケア」 守本とも子編著PILAR PRESS2017 492.9||N930||カ
看護の現場ですぐに役立つドレーン管理のキホン : 患者さんを安心させる処置法が身に付く!(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 : 長尾和宏監修秀和システム 2017 492.9||N951||カ
はじめての手術看護(カラービジュアルで見てわかる!) 倉橋順子, 近藤葉子著メディカ出版 2009 492.9||N951||ハ
はじめてのドレーン管理(はじめてのシリーズ) 清水潤三, 曽根光子著メディカ出版 2007 492.9||N951||ハ
はじめてのICU看護(カラービジュアルで見てわかる!) 石井はるみ編著メディカ出版 2017 492.9||N953||ハ
シシリー・ソンダース初期論文集:1958-1966 : トータルペイン 緩和ケアの源流をもとめてシシリー・ソンダース著 : 小森康永編訳北大路書房 2017 492.9||N980||シ
ナースのためのシシリー・ソンダース : ターミナルケア 死にゆく人に寄り添うということシシリー・ソンダース著, 小森康永編訳北大路書房 2017 492.9||N980||ナ

ネッター解剖学アトラス Frank H. Netter著/相磯貞和訳エルゼビア・ジャパン/南江堂 (発売)2016 491.1||ネ
標準解剖学(Standard textbook) 坂井建雄執筆 医学書院 2017 491.1||ヒ
なるほどなっとく!解剖生理学 多久和典子, 多久和陽著南山堂 2017 491.31||ナ
嚥下障害エクササイズ&ストレッチマスターBOOK : 写真でわかる!1冊で習得する!鈴木重行編・著監修 : gene編集gene 2017 491.343||エ
摂食嚥下ビジュアルリハビリテーション 稲川利光編集 学研メディカル秀潤社/学研プラス (発売)2017 491.343||セ

運動器・整形外科 第1版(病気がみえる:v. 11) 医療情報科学研究所編Medic Media 2017 492||ビ||11

今日の臨床検査 第15版 2017-2018 矢冨裕 [ほか] 編集南江堂 2015 492.1||コ||2017-2018

こういうことだったのか!!酸素療法 小尾口邦彦著 中外医学社 2017 492.55||コ

新臨床内科学 第9版 貫和敏博 [ほか] 編医学書院 2009 493||シ
石井均糖尿病ビジュアルガイド : 患者さんの疑問にどう答えますか? 第2版石井均著 医歯薬出版 2017 493.123||イ
糖尿病治療の手びき : 患者さんとその家族のための 改訂第57版日本糖尿病学会編・著南江堂 2017 493.123||ト
肥満症診療ガイドライン 2016 日本肥満学会編ライフサイエンス出版2016 493.125||ヒ
朽ちていった命 : 被曝治療83日間の記録(新潮文庫:8047, え-16-1)NHK「東海村臨界事故」取材班著新潮社 2006 493.195||ク
超実践的!抗凝固薬の使いかた : NOAC・DOACについて知りたかったのはその特徴を踏まえた選択法(Circulation up-to-date books:17)池田隆徳編著 メディカ出版 2017 493.23||チ
咳のみかた, 考えかた 倉原優著 中外医学社 2017 493.3||セ
病気を見きわめる胃腸のしくみ事典 宮崎招久監修 : 川邉正人監修技術評論社 2017 493.4||ビ
精神科レジデントマニュアル 三村将編集 医学書院 2017 493.7||セ
今日の精神疾患治療指針 第2版 樋口輝彦 [ほか] 編集医学書院 2016 493.72||コ
すぐわかる脳出血・脳梗塞の防ぎ方 : 尊い命を未然に防ぐために今日からすぐできる知恵とコツ(実用No.1)主婦の友社編 主婦の友社 2017 493.73||ス
プール活動レベル : 認知症をもつ人の活動評価から個別支援まで : チームでよりよいケアを実践するためにJackie Pool 原著/小川真寛訳医歯薬出版 2017 493.75||プ
18トリソミー : 子どもへのよりよい医療と家族支援をめざして櫻井浩子, 橋本洋子, 古庄知己編著メディカ出版 2014 493.94||ジ

ケーススタディで学ぶがん患者ロジカル・トータルサポート : 患者との会話から症状を読み取り処方提案しよう!高瀬久光, 井手口直子編著じほう 2017 494.5||ケ
今日の整形外科治療指針 第7版 土屋弘行 [ほか] 編医学書院 2016 494.7||コ

これからはじめる周産期メンタルヘルス : 産後うつかな?と思ったら宗田聡著 南山堂 2017 495.5||コ
妊娠・授乳と薬の知識 : 飲んで大丈夫?やめて大丈夫? 第2版村島温子, 山内愛, 中島研編集医学書院 2017 495.6||ニ

病気を見きわめる目のしくみ事典 若倉雅登監修 技術評論社 2017 496||ビ

「終活」としての在宅医療 : かかりつけ医で人生が変わる太田秀樹著 : 蜂須賀裕子聞き書きかもがわ出版 2017 498||シ
医師が伝える実践クリニカルニュートリション : 全身状態からみる栄養管理 改訂版谷口英喜著 日本医療企画 2017 498.58||イ
ますます!ねころんで読めるCDCガイドライン(やさしい感染対策入門書:4)矢野邦夫著 メディカ出版 2017 498.6||ヤ||4

　状態別看護　 (N ９００番台 )

　老人看護学　（Ｎ６００番台）

　精神看護学　 ( Ｎ７００番台 )

 地域看護学・家庭看護学　（Ｎ８００番台）

　衛生学・公衆衛生・法医学　 ( 請求記号　４９６ )

　衛生学・公衆衛生・法医学　(請求記号　４９８)

　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 )

　外科学　(請求記号　４９４)

　婦人科学・産科学　 ( 請求記号　４９５ )
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書名 著者名 出版社 出版年 請求記号

閉校記念誌 : 創立六十周年 准看護学校閉校(創立六十周年)記念誌編集委員会企画・編集川崎市医師会附属准看護学校2017 R090||ヘ
看護法令要覧 平成29年版 井上幸子 [ほか] 編日本看護協会出版会2017 R492.9||N261||カ2017

中動態の世界 : 意志と責任の考古学(シリーズケアをひらく)國分功一郎著 医学書院 2017 104||チ
あらゆる状況に対応できるシンプル身体介助術 岡田慎一郎著 医学書院 2017 369||ア
異変トレーニング 小島三知著 文芸社 2017 369.26||イ
高次脳機能障害支援の道しるべ : 学校生活編 : 復学,日常・学校生活から進学までライフイベント別生涯サポートのヒント長野友里編著 メディカ出版 2017 369.27||コ
育児の認識学 : こどものアタマとココロのはたらきをみつめて海保静子著 現代社 1999 376.11||イ
花粉症は環境問題である(文春新書:619) 奥野修司著 文藝春秋 2008 519.21||カ
Twitterツイッター基本&便利技 改訂4版(今すぐ使えるかんたんmini)リンクアップ著技術評論社 2017 547.48||ツ
LINE楽しい&やさしい100%入門ガイド : この一冊で最新LINEがすぐわかる!リンクアップ著技術評論社 2017 547.48||ラ
ニュースで学ぶ!最新病気の常識 池谷敏郎著 祥伝社 2017 598.3||ニ
難病患者の恋愛・結婚・出産・子育て : 若年性パーキンソン病を生きる患者と家族の物語秋山智編著 あっぷる出版社2017 598.4||ナ
はじめてのメルカリの使い方(BASIC MASTER SERIES:466)桑名由美著 秀和システム 2016 673.36||ハ
創造的論文の書き方 伊丹敬之著 有斐閣 2001 816.5||ソ
ホライズン 小島慶子著 文藝春秋 2017 913.6||コ
プラチナデータ(幻冬舎文庫:ひ-17-1) 東野圭吾 [著] 幻冬舎 2012 913.6||ヒ
劇場 又吉直樹著 新潮社 2017 913.6||マ
さらに・大人問題(講談社文庫:[こ-57-2]) 五味太郎[著] 講談社 2005 914.6||ゴ
大人問題(講談社文庫:Y495) 五味太郎著 講談社 2001 914.6||ゴ

　調べるための本

その他

一言に健康リフレッシュ言っても 
その方法は人によって様々です。 

今回は美術館・博物館めぐり、 
ヨガや呼吸法、料理・お菓子作りを 

中心に取り上げていますが、 
図書館には他にも様々なジャンルの 

図書があります。 
ぜひ図書館で自分にあった健康 
リフレッシュ法をみつけましょう！ 

わたしの健康リフレッシュ法 
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図書館カレンダー 

図書館からのお知らせ 

図書館新システム導入の為 

8/23(水)9：00～9/4(月)まで 

OPACが停止いたします。 

 ※日程は多少前後する可能性が 

  あります。 

西端 泉先生 
映画「私の中のあなた」  
監督 ： ニック・カサヴェテス 

出版社 ： ギャガ・コミュニケーションズ 

出版年 ： 2009 

分類 ： G||332 
 

 

福永 ひとみ先生   

「マンガでやさしくわかるアドラー心理学」  
著者 ： 岩井 俊憲  出版社 ： 日本能率協会マネジメントセンター 

出版年 ： 2014  分類 ： 146.1||マ||1-3 

 西端は、生活療法室で自分の有酸素運動をする際には、１時間もくもくと運動するのも 
おもしろくないので、洋画や洋ドラを見ます。映画だと週に２本のペースになるので、年間で 
20〜25本も見ます。それらの中から学生の皆さんも興味深く見られるのではと思えたものを 
紹介します。既に図書館にお願いして購入を進めていただいています。 
 「私の中のあなた」は白血病の姉をもつ11歳の妹が主人公で、「きっと、星のせいじゃない」 
は17歳の末期がんの少女が主人公。末期がんを有する人に対する看護という視点でも、 
子どもの人権や医療の倫理という視点でも、そして単純に家族愛という視点でも、興味深く 
見られると思います。 
 

 アドラーは, 幼少期からの声帯の痙攣とくる病による劣等感に苦しんだが,父親らの勇気 
づけを受けて,フロイトやユングと並ぶ,現代の「個人心理学」を確立した精神科医・心理学者 
です。この本は,アドラー心理学の全体像と実生活への活かし方について,マンガを織り交ぜてわか
りやすく解説された本です。「勇気づけは,ほめることと違い,困難を克服する活力を与える。 
共感的で対等な関係性に成り立つ．」お手に取ってごらんなさい、あなたの人生はこれから 
ですよ！  

映画「きっと、星のせいじゃない」  
監督 ： ジョシュ・ブーン 
出版社 ： 20世紀フォックスホームエンターテイメントジャパン 
出版年 ： 2015 

分類 ： G||460 
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