
身の回りに潜む危険・・・・それは、地震や火災や洪水などでなく、人間が相手の出来事です。
護身術、と聞くと闘うイメージが湧きますが、まずはふだんの自分の身を守るちょっとした注意点と、
これからの社会生活でも活かせるポイントが載っている本をご紹介します。
少しでも対処法を知っておけば、いざというときの判断、行動をする助けになるかもしれません。
４冊をご紹介しますが、どれでもすぐに読めます。お時間のあるとき見てみて下さい。

「とっさのとき」って一体いつのこと！？

大学図書館だより
2021年8月

川崎市立看護短期大学図書館

かんたんなこと、だけど知ってる？？

大学生が狙われる50の危険
三菱総合研究所, 全国大学生活協同組合連
合会, 全国大学生協共済生活協同組合連合
会,  春出版社,2020.2,377.9¦¦ダ

ガールズ★護身術：華麗に危険をすり抜ける！！
武田 信彦 ,

スタジオタッククリエイティブ, 2012.1,789.9¦¦ガ

とっさのときにすぐ護れる

女性のための護身術
伊藤 祐靖,講談社, 2015.8

789.9¦¦ト

せとぎわの護身術 : あなたは大切な人だから
藤田 市男,とらのまき社, 2003.4,789.9¦¦セ

ガールズ、とありますが、もち
ろん男性にも読んでもらいたい
１冊です。助けるコツも。
イラストがかわいいので、パラ
パラ見るだけでも内容が頭に入
ります。

"知らなかった"ことで大学生活を台無
しにしないために! SNSやスマホ、飲酒
のトラブル、自然災害や事故、ブラッ
クバイト、ストーカー…大学生が実際
に陥っているさまざまな危険と、その
予防策・対応策を紹介します。

ちょっとした心構えがあれば、危険に
遭遇しないかも、また、簡単な知識が
あれば助かるかも、といっています。
勝てなくても、負けない方法はたくさ
んあるのですね。

生物としての「抵抗力」とは。
フィジカルやメンタルの強さ、弱さは、その人の立ち
姿や歩き方に表れるのだといっています。 なので、
弱い印象を与えないためには、立ち姿を美しく整える
べき、そして正しい立ち姿勢は体力の消耗を防ぎ身体
の機能性を向上させてくれるそうです。

危険があることを全く知らないでいるよりも、そのようなこともあるよね、
と知っていたら、判断も回避もできる。日常のさまざまなリスクを知って、
「自分ごと」の意識を持てたらいいですね。



書名/著者名/（叢書名）/出版社/出版年 請求記号

 看護学 総記・叢書・全集  (N０００番台)
看護師国家試験パーフェクト!必修問題対策 / メヂカルフレンド社編集部編 メヂカルフレンド社編集部 メヂカルフレンド社 2021.4 9784839216733 SK00089063492.9¦¦N039¦¦カ2022

看護師国試必修問題でるとこ最短check! / 医学書院看護出版部編集 医学書院看護出版部 医学書院 2021.4 9784260046336 SK00089096 492.9¦¦N039¦¦カ2022

クエスチョン・バンクSelect必修 : 看護師国家試験問題集 / 医療情報科学研究所編集 医療情報科学研究所 メディックメディア 2021.4 9784896328240 SK00089100492.9¦¦N039¦¦ク2022

クエスチョン・バンクSelect必修 : 看護師国家試験問題集 / 医療情報科学研究所編集 医療情報科学研究所 メディックメディア 2021.4 9784896328240 SK00089100492.9¦¦N039¦¦ク2022

看護師国家試験問題集 : 国試でるでたBOOK / 『系統看護学講座』編集室編集 系統看護学講座編集室 医学書院 2021.4 9784260046329 SK00089095492.9¦¦N039¦¦ケ2022

必修ラ・スパ : 看護師国試対策 / 井上 輔編著 ;   川巖編集協  ; ラ・スパ編集委員会編 井上,  輔 テコム 2021.4 9784863994874 SK00089097492.9¦¦N039¦¦ヒ2022

ラ・スパ : 看護師国試対策 / 塙篤雄 [ほか] 編・著 塙, 篤雄 テコム 2021.4 9784863994881 SK00089098 492.9¦¦N039¦¦ラ2022

 看護理論  (N1００番台)
看護リフレクション : 経験から学ぶ看護師を育てる / 東めぐみ著 東, めぐみ(1959-) 医学書院 2021.3 9784260041720 SK00089021 492.9¦¦N100¦¦カ

健康と看護のSDGs / 富山大学医学部看護学科著 ; 二川香里, 金森昌彦編 富山大学 三恵社 2021.3 9784866933856 SK00089060 492.9¦¦N100¦¦ケ

現代看護理論 :   ひとりの看護理論のために /  村ユミ,  川みやえ編  村, ユミ ワードマップ 新曜社 2021.5 9784788517240 SK00089094492.9¦¦N110¦¦ゲ

実践に生かす「看護者の倫理綱領」 / 城ケ端初子編著 城ケ端, 初子 (1945-) 「看護者の倫理綱領」を学ぶ会 2021.3 9784883257201 SK00089061492.9¦¦N120¦¦ジ

看護系で役立つ化学の基本 / 有本淳一著 有本, 淳一 化学同人 2021.3 9784759820645 SK00089044 492.9¦¦N183¦¦カ

病理学 : 図解ワンポイント : 疾病の成り立ちと回復の促進 / 岡田英吉著 岡田, 英吉(1951-) サイオ出版 2021.3 9784907176969 SK00089019 492.9¦¦N198¦¦ビ

 看護技術・教育・研究 (N２００番台)
ヘルスケアシステム論 : ヘルスケアサービス提供のための制度・政策 / 増野園惠編集 増野, 園惠 看護管理学習テキスト / 井部俊子監修 日本看護協会出版会 2021.4 9784818023314 SK00089028492.9¦¦N230¦¦カ1

人材管理論 / 手島恵編集 手島, 恵 看護管理学習テキスト / 井部俊子監修 日本看護協会出版会 2021.4 9784818023338 SK00089066 492.9¦¦N230¦¦カ3

看護管理基本資料集 / 増野園惠編集 増野, 園惠 看護管理学習テキスト / 井部俊子監修 日本看護協会出版会 2021.4 9784818023369 SK00089067492.9¦¦N230¦¦カ-ベ

看護チームにおける看護師・准看護師及び看護補助者の業務のあり方に関するガイドライン及び活用ガイド / 日本看護協会 [編] 日本看護協会 日本看護協会 2021.4 SK00089114492.9¦¦N231¦¦カ

アメーバ・ナーシング・システム : 自立/自律した個人とチームを実現する! : 中小規模病院だからこそできる!全員参加型、小集団チームによる新看護方式 / 佐藤美香子著 佐藤, 美香子 日総研出版 2021.3 9784776019176 SK00089020492.9¦¦N233¦¦ア

看護の現場で活躍できる看護師のためのキャリアナビ : 多様な働き方を考えるお仕事大全 / 大坪陽子, 雜賀智也著 大坪, 陽子 ナースのためのスキルアップノート 秀和システム 2021.4 9784798057811 SK00089070492.9¦¦N248¦¦カ

看護を学ぶための法と社会保障制度 : 実践版看護学生・看護職必携 : 生活者の健康を主体的に支援するために / 前島良弘著 前島, 良弘 ふくろう出版 2021.3 9784861868085 SK00089048492.9¦¦N260¦¦カ

看護職の基本的責務 : 定義・概念/基本法/倫理 / 手島恵監修 手島, 恵 日本看護協会出版会 2021.4 9784818023024 SK00089062 492.9¦¦N260¦¦カ

  性看護学 (N３００番台)
 性・ 児看護ぜんぶガイド / 古川亮 , 市江和 編著 古川, 亮  プチナース 照林社 2021.4 9784796525237 SK00089065 492.9¦¦N340¦¦ボ

 成人看護学 (N５００番台)
日本腎不全看護学会誌 / 日本腎不全看護学会編集 日本腎不全看護学会 日本腎不全看護学会 9784260043144 13447327 SK00089116 492.9¦¦N556¦¦ニ22(2)

ナーシングスキルズ / ICHG研究会編 ICHG研究会 国際標準の感染予防対策 医 薬出版 2021.3 9784263237526 SK00089064 492.9¦¦N557¦¦ナ

耳鼻科ナースのギモン : 耳鼻咽喉科頭頸部外科 / 飯野佳美編集 飯野, 佳美 日ごろの?をまとめて解決 照林社 2021.4 9784796525312 SK00089103492.9¦¦N565¦¦ジ

がん薬物療法レジメンまるわかりBOOK / 下山達, 清美奈, 川井宏美編著 下山, 達 照林社 2021.4 9784796525275 SK00089102 492.9¦¦N571¦¦ガ

 状態別看護 (N９００番台)
療養過程を えるがん・ がん患者の緩和ケア / 千﨑登美 ,   幸代編著 千﨑, 美登  医 薬出版 2021.3 9784263237519 SK00089101 492.9¦¦N980¦¦リ

良質な医療とケアを提供するコミュニケーションbible / 岡田一義著 岡田, 一義 東京医学社 2021.4 9784885637308 SK00089057 490.14¦¦リ

医療・看護に携わる人のための人権・倫理読本 / 村岡潔, 山本克司編著 村岡, 潔 法律文化社 2021.4 9784589041463 SK00089091 490.15¦¦イ

医療専門用語言いかえ辞典 : 医療系学生のための / 大久保恵美子著 大久保, 恵美子 メヂカルフレンド社 2021.4 9784839216689 SK00089092 490.33¦¦イ

スライド作成テクニック100 : 学会発表,プレゼンに自信がもてる / 石木寛人著 石木, 寛人 南山堂 2021.5 9784525030414 SK00089086 490.7¦¦ス

透かしてみるとミルミルわかる!!解剖学 / 金子仁久編著 金子, 仁久(1941-) 学研メディカル秀潤社 2021.4 9784780914337 SK00089010 491.1¦¦ス

標準薬理学 / 鈴木秀典, 金井好克編集 ; 飯野正光 [ほか] 執筆 鈴木, 秀典(薬理学) Standard textbook 医学書院 2021.3 9784260041638 SK00089058491.5¦¦ヒ

標準免疫学 / 小安重夫, 椛島健治編集 ; 小安重夫 [ほか] 執筆 宮坂, 昌之 Standard textbook 医学書院 2021.3 9784260042383 SK00089093 491.8¦¦ヒ

 臨床医学・診断・治療 （請求記号 ４９２）
1冊でわかる病棟で う呼吸管理 : これだけ押さえれば 丈夫! / 永  真編集 ; 神 市 医療センター中央市 病院呼吸サポートチーム(RST)著 永 ,  真 学研メディカル秀潤社 2021.4 9784780913811 SK00089105492.28¦¦イ

神経系の疾患と薬 ; 循環器系の疾患と薬 ; 腎・泌尿器系の疾患と薬 ; 漢方薬 / 医療情報科学研究所編集 医療情報科学研究所 薬がみえる / 医療情報科学研究所編集 Medic Media 2021.4 9784896328318 SK00089059492¦¦ク¦¦1

呼吸器病レジデントマニュアル / 石田直, 近藤康博, 喜舎場朝雄編集 石田, 直 医学書院 2021.4 9784260045926 SK00089104 492¦¦レ

 看護学

 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）



 内科学・精神医学・小児科学 (請求記号 ４９３)
心のケアの羅針盤 / 水野雅文著 = La bussola per la salute mentale 水野, 雅文 ラグーナ出版 2021.3 9784910372020 SK00089033 493.7¦¦コ

精神科医が語る精神の病気 : うつ病、虐待、コロナ禍による心の問題 : 気になる精神の病気を完全網羅 / [仮屋暢聡監修] 仮屋, 暢聡(1957-) ニュートン別冊 ニュートンプレス 2021.5 9784315523669 SK00089106493.7¦¦セ

精神科医の出会った家族の風景 : 摂食障害とアルコール依存症の経験 / 大河原昌夫著 大河原, 昌夫(1947-) インパクト出版会 2021.4 9784755403095 SK00089041493.74¦¦セ

認知症の精神療法 : アルツハイマー型認知症の人との対話 / 繁田雅弘著 繁田, 雅弘 HOUSE出版 2020.8 9784991154300 SK00089139 493.758¦¦ニ

ビジュアルパンデミック・マップ : 伝染病の起源・拡大・根絶の歴史 / サンドラ・ヘンペル著 ; 関谷冬華訳 Hempel, Sandra National geographic 日経ナショナルジオグラフィック社 2020.3 9784863134553 SK00089111493.8¦¦ビ

小児がん支持療法マニュアル / 小児白血病研究会編 小児白血病研究会 診断と治療社 2021.4 9784787825049 SK00089046 493.94¦¦シ

新 児呼吸管理ハンドブック /   川久弥編集   川, 久弥 東京医学社 2021.4 9784885637285 SK00089107 493.95¦¦シ

 外科学 (請求記号 ４９４)
原発不明がん : どのように取り扱えば良いのか、診断から治療までの流れ / 安藤正志著 安藤, 正志(腫瘍薬物療法) 医学と看護社 2021.3 9784909888211 SK00089047494.5¦¦ゲ

 衛生学・公衆衛生・予防医学 (請求記号 ４９８)
医療法学入門 / 大磯義一郎, 大滝恭弘, 荒神裕之著 大磯, 義一郎 医学書院 2021.4 9784260045889 SK00089037 498.12¦¦イ

大学生の健康ナビ : キャンパスライフの健康管理 / 山本眞由美監修 山本, 眞由美 岐阜新聞社 2021.4 9784877972974 SK00089005 498.3¦¦ダ¦¦2021

永寿総合病院看護部が書いた新型コロナウイルス感染症アウトブレイクの記録 / 高野ひろみ, 武田聡子, 松尾晴美著 高野, ひろみ 医学書院 2021.4 9784260046312 SK00089013498.6¦¦エ

疫学とはなにか : データと理論思考で探る病気の原因と予防 / 中村好一著 中村, 好一 知りたいサイエンス 技術評論社 2021.4 9784297119508 SK00089054498.6¦¦エ

職場のメンタルヘルス予防・対応・支援のすべて : 産業保健スタッフ必携 / 畑中純子監修 畑中, 純子 産業保健と看護 メディカ出版 2021.4 9784840474887 21887764 SK00089068498.8¦¦シ

これだけ!DMAT丸わかり超ガイド / 阿南英明編著 阿南, 英明 中外医学社 2021.4 9784498166288 SK00089071 498.89¦¦コ

医療系学部のための「医療と社会」入門 / 大滝恭弘編著 ; 加藤大裕, 齋藤智恵, 秦奈峰子著 大滝, 恭弘 ムイスリ出版 2021.4 9784896412994 SK00089108498¦¦イ

実践行動変容のためのヘルスコミュニケーション : 人を動かす10原則 / 奥原剛著 奥原, 剛 大修館書店 2021.5 9784469269109 SK00089053 498¦¦ジ

 薬学 (請求記号 ４９９)

A 人体の構造と機能 ; B 疾病の成り立ちと回復の促進 / メヂカルフレンド社編集部編 メヂカルフレンド社編集部 看護師国家試験問題 : 解答・解説 メヂカルフレンド社 2021.4 9784839216726 SK00089130R492.9¦¦N039¦¦カ2022-1

C 健康支援と社会保障制度 ; D 基礎看護学 / メヂカルフレンド社編集部編 メヂカルフレンド社編集部 看護師国家試験問題 : 解答・解説 メヂカルフレンド社 2021.4 9784839216726 SK00089132R492.9¦¦N039¦¦カ2022-2

E 成人看護学 / メヂカルフレンド社編集部編 メヂカルフレンド社編集部 看護師国家試験問題 : 解答・解説 メヂカルフレンド社 2021.4 9784839216726 SK00089133R492.9¦¦N039¦¦カ2022-3

F 老年看護学 ; G 在宅看護論 ; H 看護の統合と実践 / メヂカルフレンド社編集部編 メヂカルフレンド社編集部 看護師国家試験問題 : 解答・解説 メヂカルフレンド社 2021.4 9784839216726 SK00089134R492.9¦¦N039¦¦カ2022-4

I  児看護学 ; J  性看護学 ; K 精神看護学 / メヂカルフレンド社編集部編 メヂカルフレンド社編集部 看護師国家試験問題 : 解答・解説 メヂカルフレンド社 2021.4 9784839216726 SK00089135R492.9¦¦N039¦¦カ2022-5

第110回看護師国家試験問題解答・解説 / メヂカルフレンド社編集部編 メヂカルフレンド社編集部 看護師国家試験問題 : 解答・解説 メヂカルフレンド社 2021.4 9784839216726 SK00089136R492.9¦¦N039¦¦カ2022ベ

クエスチョン・バンク看護師国家試験問題解説 / 医療情報科学研究所編集 医療情報科学研究所 メディックメディア 2021.4 9784896328233 SK00089099R492.9¦¦N039¦¦ク2022

看護師国家試験問題集 : 国試でるでたBOOK / 『系統看護学講座』編集室編集 系統看護学講座編集室 医学書院 2021.4 9784260046329 SK00089095R492.9¦¦N039¦¦ケ2022

生活習慣病のしおり 社会保険出版社 2021.3 9784784603398 SK00089045 R493.18¦¦セ¦¦2021

最新医療関連法の完全知識 : これだけは知っておきたい医療実務101法 / 安藤秀雄, 望月稔之, 並木洋, 小笠原一志共著 安藤, 秀雄 医学通信社 2021.4 9784870588325 SK00089109R498.12¦¦サ¦¦2021

国 医療費 / 厚 労働省政策統括官(統計・情報政策、政策評価担当)編 厚 労働省政策統括官(統計・情報政策、政策評価担当) 厚 労働統計協会 2021.3 9784875118466 SK00089049R498.13¦¦コ¦¦2018

  保健の主なる統計   衛 研究会   衛 研究会 2021.4 9784938481124 SK00089050 R498.7¦¦ボ¦¦2021

レポート・図表・プレゼン作りに追われない情報リテラシー : 大学生のためのアカデミック・スキルズ入門 : O ceアプリのWord・Excel・PowerPointを365日駆使する / 加藤正吾著 加藤, 正吾 三恵社 2021.4 9784866933887 SK00089085007.6¦¦レ

図書館と法 : 図書館の諸問題への法的アプローチ / 鑓水三千男著 鑓水, 三千男(1951-) JLA図書館実践シリーズ 日本図書館協会 2021.4 9784820421009 SK00089082011.2¦¦ト

こころのストレッチ : しなやかで折れない自分になる30のヒント / 下山晴彦著 ; 東京認知行動療法センター [著] 下山, 晴彦(1957-) 主婦の友社 2021.5 9784074470143 SK00089039146.8¦¦コ

地域を支えるエッセンシャル・ワーク : 保健所・病院・清掃・子育てなどの現場から / 山谷清志, 藤井誠一郎編著 山谷, 清志(1954-) ぎょうせい 2021.4 9784324109694 SK00089042318.2¦¦チ

「完全攻略」オンライン・WEB面接 : 「リアルじゃない」を武器にする内定獲得ノウハウ86 / 中園久美子著 中園, 久美子 ダイヤモンド社 2021.4 9784478113226 SK00089083366.29¦¦カ

どうしても頑張れない人たち / 宮口幸治著 宮口, 幸治 新潮新書 新潮社 2021.4 9784106109034 SK00089084 368.71¦¦ド

「困難事例」を解きほぐす : 多職種・多機関の連携に向けた全方位型アセスメント / 伊藤健次, 土屋幸己, 竹端寛著 伊藤, 健次(1974-) 現代書館 2021.4 9784768435861 SK00089087369.16¦¦コ

これからの 齢者介護施設における"看取り"のケア :   の最期をこころ満ちて平穏に美しく逝くとは / 川 秀徳著 川 , 秀徳 あいり出版 2021.3 9784865550863 SK00089040369.263¦¦コ

禁煙・受動喫煙教育新論 : 21世紀家庭・学校・地域社会からのアプローチ / 松尾正幸著 松尾, 正幸(1944-) 世論時報社 2019.1 9784915340956 SK00089115369.81¦¦キ

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 2021.4 9784260046299 SK00089056369.9¦¦イ¦¦2021

不登校に陥る どもたち : 「思春期のつまずき」から抜け出すためのプロセス / 成重  郎著 成重,   郎 合同出版 2021.4 9784772614542 SK00089052371.42¦¦フ

大学行政管理学会誌 / 大学行政管理学会学会誌編集委員会 [編] = Japan journal of university administrative management / General Incorporated Association Japan Association of University Administrative Management 大学行政管理学会 2020.9 13440357 SK00089113377.1¦¦ダ

自己分析 : 適職へ導く書きこみ式ワークシート / 岡茂信著 岡, 茂信(1964-) 内定獲得のメソッド マイナビ出版 [2021.4] 9784839976347 SK00089088377.9¦¦ジ¦¦2023

大学生として学ぶ自分らしさとキャリアデザイン / 高丸理香,  宇賀田栄次, 原田いづみ編 高丸, 理香 有斐閣ブックス 有斐閣 2021.4 9784641184541 SK00089043377.9¦¦ダ

面接自己PR志望動機 / 才木弓加著 才木, 弓加 内定獲得のメソッド マイナビ出版 [2021.4] 9784839976453 SK00089089 377.9¦¦メ¦¦2023

ゼロからわかる統計と確率 : ベイズ統計を日常生活にいかし、数学的に未来を予測する方法 ニュートンプレス ニュートン別冊 ニュートンプレス 2021.5 9784315523676 SK00089090417¦¦ゼ

生物はなぜ死ぬのか / 小林武彦著 小林, 武彦(1963-) 講談社現代新書 講談社 2021.4 9784065232170 SK00089055 460¦¦セ

 その他

 調べるための本



『在宅ケアの不思議な力』 /著者 秋山 正子
医学書院,2010.2, 492.9¦¦N820¦¦ザ 

木全 真理 先生のおすすめ本

図書館からのお知らせ

利用案内

休　館

著者は、訪問看護師としての活動にとどまらず、健康や介護や暮らしの
中のさまざまなお困りごとの相談ができる『暮らしの保健室』や、がん
患者が自分の力を取り戻す『マギーズ東京』を開設してきました。
この書籍では、著者が力強く、しなやかに切り開いてきた人生とともに、
看護の原点と新境地に向かう軌跡が描かれています。
訪問看護と在宅ケアの可能性を広げてきた先駆者の世界に、ぜひ触れて
みてください。

『在宅ケアの不思議な力』に続くシリーズ2冊目。「不思議な力」によっ
て起こった各地の動き、そこで生まれた出会いの数々。こちらも当館に
て所蔵しています。

「在宅ケアの力」シリーズ第3作。月刊『訪問看護と介護』好評連載中
の著者エッセイを全面改稿。2012年に地域包括ケアシステムの新時代を
迎えたこの国で暮らし、死にゆくことをサポートする看護専門職のガイ
ドブックとして再編したもの。こちらも所蔵していますので是非ご覧く
ださい。

医学書院,秋山正子,
2011.2
492.9||N820||ザ

医学書院,秋山正子,
2012.12

492.9||N820||ザ

表紙画像は帯ありのもの。
図書館では帯を外していま
す。

夏休み 期貸出実施中！ 7冊 返却日9月13日

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 31

8

今月のおすすめの本には同著者によるシリーズがあります

8月から来館時の記録表が変わります。
入室時に学籍番号と入室時間を記入し退
出時に退出時間を記入してください。座
席を使用する場合は、座席番号を記入し
て下さい。
座席を使用したら、退出時に机・椅子背
もたれを消毒のうえ、記録表の「清掃」
欄にチェックを入れて下さい。

閲覧席は２０席あります。
予約は必要ありません。

09：00 17：00

大学図書館だより 2021年８月
川崎市立看護短期大学図書館


