
書名 著者名 出版社 出版年 請求記号

看護師国試必修問題完全予想450問 　2018　 看護師国家試験対策プロジェクト編 照林社 2017 492.9||N039||カ2018

これで完璧!看護国試必修完全攻略集　2018年版 さわ研究所 啓明書房 2017 492.9||N039||コ2018

直前α : 看護師国試対策ブック　2018 : 公衆衛生・関係法規・社会福祉 今西春彦編著 メディカ出版 2017 492.9||N039||チ2018

デルカン : 国試直前対策ブック　2018 : ここが出る看護婦国家試験ポイント 御供泰治編著 メディカ出版 2017 492.9||N039||デ2018

看護者のための倫理的合意形成の考え方・進め方 吉武久美子著 医学書院 2017 492.9||N120||カ

人工呼吸器とケアQ&A : 基本用語からトラブル対策まで 岡元和文編集 総合医学社 2017 492.9||N212||ジ

意味づけ・経験知でわかる疾患別病態生理看護過程 上巻　 福地本晴美編集 日総研出版 2017 492.9||N220||イ1

看護過程の展開に沿った実習記録の書き方とポイント 横井和美監修 サイオ出版 2017 492.9||N220||カ

The 外来看護 : 時代を超えて求められる患者支援 数間恵子編著 日本看護協会出版会2017 492.9||N236||ザ

新人・学生の思考力を伸ばす指導 阿部幸恵著 日本看護協会出版会2017 492.9||N238||シ

看護のためのリフレクションスキルトレーニング 田村由美著 看護の科学社2017 492.9||N240||カ

看護学生・看護職が知りたい統計学 : 問題解決への道しるべ 山田覚著 東京図書 2017 492.9||N251||カ

実践これからの医療安全学 : 看護学生と新人看護師のために 矢野真編著 PILAR PRESS2017 492.9||N268||ジ

写真でわかる助産技術アドバンス : 妊産婦の主体性を大切にしたケア、安全で母子に優しい助産のわざ平澤美惠子著 インターメディカ2016 492.9||N390||シ

写真でわかる重症心身障害児(者)のケア : 人としての尊厳を守る療育の実践のために八代博子編著 インターメディカ2017 492.9||N440||シ

消化器外科病棟ケア 国立病院機構大阪医療センター看護部メディカ出版 2017 492.9||N548||シ

まるごと図解腎臓病と透析 日高寿美編集 照林社 2017 492.9||N556||マ

老年看護学 : 日本老年看護学会誌 / 日本老年看護学会学会誌編集委員会編 Vol.22 No.1(2017)日本老年看護学会 日本老年看護学会学会誌編集委員会医学書院 (発売)2017 492.9||N600||ロ22(1)

認知症高齢者のチーム医療と看護 : グッドプラクティスのために 亀井智子編集 中央法規出版2017 492.9||N680||ニ

看護学生のための精神看護学 東中須恵子編著 大学教育出版2017 492.9||N700||カ

精神科身体ケア 金子亜矢子 [ほか] 編集 中央法規出版2017 492.9||N740||セ

統合失調症の看護ケア 遠藤淑美編集 中央法規出版2017 492.9||N740||ト

在宅看護ビジュアルナーシング 東京訪問看護ステーション協議会編学研メディカル秀潤社学研プラス (発売)2017 492.9||N820||ザ

医療を目指す人・従事する人のためのみんなの医学書 : 医学史から臨床医学まで岡田康孝著 清風堂書店 2017 490||イ

本人の意思を尊重する意思決定支援 : 事例で学ぶアドバンス・ケア・プランニング西川満則編 南山堂 2016 490.145||ホ

カラダはすごい! : モーツァルトとレクター博士の医学講座 久坂部羊著 扶桑社 2017 490.4||カ

カラダの知恵 : 細胞たちのコミュニケーション 三村芳和著 中央公論新社2017 491.31||カ

カラー図解新しい人体の教科書　上 山科正平著 講談社 2017 491.31||カ

口から食べる幸せをサポートする包括的スキル : KTバランスチャートの活用と支援小山珠美編 医学書院 2017 491.343||ク

汗はすごい : 体温、ストレス、生体のバランス戦略 菅屋潤壹著 筑摩書房 2017 491.369||ア

なるほどなっとく!病理学 : 病態形成の基本的なしくみ 小林正伸著 南山堂 2015 491.6||ナ

免疫はがんに何をしているのか? : 見えてきた免疫のメカニズム 桂義元著 技術評論社 2016 491.65||メ

輸液カテーテル管理の実践基準 : 輸液治療の穿刺部位・デバイス選択とカテーテル管理ガイドライン日本VADコンソーシアム編南山堂 2016 492.26||ユ

　臨床医学　（請求記号　４９２）

　看護理論　　 (N1 ００番台 )

　看護技術・教育・研究　 (N ２００番台 )

　母性看護学　 (N ３００番台 )

　小児看護学　（Ｎ４００番台）

　成人看護学　 (N ５００番台 )

　老人看護学　（Ｎ６００番台）

　看護学

　看護学　総記・叢書・全集　(N０００番台)

　基礎医学　（請求記号　４９１）

　精神看護学　 ( Ｎ７００番台 )

 地域看護学・家庭看護学　（Ｎ８００番台）

　医学全般(請求記号　４９０～４９９　４９２．９を除く)

　医学全般　(請求記号　４９０)

請求記号順にならんでいます 川崎市立看護短期大学図書館
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書名 著者名 出版社 出版年 請求記号

こういうことだったのか!!NPPV 小尾口邦彦著 中外医学社 2017 492.28||コ

きちんと押せる、ホントに治せるツボの医学事典 : 完全図解 : すぐわかる!よくわかる! : 全身のツボ368のわかりやすい詳細図つき星虎男著 主婦の友社 2017 492.75||キ

　内科学・精神医学・小児科学　 ( 請求記号　４９３ )

医療系学生のための合格授業!内科学 永井恒志著 中外医学社 2017 493||イ

なるほどなっとく!内科学 浅野嘉延編 南山堂 2016 493||ナ

これが知りたかった!糖尿病診療・療養指導Q&A 吉田洋子編集 中山書店 2017 493.123||コ

高齢者における糖尿病治療薬の使い方 : 新たなカテゴリー別目標値への適切な対応のために 稲垣暢也編集 フジメディカル出版2017 493.123||コ

Q&Aでよくわかるアレルギーのしくみ: アトピー性皮膚炎、食物アレルギー、花粉症、気管支ぜんそくの最新科学斎藤博久著 技術評論社 2015 493.14||キ

イラストでわかる高齢者の生活機能向上支援 : 地域ケアでの実践と手法の活用 山田実編著 文光堂 2017 493.185||イ

ストレスのはなし : メカニズムと対処法 福間詳著 中央公論新社2017 493.49||ス

日常診療でよく出会う足病変の診かた 桑原靖編著 中外医学社 2017 493.6||ニ

突然、感情を爆発させる人々 酒井和夫著 洋泉社 2017 493.7||ト

認知行動療法のこれから : 取り組むべき課題 「精神療法」編集部編 金剛出版 2017 493.72||ニ

脳解剖から学べる高次脳機能障害リハビリテーション入門 : ライフステージに沿った支援のために 橋本圭司編著 診断と治療社 2017 493.73||ノ

専門医が語る認知症ガイドブック : diagnosis and treatment of neurocognitive disorders 池田健著 金剛出版 2017 493.75||セ

認知症になっても人生は終わらない : 認知症の私が、認知症のあなたに贈ることば 認知症の私たち著 harunosora 2017 493.75||ニ

認知症とともに生きる私 : 「絶望」を「希望」に変えた20年 クリスティーン・ブライデン著 大月書店 2017 493.75||ニ

認知症いま本当に知りたいこと101 阿部和穂著 武蔵野大学出版会2017 493.758||ニ

パーソナリティ障害 : 正しい知識と治し方 市橋秀夫監修 講談社 2017 493.76||パ

双極性障害のことがよくわかる本 野村総一郎監修 講談社 2017 493.764||ソ

イラストを見せながら説明する子どもの病気とその診かた 金子堅一郎編 南山堂 2015 493.9||イ

小児・思春期1型糖尿病の診療ガイド 日本糖尿病学会編 南江堂 2017 493.931||シ

イラストを見せながら説明する育児のポイントと健康相談 金子堅一郎編 南山堂 2015 493.98||イ

　外科学　(請求記号　４９４)

周術期医療安全Q&A70 : 周術期管理チームが創る多職種連携 駒澤伸泰編著 中外医学社 2017 494.22||シ

がんの親をもつ子どもたちをサポートする本 : 親のがん、家族の一大事を経験する子どもたちと伴走するために有賀悦子編 青海社 2017 494.5||ガ

苦い経験から学ぶ!緩和医療ピットフォールファイル 森田達也編集 南江堂 2017 494.5||ニ

「残された時間」を告げるとき : 余命の告知Ver.3.1 西智弘著 青海社 2017 494.5||ノ

整形靴と足部疾患 : オーソペディ・シューテクニック 島村雅徳訳 医学書院 2017 494.67||セ

専門医でも聞きたい皮膚科診療100の質問 宮地良樹編集 メディカルレビュー社2017 494.8||セ

　歯科学　(請求記号　４９７)

プレママと赤ちゃんの歯と口の健康Q&A 井上美津子著 医学情報社 2017 497||プ

母子にやさしい歯科医院 : “女性のライフステージ"と口腔管理 和泉雄一監[ほか]著 デンタルダイヤモンド社2017 497.2||ボ

子どもの歯と口のトラブルQ&A : 妊娠期・幼児期・学童期の心配事井上美津子著 医学情報社 2015 497.7||コ

高齢者のドライマウス : 口腔乾燥症・口腔ケアの基礎知識 阪井丘芳著 医歯薬出版 2017 497.9||コ

　衛生学・公衆衛生・法医学　(請求記号　４９８)

エビデンスにもとづく公衆衛生学 : WEB連動テキスト 城憲秀共編著 培風館 2017 498||エ

最後の時を自分らしく : 在宅医療ができること  レシャード・カレッド著 新日本出版社2017 498||サ

最強の地域医療 村上智彦著 KKベストセラーズ2017 498.021||サ

医療者が語る答えなき世界 : 「いのちの守り人」の人類学 磯野真穂著 筑摩書房 2017 498.14||イ

やってはいけない眠り方 三島和夫著 青春出版社 2017 498.36||ヤ

「疲れない脳」のつくり方 : 脳神経外科医が教える! 築山節著 PHP研究所 2017 498.39||ツ

天気痛 : つらい痛み・不安の原因と治療方法 佐藤純著 光文社 2017 498.41||テ

ねころんで読めるCDCガイドライン 矢野邦夫著 メディカ出版 2007 498.6||ヤ||1

もっとねころんで読めるCDCガイドライン 矢野邦夫著 メディカ出版 2009 498.6||ヤ||2

もっともっとねころんで読めるCDCガイドライン 矢野邦夫著 メディカ出版 2010 498.6||ヤ||3

妊娠中から始めるメンタルヘルスケア : 多職種で使う3つの質問票吉田敬子監修 日本評論社 2017 498.7||ニ

うつ病休職 中嶋聡著 新潮社 2017 498.8||ウ

「はたらく」を支える!職場×発達障害 五十嵐良雄編著 南山堂 2017 498.8||ハ

　調べるための本

男女共同参画白書 平成29年版 総理府 大蔵省印刷局2017 R367.21||ダ||2017

　その他

大人を黙らせるインターネットの歩き方 小木曽健著 筑摩書房 2017 007.3||オ

スマホ廃人 石川結貴著 文藝春秋 2017 007.3||ス

図書館100連発 岡本真著 青弓社 2017 010.21||ト

「考える人」は本を読む 河野通和 [著] KADOKAWA 2017 019.9||カ

永遠の別れ : 悲しみを癒す智恵の書 エリザベス・キューブラー・ロス著 日本教文社 2007 114.2||エ
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書名 著者名 出版社 出版年 請求記号

新「感情の整理」が上手い人下手な人 : 対人関係をよくする方法和田秀樹著 新講社 2017 141.6||シ

本物の思考力 出口治明著 小学館 2017 159||ホ

現代思想の名著30 仲正昌樹著 筑摩書房 2017 309.021||ゲ

根絶!ヘイトとの闘い : 共生の街・川崎から ヘイトスピーチを許さないかわさき市民ネットワーク緑風出版 2017 316.81||コ

親権と子ども 榊原富士子著 岩波書店 2017 324.64||シ

裁判の迅速化に係る検証に関する報告書平成29年7月 最高裁判所事務総局 最高裁判所事務総局2017 327.1||サ||2017

少子化社会と妊娠・出産・子育て : テーマでひらく学びの扉 由井秀樹編著 北樹出版 2017 334.31||シ

ポスト「カワイイ」の文化社会学 : 女子たちの「新たな楽しみ」を探る  吉光正絵編著 ミネルヴァ書房2017 361.5||ポ

社会保障 : 生活を支えるしくみ 田畑洋一 [ほか] 編著 学文社 2017 364||シ

「団地族」のいま : 高齢化・孤立・自治会 小池高史著 書肆クラルテ朱鷺書房 (発売)2017 365.35||ダ

産業医が見る過労自殺企業の内側 大室正志著 集英社 2017 366.99||サ

女性・人権・生きること : 過去を知り未来をひらく 天童睦子著 学文社 2017 367.1||ジ

ジェンダーとわたし : 「違和感」から社会を読み解く 笹川あゆみ編著 北樹出版 2017 367.1||ジ

老人ナビ : 老人は何を考えどう死のうとしているか 菅野国春著 展望社 2017 367.7||ロ

新貧乏物語 : しのび寄る貧困の現場から 中日新聞本社社会部編 明石書店 2017 368.2||シ

ソーシャルワーク : ジェネラリストソーシャルワークの相談援助 得津愼子著 ふくろう出版 2017 369.16||ソ

生活困窮者支援で社会を変える 五石敬路 [ほか] 編 法律文化社 2017 369.2||セ

多職種連携から統合へ向かう地域包括ケア : 地域づくりのトップランナー10の実践 : 支え合うひと・まち・コミュニティ宮下公美子著 メディカ出版 2017 369.26||タ

よくわかるパーソン・センタード・ケア : 認知症の看護・介護に役立つ鈴木, みずえ 池田書店 2017 369.26||ヨ

中途盲ろう者のコミュニケーション変容 : 人生の途上で「光」と「音」を失っていった人たちとの語り柴崎美穂著 明石書店 2017 369.275||チ

これからの子ども・子育て支援を考える : 共生社会の創出をめざして柏女霊峰著 ミネルヴァ書房2017 369.4||コ

子どもの権利ガイドブック 日本弁護士連合会子どもの権利委員会編明石書店 2017 369.4||コ

はじめての子ども家庭福祉 遠藤和佳子編著 ミネルヴァ書房2017 369.4||ハ

「赤ちゃんポスト」は、それでも必要です。 : かけがえのない「命」を救うために田尻由貴子著 ミネルヴァ書房2017 369.41||ア

医療的ケア児等コーディネーター養成研修テキスト 末光茂監修 中央法規出版2017 369.49||イ

医療福祉総合ガイドブック 2017年版　 日本医療ソーシャルワーク研究会編医学書院 2017 369.9||イ||2017

ブラック奨学金 今野晴貴著 文藝春秋 2017 373.4||ブ

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 377.15||ジ

先生は教えてくれない大学のトリセツ 田中研之輔著 筑摩書房 2017 377.15||セ

なぜジェンダー教育を大学でおこなうのか : 日本と海外の比較から考える村田晶子編著 青弓社 2017 377.15||ナ

科研費採択される3要素 : アイデア・業績・見栄え 郡健二郎著 医学書院 2017 377.7||カ

ライフサイクルに沿った発達障害支援ガイドブック : 知ってほしい乳幼児から大人までのADHD・ASD・LD 齊藤万比古編集 診断と治療社 2017 378||ラ

地球環境がわかる : 自然の一員としてどう生きていくかエコを考える現代人必携の入門書西岡秀三著 技術評論社 2015 519||チ

「凛とした魅力」がすべてを変える ジェニファー・L・スコット著大和書房 2017 590.4||フ||3

つくおき3 : 時短、かんたん、パターンいろいろ nozomi [著] 光文社 2017 596||ツ

安心すこやか妊娠・出産ガイド : 妊娠・出産のすべてがこの1冊でわかる : この検査は何のため?検査値が異常と言われてしまった…そんな疑問や不安にこたえる昭和大学病院総合周産期母子医療センター編メディカ出版 2017 598.2||ア

コウノドリ = KOUNODORI 18　 鈴ノ木ユウ著 講談社 2017 726.1||コ||18

ヘルプマン!!　6 : 密愛編 くさか里樹著 朝日新聞出版2017 726.1||へ||6

ヘルプマン!!　7 : 密愛編 くさか里樹著 朝日新聞出版2017 726.1||へ||7

ヘルプマン!!　8 : 介護ボランティア編 くさか里樹著 朝日新聞出版2017 726.1||へ||8

アキラとあきら 池井戸潤著 徳間書店 2017 913.6||イ

僕は小説が書けない 中村航 [著] KADOKAWA 2017 913.6||ナ

マリー・アントワネット　上　 シュテファン・ツヴァイク[著]角川書店角川グループパブリッシング(発売)2007 943||ツ||1

マリー・アントワネット  下 シュテファン・ツヴァイク[著]角川書店角川グループパブリッシング(発売)2007 943||ツ||2

休館 16時30分閉館

カレンダー
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牛 尾

先 生

柏
木

自分たちが生きているしくみに興味はありませんか？それを教えてくれるのが【生理学】です。「酸素

は人間の身体にとって不可欠なのに、吸い貯めできないのはどうして？」「赤血球の寿命は

なぜ120日なの？」そんな疑問に答えてくれる本です。生理学はただただ暗記をしようと思うと

苦痛以外の何者でもありません。でも「どうしてなのか」を理解すると、身体の物語のようで案外

スラスラと覚えることができます。そのきっかけになる本です。

陽 子

良 幸

書名◆生きているしくみがわかる生理学

著者◆大橋俊夫, 河合佳子編集

出版社◆医学書院

出版年◆2016.11

請求記号◆491.3||イ

書名◆選択の科学：コロンビア大学

ビジネススクール特別講義

著者◆シーナ・アイエンガー著; 櫻井祐子訳

出版社◆文藝春秋

出版年◆2014.7

請求記号◆361.4||セ

先 生

すべての人は生まれながらに「選択を続けている」という観点から、読者に過去の選択を振り

返ることの重要性を提示するとともに、個人の選択に関わる外的要因として文化的バイアスや、

社会的な影響を示す多様な事例を本書では上げています。

個人の選択について、「失敗か成功か」という二元論の深みから脱し、「なぜ、今そう思うのか？」と

いう一段上の視点から自己を振り返らせてくれる一冊です。

闘病記を探す方法を

ご案内しています。
闘 病 記

リニューアルした

OPACを使いこなせて

いますか？

読みたい資料を探す

ための分かりやすい

方法があります。
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