
立春を迎えて暦の上では春になりましたが、まだまだ寒い日は続きます。
２月は国試、３月は卒業式と重要なイベントが控えていますね。
みなさんも感染対策、健康管理をしっかりして当日を迎えられるように頑張ってください。

　大学図書館だより
2020年2月

川崎市立看護短期大学図書館

言葉・日本語についての面白い読み物を特集します
図書館では換気のため窓の開閉、送風を行っています。暖かい服装でお越し下さい。

マスクが必須になり、なんとはなしに会話は控えめに、という世の中ですが、必ずまた「会話」が
復活する日がやってきます。  会話するための国語力のなかでの「聴く」「話す」の能力を
錆びつかせないようにして、春の来る日を待ちましょう。

ことばのトリセツ

 川 伊保子 著,

集英社インターナ
ショナル, 2019.6, 
810.4¦¦コ

２２歳からの国語力

講談社現代新書
2035

川辺 秀美 著,

講談社, 2010.1 
810.4¦¦ニ

日本人の知らない日本語

蛇蔵 ,海野 凪子 著,

メディアファクトリー,
2009.2
810.4¦¦ニ

日本人が気づいていない

ちょっとヘンな日本語

デイビッド・セイン,  尾
昭子 著,
アスコム, 2012.12
810.4¦¦ニ

こちらの１巻につづき２.３.４巻も面白いです。
外国人に日本語を教える先生が、いろいろな
国からの生徒の質問に悪戦苦闘しながら答え
てくれます。そんな質問をするの？というと
ころから、クスっと笑えます。

「結構です」「大丈夫」はイエスなのかノーなのか。
私たちは自然に、そのなかの4つの意味から、使い分
けていたのですね。
日本語の奥深さ、面白さを再発見！
もしかして、間違って覚えていたとしても「大丈夫」

著者は機械と人間の対話のありようを研究する人で、初期のAIの、
質問に対する肯定の返答が「はい」のみだったことから発展し、
「ええ」、「そうですね」、との違いは何なのか、なぜ人間は
無意識のうちに使い分けることが出来るのかを考察します。
また、ヒトが人生最初に発音する子音は？
興味のある方は、ぜひお読みください。

従来の教養としての国語力でなく、社会人として仕事で
使う「読む」「聴く」「書く」「話す」をどのように
組み合わせるか、サッカーに例えて説明しています。
ではゴールって？ 仕事の成果って何？を一緒に考えて
行きます。



書名/著者名/（叢書名）/出版社/出版年 請求記号

看護師国家試験予想問題720 / 杉本由香編著 杉本, 由香 学研メディカル秀潤社 2020.9 9784780913927 SK00088057492.9¦¦N039¦¦カ2021

出題傾向がみえる健康支援と社会保障制度 : 中項目にみた要点と解説付過去問題集 / 守本とも子監修 ; 三浦康代編著 守本, とも子 PILAR PRESS 2020.10 9784861942617 SK00088445492.9¦¦N039¦¦カ2021

満点獲得!看護師国試完全予想模試 / 藤原郁編著 ; 三吉友美子編著 ; 山田静子編著 藤原, 郁 成美堂出版 2020.9 9784415231334 SK00088059492.9¦¦N039¦¦マ2021

　看護技術・教育・研究　 (N２００番台 )

ミッフィーの早引き検査値・数式ハンドブック : 新型コロナウイルス完全対応 / 奈良信雄監修 奈良, 信雄 エクスナレッジ 2020.10 9784767828176 SK00088443492.9¦¦N212¦¦ミ

病期・病態・重症度からみた疾患別看護過程+病態関連図 / 井上智子, 窪田哲朗編 井上, 智子 医学書院 2020.11 9784260042451 SK00088446492.9¦¦N220¦¦ビ

ここだけおさえて!院内で出合う症状・疾患がわかるBOOK / 山中克郎編著 山中, 克郎 照林社 2020.9 9784796524940 SK00088060492.9¦¦N222¦¦コ

看護管理実践計画の立て方・書き方ガイドブック / 原玲子編集 原, 玲子 メヂカルフレンド社 2020.9 9784839216528 SK00088338492.9¦¦N230¦¦カ

看護カンファレンスガイドブック : 運営・実際・評価・見直し / 看護の科学社「看護実践の科学」編集部編 看護の科学社 看護の科学社 2020.10 9784878041211 SK00088425492.9¦¦N234¦¦カ

医療安全研修テーマ・実践例集 : 研修が活性化する計画から実施のコツまで / 日本医療マネジメント学会, 坂本すが監修 日本医療マネジメント学会 医療安全BOOKS メディカ出版 2020.10 9784840472487 SK00088344492.9¦¦N268¦¦イ9

　母性看護学　 (N３００番台 )

根拠と事故防 からみた 性看護技術 /  村由利 編集 ; 佐世正勝編集協   村, 由利  医学書院 2020.10 9784260043243 SK00088347492.9¦¦N340¦¦コ

　小児看護学　（Ｎ４００番台）

根拠と事故防止からみた小児看護技術 / 浅野みどり編集 浅野, みどり 医学書院 2020.10 9784260043250 SK00088348492.9¦¦N440¦¦コ

　成人看護学　 (N５００番台 )

消化器ビジュアルナーシング / 真船健一編集 真船, 健一 見てできる臨床ケア図鑑 学研メディカル秀潤社 2020.9 9784780913774 SK00088063492.9¦¦N548¦¦シ

整形外科ビジュアルナーシング / 近藤泰児監修 ; 畑田みゆき編集 近藤, 泰児 見てできる臨床ケア図鑑 学研メディカル秀潤社 2020.9 9784780913743 SK00088064492.9¦¦N553¦¦セ

　老人看護学　（Ｎ６００番台）

根拠と事故防 からみた 年看護技術 /  井智 編集  井, 智  医学書院 2020.10 9784260043267 SK00088349 492.9¦¦N640¦¦コ

生活機能からみた老年看護過程+病態・生活機能関連図 / 山田律子, 内ヶ島伸也編集 山田, 律子 医学書院 2020.11 9784260042741 SK00088447492.9¦¦N640¦¦セ

　精神看護学　 (Ｎ７００番台 )

はじめてのフォーカスチャーティング : 情報開 とケアの質を める精神科看護記録の実際 / 焼 和憲著 焼 , 和憲 医 薬出版 2020.9 9784263237472 SK00088337492.9¦¦N700¦¦ハ
 地域看護学・家庭看護学　（Ｎ８００番台）

地域の強みを める公衆衛 看護技術 : ポジティブヘルス推進へのワザトレ! / 岡本玲 編著 岡本, 玲  医 薬出版 2020.10 9784263237489 SK00088339492.9¦¦N800¦¦チ
訪問看護実務相談Q&A / 全国訪問看護事業協会編集 全国訪問看護事業協会 中央法規出版 2020.9 9784805881934 SK00088056492.9¦¦N810¦¦ホ
訪問看護アセスメント・ハンドブック / 山内豊明, 広瀬純子著 山内, 豊明(1959-) 中央法規出版 2020.9 9784805882061 SK00088065492.9¦¦N820¦¦ホ
　状態別看護　 (N９００番台 )

急性期病院のエスノグラフィー : 協働実践としての看護 / 前 泰樹著 ;  村ユミ著 前 , 泰樹 新曜社 2020.8 9784788516816 SK00088062492.9¦¦N950¦¦キ
手術室のモニタリング"あるあるトラブル"解決塾 : さぬちゃん先生のこそ勉ナース&研修医のための / 讃岐美智義著 讃岐, 美智義(1961-) メディカ出版 2020.11 9784840472340 SK00088414492.9¦¦N951¦¦シ
手術室の薬剤"あるあるトラブル"解決塾 : さぬちゃん先生のこそ勉ナース&研修医のための / 讃岐美智義著 讃岐, 美智義(1961-) メディカ出版 2020.11 9784840472333 SK00088415492.9¦¦N951¦¦シ
看護の現場ですぐに役立つ急変時対応のキホン : 患者さんを安心させる急変時スキルが身に付く! / 住永有梨, 辻本真由美著 住永, 有梨 ナースのためのスキルアップノート 秀和システム 2020.9 9784798059686 SK00088061492.9¦¦N954¦¦カ
　医学全般(請求記号　４９０～４９９　４９２．９を除く)

医療系のための心理学 / 樫村正美, 野村俊明編著 樫村, 正美 講談社 2020.10 9784065180938 SK00088440 490.14¦¦イ
ナラティヴ・アプローチ : 在宅ホスピスでの患者と家族の物語 / 安藤満代著 = Narrative approach 安藤, 満代 木星舎 2020.8 9784909317162 SK00088067490.14¦¦ナ

　看護学

　看護学　総記・叢書・全集　(N０００番台)

　医学全般　(請求記号　４９０)

資料は請求記号順に並んでいます。分からないことがありましたらカウンターの図書館職員にお訊ね下さい。



ミッフィーの早引き人体解剖用語ハンドブック / 後藤昇監修・著 ; 楊箸隆哉著 後藤, 昇 エクスナレッジ 2020.10 9784767828183 SK00088442491.1¦¦ミ
人体の取扱説明書 : 体の正しい使い方と、健康に生きる方法 ニュートンプレス ニュートン別冊 ニュートンプレス 2020.11 9784315522877 SK00088423491.3¦¦ジ
今、アルコール医学研究の重要性を訴える アルコール医学生物学研究会 アルコールと医学生物学 / アルコール医学生物学研究会編 響文社 2019.12 9784877991647 SK00088320491.47¦¦ア¦¦38
感染制御の基本がわかる微生物学・免疫学 / 増澤俊幸著 増澤, 俊幸(1958-) 羊土社 2020.10 9784758109758 SK00088336491.7¦¦カ
　臨床医学　（請求記号　４９２）

重症患者診療指針 / 岡元和文総監修 ; 久志本茂樹 [ほか] 章編集 岡元, 和文 総合医学社 2020.10 9784883787135 SK00088424492¦¦ジ
　内科学・精神医学・小児科学　 (請求記号　４９３ )

糖尿病の最新 事療法のなぜに答える / 本 佳  [ほか] 編集 本 , 佳  医 薬出版 2020.10 9784263708514 SK00088340493.123¦¦ト
ワクチン・レース : ウイルス感染症と戦った、科学者、政治家、そして犠牲者たち/ メレディス・ワッドマン著 ; 佐藤由樹子訳 Wadman, Meredith PEAK books 羊土社 2020.11 9784758112130 SK00088419493.82¦¦ワ
小児の睡眠呼吸障害マニュアル / 宮崎総一郎, 千葉伸太郎, 中田誠一編集 宮崎, 総一郎(1954-) 全日本病院出版会 2020.10 9784865192773 SK00088341493.933¦¦シ
　外科学　(請求記号　４９４)

新弾性ストッキング・コンダクター : 静脈疾患・リンパ浮腫における圧迫療法の基礎と臨床応  / 岩井武尚監修 ; 孟真編集 ; 佐久  編集 岩井, 武尚 へるす出版 2020.10 9784867190081 SK00088426494.284¦¦シ
がんと認知機能障害 : 気づく,評価する,支援する / 谷向仁編著 谷向, 仁 中外医学社 2020.10 9784498229228 SK00088342494.5¦¦ガ
がんと共に生きていくときに、知っておいてほしいこと : 人生を丸ごと抱きしめて生きるヒント / 秋山正子著 秋山, 正子(1950-) 山と溪谷社 2020.11 9784635490467 SK00088421494.5¦¦ガ
「生きるを支える」リハビリテーション : Total Restoration of Human Rights / 上田敏著 ; 三井さよ著 上田, 敏(1932-) Nursing Todayブックレット 日本看護協会出版会 2020.10 9784818022812 SK00088427494.78¦¦イ
在宅褥瘡テキストブック / 日本褥瘡学会編集 日本褥瘡学会 照林社 2020.9 9784796524964 SK00088066 494.8¦¦ザ
　婦人科学・産科学　 (請求記号　４９５ )

性暴力救援マニュアル : 医療にできること / 種部恭子編著 種部, 恭子 新興医学出版社 2020.10 9784880025957 SK00088412495¦¦セ
　衛生学・公衆衛生・法医学　 (請求記号　４９６ )

口・のどのがん : 舌がん、咽頭がん、喉頭がんの治し方 / 三谷浩樹監修 三谷, 浩樹(1962-) 健康ライブラリー : イラスト版 講談社 2020.10 9784065208250 SK00088439496.8¦¦ク
　衛生学・公衆衛生・法医学　(請求記号　４９８)

新型コロナウイルスと感染症対策 : 特集 / 厚 労働統計協会編 厚 労働統計協会 図説国 衛 の動向 厚 労働統計協会 2020.10 9784875118305 SK00088323498.021¦¦ズ¦¦2020-2021
看護職員の惨事ストレスとケア : 災害・暴力から心を守る / 松井豊編著 松井, 豊(1954-) 朝倉書店 2020.10 9784254330113 SK00088334498.14¦¦カ
「負けるが勝ち」の看護と人生 / 宮子あずさ著 宮子, あずさ(1963-) シリーズ「看護の知」 日本看護協会出版会 2020.10 9784818022805 SK00088343498.14¦¦マ
より安全な医療をめざして : リアルワールドの医療安全対策 / チャールズ・ヴィンセント, レネ・アマルベルティ著 Vincent, Charles へるす出版 2020.10 9784867190036 SK00088428498.163¦¦ヨ
「 む」からはじめる「食育の新常識」 : よだれ先生の「超実践講義」 / 中野智子著 ; 伊藤曦琳イラスト 中野, 智子 徳間書店 2020.8 9784198651664 SK00088055498.5¦¦カ
ナイチンゲール病棟はなぜ 本で流 らなかったのか /  澤泰 [ほか] 著  澤, 泰 ナイチンゲールの越境  本看護協会出版会 2020.9 9784818022799 SK00088345498¦¦ナ¦¦1
　調べるための本

病院年報 / 川崎市立多摩病院指定管理者学校法人聖マリアンナ医科大学編集 川崎市立多摩病院指定管理者学校法人聖マリアンナ医科大学 川崎市立多摩病院事務部総務課 2015- SK00056811R091¦¦ビ¦¦15
データでみる県勢 / 矢野恒太記念会編 矢野恒太記念会 矢野恒太記念会 2020.12 9784875493464 SK00088328 R351¦¦デ¦¦2021
日本統計年鑑 / 総務省統計局編 総務省統計局 日本統計協会 : 毎日新聞出版 2020.11 9784822340995 SK00088329 R351¦¦ニ¦¦70
看護白書 : 特定行為研修を修了した認定看護師の活用 / 日本看護協会編 日本看護協会 日本看護協会出版会 2020.10 9784818022829 SK00088325R492.9¦¦N051¦¦カ2020
地域保健・健康増進事業報告 / 厚生労働省政策統括官(統計・情報政策担当)編 厚生労働省政策統括官(統計・情報政策担当) 厚生労働統計協会 2020.11 9784875118329 SK00088319R498.059¦¦チ¦¦2018-1
地域保健・健康増進事業報告 / 厚生労働省政策統括官(統計・情報政策担当)編 厚生労働省政策統括官(統計・情報政策担当) 厚生労働統計協会 2020.11 9784875118336 SK00088318R498.059¦¦チ¦¦2018-2
令和時代の社会保障と働き方を考える / 厚生労働省編 厚生労働省 厚生労働白書 日経印刷 2020.10 9784865792416 SK00088322R498.1¦¦コ¦¦2020
年報医事法学 / 日本医事法学会編 日本医事法学会 日本評論社 2020.10 9784535054356 SK00088324 R498.12¦¦ネ¦¦35
結核の統計 / 結核予防会編 結核予防会 結核予防会 2020.9 9784874513170 03894479 SK00088327 R498.6¦¦ケ¦¦2020
ポストコロナ時代の医療再構築 : 国難から見えた次世代社会への展望 / ヘルスケア総合政策研究所企画・制作 ヘルスケア総合政策研究所 医療白書 / 医療経済研究機構編 日本医療企画 2020.11 9784864399722 SK00088321R498¦¦イ¦¦2020
気候変動時代における私たちの役割 / 環境省編 環境省 環境白書/循環型社会白書/生物多様性白書 / 環境省編 日経印刷 2020.6 9784865792140 SK00088317R519.1¦¦カ¦¦2020
現代 語の基礎知識 /  由国 社編  由国 社  由国 社 2021.1 9784426101398 SK00088326 R813.7¦¦ゲ¦¦2021
　その他

プロ司書の検索術 : 「本当に欲しかった情報」の見つけ方 / 入矢玲子著 入矢, 玲子 図書館サポートフォーラムシリーズ 日外アソシエーツ 2020.10 9784816928512 SK00088418007.58¦¦プ
CERCクライシス・緊急事態リスクコミュニケーション : 危機下において人々の命と健康を守るための原則と戦略 / 蝦名玲子著 蝦名, 玲子 大修館書店 2020.10 9784469269000 SK00088335361.45¦¦ク
定本M-GTA : 実践の理論化をめざす質的研究方法論 / 木下康仁著 木下, 康仁(1953-) 医学書院 2020.10 9784260042840 SK00088413361.9¦¦テ
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 日本医療ソーシャルワーク研究会 医学書院 2020.4 9784260041751 SK00088316369.9¦¦イ¦¦2020
Excelによるやさしい統計解析 : 分析手法の使い分けと統計モデリングの基礎 / 荒川俊也著 荒川, 俊也 オーム社 2020.10 9784274226120 SK00088333417¦¦エ
基礎から学ぶ生物学・細胞生物学 / 和田勝著 ; 高田耕司編集協力 和田, 勝(1944-) 羊土社 2020.11 9784758121088 SK00088422460¦¦キ
大学1年生のためのレポート・論文作成法 : 書く意義に気づく15回のライティング講義 / 大峰光博, 奥本正編集 大峰, 光博(1981-) ふくろう出版 2020.9 9784861867965 SK00088416816.5¦¦ダ
善医の罪 / 久坂部羊著 久坂部, 羊 文藝春秋 2020.10 9784163912783 SK00088417 913.6¦¦ク

　基礎医学　（請求記号　４９１）



「ツバキ文具店」

著者 小川 糸
幻冬舎,2016.４ 913.6¦¦オ
みなさんが手紙を書いたのはいつですか？ この本は、
依頼者に代わって手紙を書くことを生業とする代書屋のお話です。
主人公は、依頼者の思いに寄り添い、時にもがきながら１通１通
丁寧に手紙を書き上げます。手軽で気軽に発信できるメールや
SNSとは違った手紙の温かさ、舞台である鎌倉の空気感、
魅力的な登場人物など、読んでいるとほっこりと穏やかな気持ちに
なります。そして誰かに手紙を書いてみたくなります。
続編の「キラキラ共和国」と併せて、どうぞ読んでみてください。

受付期間 2月1日（月）から 2月19日（金） ※入試準備のため
3月1２日（金）まで  16：30 閉館

返却日
※3年生は3月4日（木）まで 3月15日（月）から

貸出冊数 7冊 4月2日（金）まで

緊急事態宣言の発令に伴い図書館の閲覧席および、視聴覚ブースの
使用を一時停止しています。密にならないよう、図書館の短時間
での利用など、ご協力をお願いします。
また、館内は定期的な換気や送風などを行いますので
どうぞ暖かい服装でお越し下さい。

月～金曜日 　 9：00 ～17：00

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

杉原 真裕子先生おすすめ

利用案内

4月7日（水）

春季期間に伴う長期貸出 開館時間短縮・閉館のお知らせ

※蔵書点検作業のため 閉館

2

17時閉館休　館 16時30分閉館

著者 小川 糸
幻冬舎,2017.10 913.6¦¦オ

 ※新型コロナウィルス感染症対策のため17：00閉館

大学図書館だより 2021年2月
川崎市立看護短期大学図書館


