
書名 著者名 出版社 出版年 請求記号

PASS NOTE チャレンジテスト看護師国試対策室編学研メディカル秀潤社 2017 492.9||N039||パ2018

必修問題まんてんGET! 看護師国家試験対策研究会編メディカ出版 2017 492.9||N039||ヒ2018

危機状況にある患者・家族の危機の分析と看護介入 小島操子, 佐藤禮子編集金芳堂 2017 492.9||N140||キ

根拠がわかる看護マッサージ 岡本佐智子著 中央法規出版 2017 492.9||N210||コ
スキンテアハンドブック 水原章浩著  医学と看護社 2017 492.9||N211||ス
ナースのための早わかり検査値事典 小橋隆一郎著 主婦の友社 2017 492.9||N212||ナ
ナースのための早わかりモニター心電図の読み方と心臓病の検査小橋隆一郎著 主婦の友社 2017 492.9||N212||ナ
意味づけ・経験知でわかる疾患別病態生理看護過程 福地本晴美編集 日総研出版 2017 492.9||N220||イ2

看護教育のためのパフォーマンス評価 糸賀暢子著 医学書院 2017 492.9||N244||カ
看護師に役立つコーチングの知恵 高谷修著 金芳堂 2017 492.9||N245||カ
授業方法の基礎 中井俊樹, 小林忠資編集医学書院 2017 492.9||N245||カ3

よくわかる看護研究の進め方・まとめ方 横山美江編著 医歯薬出版 2017 492.9||N250||ヨ

母性看護 堀内成子編 照林社 2017 492.9||N300||ボ

循環器ナースのギモン 飯塚大介, 須藤麻美編集照林社 2017 492.9||N545||ジ
早引き呼吸器看護ケア事典 道又元裕監修 ナツメ社 2017 492.9||N547||ハ
看護の現場ですぐに役立つ整形外科ケアのキホン 宮原明美著 秀和システム 2017 492.9||N553||カ
乳がん患者ケアパーフェクトブック 阿部恭子, 矢形寛編集学研メディカル秀潤社 2017 492.9||N561||ニ
臨床で活かすがん患者のアピアランスケア 野澤桂子, 藤間勝子編集南山堂 2017 492.9||N571||リ

となりの認知症 西川勝著 ぷねうま舎 2013 492.9||N680||ト
認知症の人の「想い」からつくるケア 井藤英喜監修 インターメディカ 2017 492.9||N680||ニ

日本精神科看護学術集会誌 日本精神科看護技術協会 [編]日本精神科看護技術協会2012 492.9||N700||ニ60(1)

これだけは知っておきたい精神科の身体ケア技術 美濃由紀子編著 医学書院 2008 492.9||N740||コ

訪問看護実務相談Q&A 全国訪問看護事業協会編集中央法規出版 2017 492.9||N810||ホ
子どもが元気になる在宅ケア 梶原厚子編著 南山堂 2017 492.9||N820||コ
在宅で出会う「なんとなく変」への対応法 家研也編集 医学書院 2017 492.9||N820||ザ
死を前にした人にあなたは何ができますか? 小澤竹俊著 医学書院 2017 492.9||N820||シ
　状態別看護　 (N ９００番台 )

看護師のための早引きドレーン・カテーテル管理BOOK 青山恵美編著 ナツメ社 2017 492.9||N951||カ

臨床倫理入門 箕岡真子著 へるす出版 2017 490.15||リ
医学系研究、論文投稿上のQ&A 浅井隆, 廣田和美, 山蔭道明編日本医事新報社 2017 490.7||イ
なぜあなたの発表は伝わらないのか? 佐藤雅昭著 メディカルレビュー社 2017 490.7||ナ

新編カラーアトラス組織・細胞学 岩永敏彦, 木村俊介, 小林純子著医歯薬出版 2017 491.11||シ
「なぜ?」からはじめる解剖生理学 松村讓兒監修 ナツメ社 2017 491.31||ナ

　看護学

　看護理論　　 (N1 ００番台 )

　看護技術・教育・研究　 (N ２００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)

　母性看護学　 (N ３００番台 )

　成人看護学　 (N ５００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）

　基礎医学　（請求記号　４９１）

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。 川崎市立看護短期大学図書館
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脳神経ペディア 渡辺雅彦著 羊土社 2017 491.371||ノ
免疫ペディア 熊ノ郷淳編集 羊土社 2017 491.8||メ

痛み・鎮痛のしくみ 橋口さおり監修 マイナビ出版 2017 492||イ

最新インスリン療法 綿田裕孝専門編集 中山書店 2015 493.123||サ
薬物依存症の回復支援ハンドブック 成瀬暢也著 金剛出版 2016 493.155||ヤ
国循心臓リハビリテーション実践マニュアル 後藤葉一編著 メディカ出版 2017 493.23||コ
ガイドライン+αの危険な咳・そうでない咳の見分け方 松瀬厚人著 文光堂 2017 493.3||ガ
非がん性呼吸器疾患の緩和ケア 津田徹, 平原佐斗司編集南山堂 2017 493.3||ヒ
肺炎診療 青島正大編 羊土社 2017 493.38||ハ
自分を傷つけずにはいられない 松本俊彦著 講談社 2015 493.7||ジ
働く患者 中井久夫著 みすず書房 2017 493.7||ナ||1

家族の表象 中井久夫著 みすず書房 2017 493.7||ナ||2

世界における索引と徴候 中井久夫著 みすず書房 2017 493.7||ナ||3

日本の精神医学この五〇年 松本雅彦 著 みすず書房 2015 493.7||ニ
オープンダイアローグとは何か 斎藤環著 医学書院 2015 493.72||オ
オープンダイアローグ ヤーコ・セイックラ, トム・エーリク・アーンキル著日本評論社 2016 493.72||オ
精神科の薬がわかる本 姫井昭男著 医学書院 2014 493.72||セ
精神科医療の隔離・身体拘束 長谷川利夫著 日本評論社 2013 493.72||セ
精神科における予診・初診・初期治療 笠原嘉著 星和書店 2007 493.72||セ
多飲症・水中毒 : ケアと治療の新機軸 川上宏人, 松浦好徳編医学書院 2010 493.72||タ
生きのびるための犯罪 (みち) 上岡陽江, ダルク女性ハウス著イースト・プレス 2012 493.74||イ
消えたい 高橋和巳著 筑摩書房 2017 493.74||キ
身体はトラウマを記録する ベッセル・ヴァン・デア・コーク著/紀伊國屋書店 2016 493.74||シ
その後の不自由 上岡陽江, 大嶋栄子著医学書院 2010 493.74||ソ
認知症疾患診療ガイドライン 「認知症疾患診療ガイドライン」作成委員会編集医学書院 2017 493.758||ニ
統合失調症 岡田尊司著 PHP研究所 2010 493.763||ト
統合失調症からの回復 リチャード・ワーナー著 岩崎学術出版社 2005 493.763||ト
病気じゃないからほっといて ザビア・アマダー著 星和書店 2016 493.763||ビ
予測して防ぐ抗精神病薬の「身体副作用」 長嶺敬彦著 医学書院 2009 493.763||ヨ
うつの8割に薬は無意味 井原裕著 朝日新聞出版 2015 493.764||ウ
うつの常識、じつは非常識 井原裕著 ディスカヴァー・トゥエンティワン2016 493.764||ウ
親子で読むケータイ依存脱出法 磯村毅著 ディスカヴァー・トゥエンティワン2014 493.937||オ
子は親を救うために「心の病」になる 高橋和巳著 筑摩書房 2014 493.937||コ
子どもの脳を傷つける親たち 友田明美著 NHK出版 2017 493.937||コ
発達障害の豊かな世界 杉山登志郎著 日本評論社 2000 493.937||ハ
発達障害の薬物療法 杉山登志郎著 岩崎学術出版社 2015 493.937||ハ
Autism : 自閉症スペクトラム障害 米国小児科学会編集 日本小児医事出版社 2017 493.9375||オ

がん緩和ケアガイドブック 日本医師会監修/日本医師会青海社 2017 494.5||ガ

チームで学ぶ女性がん患者のためのホルモンマネジメント 佐治重衡, 清水千佳子編集篠原出版新社 2017 495.4||チ
子宮体癌取扱い規約 日本産科婦人科学会, 日本病理学会編金原出版 2017 495.43||シ
子宮頸癌取扱い規約 日本産科婦人科学会 金原出版 2017 495.43||シ

医療危機 : 高齢社会とイノベーション 真野俊樹著 中央公論新社 2017 498.13||イ
精神病院体制の終わり 立岩真也著 青土社 2015 498.16||セ
健康管理と病気の成り立ち 前橋明編著 大学教育出版 2017 498.3||ケ
精神科医と考える薬に頼らないこころの健康法 井原裕著 産学社 2017 498.39||セ

国民の福祉と介護の動向 厚生労働統計協会編 厚生労働統計協会 2017 R369||コ||2017-2018

文部科学白書 文部科学省編 財務省印刷局 2017 R373.1||モ||2016

国民衛生の動向 厚生統計協会編 厚生統計協会 2017 R498||コ||2017-2018

いちばんやさしいExcel 2016-1 森田圭著 日経BP社 2016 007.63||イ||1

いちばんやさしいWord 2016-1 森田圭著 日経BP社 2016 007.63||イ||1

いちばんやさしいExcel 2016-2 森田圭著 日経BP社 2016 007.63||イ||2

いちばんやさしいWord 2016-2 森田圭著 日経BP社 2016 007.63||イ||2

いちばんやさしいExcel 2016-3 森田圭著 日経BP社 2016 007.63||イ||3

　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 )

　衛生学・公衆衛生・法医学　(請求記号　４９８)

　調べるための本

　その他
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いちばんやさしいWord 2016-3 森田圭著 日経BP社 2016 007.63||イ||3

できるWord 2016 : Windows 10/8.1/7対応 田中亘, できるシリーズ編集部著インプレス 2015 007.63||デ
できるExcel 2016 : Windows 10/8.1/7対応 小舘由典, できるシリーズ編集部著インプレス 2015 007.63||デ
できるPowerPoint 2016 : Windows 10/8.1/7対応 井上香緒里, できるシリーズ編集部著インプレス 2015 007.63||デ
就職適性試験内田クレペリン検査完全理解マニュアル つちや書店編集部編屋書店編集部つちや書店 2015 140.7||シ
ひとりで苦しまないための「痛みの哲学」 熊谷晋一郎著 青土社 2013 141.2||ヒ
アドラーをじっくり読む 岸見一郎著 中央公論新社 2017 146.1||ア
子どもの心を診る医師のための発達検査・心理検査入門 橋本浩著 中外医学社 2017 146.3||コ
赤ずきんとオオカミのトラウマ・ケア : 自分を愛する力を取り戻す「心理教育」の本白川美也子著 アスク・ヒューマン・ケア 2016 146.8||ア
「自分のために生きていける」ということ 斎藤学著 大和書房 2010 146.8||ジ
リフレクティング 矢原隆行著 ナカニシヤ出版 2016 146.8||リ
ロジャーズクライエント中心療法 : カウンセリングの核心を学ぶ佐治守夫, 飯長喜一郎編有斐閣 2011 146.8||ロ
何のために働くのか 寺島実郎著 文藝春秋 2013 159.4||ナ
しないことリスト pha著 大和書房 2016 159||シ
選択の科学 シーナ・アイエンガー著文藝春秋 2010 361.4||セ
これを知らずに働けますか? 竹信三恵子著 筑摩書房 2017 366.021||コ
家族心理学研究 日本家族心理学会家族心理学研究編集部金子書房 1987 367.3||カ||31-1

生涯未婚時代 永田夏来著 イースト・プレス 2017 367.4||シ
毒になる親 スーザン・フォワード著 講談社 2001 367.6||ド
入門貧困論 金子充著 明石書店 2017 368.2||ニ
漂流老人ホームレス社会 森川すいめい著 朝日新聞出版 2015 368.2||ヒ
我が国の格差社会 山田克洋著 文芸社 2017 368.2||ワ
ダルクの日々 ダルク研究会編著 知玄舎 2013 368.81||ダ
対人援助の現場で使える聴く・伝える・共感する技術便利帖  大谷佳子著 翔泳社 2017 369.16||タ
対人援助職に効くストレスマネジメント : ちょっとしたコツでココロを軽くする10のヒント竹田伸也著 中央法規出版 2014 369.17||タ
高齢者福祉のしおり 川崎市健康福祉局長寿社会部編川崎市 2018 369.26||コ||2017

住民による高齢者の見守り 野崎瑞樹著 みらい 2017 369.26||ジ
相模原障害者殺傷事件 立岩真也, 杉田俊介著青土社 2017 369.27||サ
輝く子どもたち子ども家庭福祉論 石山直樹, 岡本眞幸, 田家英二編集みらい 2017 369.4||カ
医療福祉総合ガイドブック 日本医療ソーシャルワーク研究会編集医学書院 2017 369.9||イ||2016

アルコール依存症者のリカバリーを支援するソーシャルワーク理論生成研究稗田里香著 みらい 2017 369.92||ア
ニッポンには対話がない 北川達夫, 平田オリザ著三省堂 2008 370.4||ニ
「いじめ」や「差別」をなくすためにできること 香山リカ著 筑摩書房 2017 371.4||イ
いじめのある世界に生きる君たちへ 中井久夫著 中央公論新社 2016 371.42||イ
大学というメディア論 前田益尚著 幻冬舎メディアコンサルティング2017 377.15||ダ
科研費獲得の方法とコツ 児島将康著 羊土社 2017 377.7||カ
演習・保育と障害のある子ども 野田敦史, 林恵編 みらい 2017 378||エ
データで読み解く : 発達障害 平岩幹男総編集 中山書店 2016 378||デ
高校で教わりたかった生物 趙大衛編著 日本評論社 2017 460||コ
バッタを倒しにアフリカへ 前野ウルド浩太郎著 光文社 2017 486.45||バ
桜のような僕の恋人 宇山佳佑著 集英社 2017 913.6||ウ
心病む母が遺してくれたもの : 精神科医の回復への道のり 夏苅郁子著 日本評論社 2012 916||コ
もうひとつの「心病む母が遺してくれたもの」 : 家族の再生の物語夏苅郁子著 日本評論社 2014 916||モ

後期の企画展示は
１,２年生のグループワークや闘病記を
もとに図書・雑誌の検索方法、
キーワードの絞り込み方などを
展示しています。
この機会に図書館での
本の調べ方をマスターしましょう！

連想イメージ図
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図書館カレンダー

図書館からのお知らせ

11/27(月)より国試終了の

月曜日まで開館時間を

9時にします。

どうぞご利用ください。

長尾 淑子先生
「家族の練習問題 喜怒哀楽を配合して共に生きる」
著者 ： 団 士郎 出版社 ： 講談社

出版年 ：2012 分類 ： 367.3||カ

武内 和子先生
「何のために働くか‐自分を創る生き方」
著者 ： 寺島実郎 出版社 ： 文芸春秋
出版年 ： 2013 分類 ： 159.4||ナ

この2冊は、いずれも家族に関する本で、様々な家族が登場しています。①は筆者が25年間にわたる児童相談機関の

心理職で出会った家族、②は全国各地の家族への取り組みを紹介しています。漫画家でもある筆者のイラストと文章が、

辛く悲しい物語でもほのぼのとした気持ちにしてくれます。英語で家系図を「ファミリー・ツリー」と言い、

自分もその枝であると思うと感慨深くなり、「家族って何だろう」と考えるきっかけになる本です。

寺島氏、日曜日のあさ8時、テレビで関口宏さんの左隣に座る方です。とにかく、心にズシンときます。
難しいのではなく、リアルに生きてるぞと元気をもらえる本です。まあ、次の言葉をどうぞ。

「自分はこれをするために生まれてきたんだ」と思えるものは外を探し回って見つけるものではない。これだけは、

はっきりいっておきたい。・・・・目の前にある仕事に挑戦し、激しく格闘しているうちに「自分というもの」がわかってくる。

仕事を通じて自分の可能性を懸命に追求していけば、おのずと「これをやるために生まれてきたんだ」と思える仕事に

出会えるだろう。(一部略)

どうですか。ようし、頑張るかという気になりませんか。

「となりの事情 平成家族案内」
編集 ： 団 士郎 出版社 ： ミネルヴァ書房
出版年 ：1995 分類 ： 367.3||ト

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

    月曜日 　10：00～17：00
火～金曜日　  9：00～17：00

※11/27以降国試までの月曜日は、開館時間を9時に変更いたします。
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休 館休 館
16時30分

閉館
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