
今月は、みなさんが、休憩する時に役立つような、お茶と、お茶の時間
に合いそうなお菓子の本を全部で４冊取り上げました。
どの本も、お茶の時間を楽しくしてくれると思って選んだ本です。

　　お茶の時間に関する本を特集します。

大学図書館だより
2021年9月

川崎市立看護短期大学図書館

緊張した気持ちで過ごした方が多いかもしれません。
７月下旬から感染者が急増したので、感染予防に気を付けながら
学生のみなさんは、夏休み中どんなふうに過ごしましたか？

疲れを感じた時には、無理をせずに休憩してください。

『日本茶中国茶茶の事典』
 東社出版部編集
 東社発行
2003年4月発行
請求記号：596.7||ニ

初心者の方にも、お茶の楽しみ方を
わかりやすく教えてくれる
本です。
この本では、日本茶・中国茶・紅茶
それぞれのおいしいお茶の入れ方を
写真付きで説明しています。

おいしい日本茶、中国茶、紅茶が
飲めるお店も紹介されています。

『ハーブティー事典』
佐々木薫著
池田書店発行
2007年4月発行
請求記号：596.7||ハ

ハーブが葉っぱ（ドライハーブ）と
その種類の葉で入れたお茶の写真入りで
紹介されています。
ハーブティーの入れ方と、どの症状には
どのハーブが効くかも紹介されて
います。巻末には、疲労、不眠、
目の疲れなど、悩み別に効果がある
ハーブティーの種類も紹介されています
ので、体調不良を感じている方は
参考にしてください。

『おいしいスイーツの事典
甘くかわいいお菓子のストーリー』

成美堂出版編集部編集
中村勇監修
成美堂出版発行
2008年1月発行
請求記号：596.6オ

『オーブンもはかりもいらない
電子レンジのおやつ』
村上祥子 著
日本文芸社 発行
2003年5月発行
請求記号：596.6オ

オーブンを使わず、耐熱ボール・
耐熱容器と電子レンジを使って
お菓子を作る方法を教えてくれる本。
この本を見れば、ショートケーキ、
トライフル、プリン、白玉など
たくさんのお菓子を手軽に作ること
ができます。
お菓子を作ってみたい方は、ぜひ
参考にしてください。

この本では、世界中のお菓子を
紹介しています。 ザッハトルテは、
オーストリアの宰相メッテルニヒが
見習いシェフのフランツ・ザッハに
作らせたのが最初だったなど、
お菓子のエピドードも掲載されています。
掲載されているお菓子を見て、
このお菓子を食べるときには、
どのお茶が合うか、
考えるのも楽しそうです。



書名/著者名/（叢書名）/出版社/出版年 請求記号

ナイチンゲールはフェミニストだったのか / 河村貞枝 [ほか] 著 河村, 貞枝(1943-) ナイチンゲールの越境 日本看護協会出版会 2021.5 9784818023390 SK00089214492.9¦¦N020¦¦ナ3
保健師国家試験のためのレビューブック / 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 2016.4- 9784896326185 SK00089261492.9¦¦N039¦¦2021
第110回看護国試解説集 : 予備校講師による徹底分析&解説! / さわ研究所編 さわ研究所 啓明書房 2021.4 9784767112992 SK00089179492.9¦¦N039¦¦カ
看護師国家試験国試過去問題集 / 杉本由香編集 杉本, 由香 学研メディカル秀潤社 2021.4 9784780914290 SK00089178492.9¦¦N039¦¦コ2022
これで完璧!看護国試必修完全攻略集 / さわ研究所編 さわ研究所 啓明書房 2021.5 9784767113012 SK00089221492.9¦¦N039¦¦コ2022

看護実践に活かす中範囲理論 / 野川道子編著 野川, 道子(1949-) メヂカルフレンド社 2016.10 9784839216122 SK00089200492.9¦¦N110¦¦カ

ねじ子のヒミツ手技 / 森皆ねじ子著 森皆, ねじ子 エス・エム・エス 2009- 9784938936723 SK00089272492.9¦¦N210¦¦ネ
看護に活かす検査値の読み方・考え方 : 専門医からのアドバイス / 村田満, 上原由紀編集 村田, 満(医学) 総合医学社 2021.7 9784883787326 SK00089199492.9¦¦N212¦¦カ
心電図・X線画像・採血 : 3つの「知りたい」がまとめてわかる! : ナースのための検査データの読み方 / 宮道亮輔著 宮道, 亮輔 学研メディカル秀潤社 2021.5 9784780914016 SK00089180492.9¦¦N212¦¦シ
輸液管理 : 安心・安全自信がもてる / 雀地洋平編著 雀地, 洋平 ナースビギンズ 南江堂 2021.5 9784524246625 SK00089181492.9¦¦N212¦¦ユ
輸液 / 日本赤十字社和歌山医療センター看護部編著 日本赤十字社和歌山医療センター看護部 コツぶっくす : 先輩ナースの書きこみがぜんぶのってる! メディカ出版 2021.6 9784840475259 SK00089222492.9¦¦N212¦¦ユ
NANDA-I看護診断 : 定義と分類 / T. ヘザー・ハードマン, 上鶴重美, カミラ・タカオ・ロペス原書編集 ; 上鶴重美訳 Herdman, T. Heather 医学書院 2021.7 9784260046282 SK00089140492.9¦¦N222¦¦ナ2021-2023
看護師のための多職種連携攻略本 : 現場から学ぼう! / 須藤誠編集 ; メディッコ著 中山, 祐次郎(1980-) シービーアール 2021.5 9784908083631 SK00089176492.9¦¦N233¦¦カ
看護教育学 / 杉森みど里, 舟島なをみ著 杉森, みど里(1934-) 医学書院 2021.4 9784260047319 SK00089177492.9¦¦N240¦¦カ
看護教育へようこそ / 池 靜江,  束佳 著 池 , 静江 医学書院 2021.5 9784260046527 SK00089220492.9¦¦N245¦¦カ

看護学生のための精神看護学概論 / 東中須恵子編著 東中須, 恵子 大学教育出版 2021.4 9784866921327 SK00089182492.9¦¦N700¦¦カ
看護の治療的コミュニケーションと心のケア : 実践力を高めるワークブック / 河村奈美子, 星美和子編著 河村, 奈美子 大学教育出版 2021.4 9784866921198 SK00089195492.9¦¦N740¦¦カ

いのちに寄り添う自宅介護マニュアル : これから介護と向き合うあなたに / やぎひろみ著 ; 横山ふさ子絵 八木, 宏美 新曜社 2021.6 9784788517288 SK00089163492.9¦¦N820¦¦イ
外来で始める在宅療養支援 : ニーズ把握と実践のポイント / 永田智子, 田口敦子編著 永田, 智子 日本看護協会出版会 2021.4 9784818023376 SK00089194492.9¦¦N820¦¦ガ
産業保健の複雑データを集めてまとめて伝えるワザ : 社員も経営層も動かす!「最強」の活用術 / 和田耕治, 津野香奈美編著 和田, 耕治 産業保健と看護 メディカ出版 2018.4 9784840464574 SK00089266492.9¦¦N840¦¦サ

医療現場の外国人対応英語だけじゃない「やさしい日本語」 / 武田裕子, 岩田一成, 新居みどり著 武田, 裕子 南山堂 2021.5 9784525022518 SK00089210490.7¦¦イ

イラスト解剖学 / 松村讓兒著 松村, 讓兒 中外医学社 2021.4 9784498000445 SK00089175 491.1¦¦イ
文系のためのめっちゃやさしい人体 / 吉川雅英監修 吉川, 雅英 東京大学の先生伝授 ニュートンプレス 2021.5 9784315523744 SK00089168491.3¦¦ブ
老いの取扱説明書 : 人生100年時代を生き抜くための、老化の最新知識 ニュートンプレス ニュートン別冊 ニュートンプレス 2021.6 9784315523805 SK00089217491.358¦¦オ

今日の臨床検査 / 矢冨裕 [ほか] 編集 矢冨, 裕 南江堂 2021.5 9784524228034 SK00089193 492.1¦¦コ¦¦2021-2022
病気の科学知識 : 身近な感染症からがんまで今知りたい病気がよくわかる ニュートンプレス ニュートン別冊 ニュートンプレス 2021.6 9784315523782 SK00089216492¦¦ビ

　看護学

　看護学　総記・叢書・全集　（N０００番台）

　看護理論　　（N1００番台）

　看護技術・教育・研究　（N２００番台）

　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）

　基礎医学　（請求記号　４９１）

　臨床医学・診断・治療　（請求記号　４９２）

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。



書名/著者名/（叢書名）/出版社/出版年 請求記号

症状から理解する薬のはたらきとつかいかた : 介護職必携 / 藤澤節子著 藤澤, 節子 中央法規出版 2021.5 9784805883013 SK00089167493.185¦¦シ
厄介で関わりたくない精神科患者とどうかかわるか / 成瀬暢也著 成瀬, 暢也 中外医学社 2021.4 9784498229303 SK00089183493.72¦¦ヤ
リカバリーへの道 : ビレッジから学ぶ : 精神の病から立ち直ることを支援する / マーク・レーガン著 ; 前田ケイ監訳 Ragins, Mark 金剛出版 2005.4 9784772408707 SK00089262493.72¦¦リ
繊細さんが「自分のまま」で生きる本 : 繊細さは幸せへのコンパス / 武田友紀著 武田, 友紀 清流出版 2019.12 9784860294915 SK00089260493.79¦¦セ
ダウン症のすべて / 諏訪まゆみ編著 諏訪, まゆみ 中外医学社 2021.4 9784498145634 SK00089184493.94¦¦ダ
乳児の健康を守るために : 保健医療従事者のための「 乳代 品のマーケティングに関する国際規準」ガイド 第12版 / [by] Annelies Allain ; 本郷寛 , 多  苗, 瀬尾智  [ほか] 翻訳 International Baby Food Action Network  乳育児 援ネットワーク 2021.8 SK00089255493.983¦¦ニ

わかる!できる!腎臓リハビリテーションQ&A /  縣邦弘, 星野純 , 松永篤彦編  縣, 邦弘(1959-) 医 薬出版 2021.5 9784263266373 SK00089196494.93¦¦ワ

乳がんの本 : 乳腺専門医がわかりやすく解説 / 高橋かおる著 高橋, かおる アストラハウス 2021.5 9784908184314 SK00089171495.46¦¦ニ
妊産褥婦メンタルケアガイドブック : 自殺企図,うつ病,育児放棄を防ぐために : 救急現場における精神科的問題の初期対応 / 日本臨床救急医学会「自殺企図者のケアに関する検討委員会」監修 日本臨床救急医学会「自殺企図者のケアに関する検討委員会」 へるす出版 2021.4 9784867190166 SK00089185495.5¦¦ニ

格差時代の医療と社会的処方 : 病院の入り口に立てない人々を支えるSDH (健康の社会的決定要因) の視点 / 武田裕子編集 武田, 裕子 日本看護協会出版会 2021.4 9784818023307 SK00089186498¦¦カ
在宅医療の真実 / 小豆畑丈夫著 小豆畑, 丈夫 光文社新書 光文社 2021.5 9784334045432 SK00089212498¦¦ザ
勇気づけ保健指導&健康教育ハンドブック : 心に響く!行動を促す! : 「健やかで幸せな人生」を支えるマインドとスキル / 加倉井さおり著 加倉井, さおり とみにん 2020.8 9784991159206 SK00089268498.07¦¦ユ
先生大変です!!お医者さんの法律問題処方箋 / 全国医療問題研究会著 全国医療問題研究会 耕文社 2021.4 9784863770621 SK00089197498.12¦¦セ
メディカルスタッフのための基礎からわかる人間関係論 / 山蔦圭輔, 本田周二著 山蔦, 圭輔 南山堂 2021.5 9784525504519 SK00089187498.14¦¦メ
疫病と人類知 : 新型コロナウイルスが私たちにもたらした深遠かつ永続的な影響 / ニコラス・クリスタキス著 ; 庭田よう子訳 Christakis, Nicholas A. 講談社 2021.5 9784065225707 SK00089189498.6¦¦エ
新型コロナウイルスの感染対策 : カラーイラストで学ぶ / 下間正孝絵と文 下間, 正隆 金芳堂 2021.5 9784765318686 SK00089172498.6¦¦シ
職場の健康がみえる : 産業保健の基礎と健康経営 / 医療情報科学研究所編集 医療情報科学研究所 健康がみえるシリーズ メディックメディア 2019.12 9784896327823 SK00089264498.8¦¦シ
図解新型コロナウイルス職場の対策マニュアル /    志著   ,  志 エクスナレッジ 2020.4 9784767827568 SK00089263498.8¦¦ズ
健康診断・保健指導パーフェクトBOOK : イラストでまるわかり! : 検査所見一覧&そのまま使える面談用シートつき / 畑中純子監修 畑中, 純子 産業保健と看護 メディカ出版 2019.4 9784840468190 21887764 SK00089267498.81¦¦ケ

川崎市立看護短期大学紀要 / 川崎市立看護短期大学図書委員会編 川崎市立看護短期大学 川崎市立看護短期大学 2021.3 13421921 SK00089164R090¦¦カ¦¦26(1)
看護関係統計資料集 / 日本看護協会出版会編集 日本看護協会出版会 日本看護協会出版会 2021.4 9784818023291 SK00089198R492.9¦¦N054¦¦カ2020

やってみようテキストマイニング : 自由回答アンケートの分析に挑戦! / 牛澤賢二著 牛沢, 賢二(1952-) 朝倉書店 2021.5 9784254122619 SK00089173007.6¦¦ヤ
人間関係トレーニング : 私を育てる教育への人間学的アプローチ / 津村俊充, 山口真人編 津村, 俊充(1951-) ナカニシヤ出版 2005.4 9784888487214 SK00089201361.4¦¦ニ
最新最強の履歴書・職務経歴書 / 矢島雅己監修 矢島, 雅己 成美堂出版 2021.6 9784415233086 SK00089213366.29¦¦サ¦¦2023
相模原障害者殺傷事件 : 元職員による徹底検証 : 裁判の記録・被告との対話・関係者の証  /   純志著   , 純志(1965-) 明 書店 2021.5 9784750352015 SK00089209368.61¦¦サ
ポストコロナ時代の高齢者ケア : 2025地域包括ケア転換期に立って / 朝田隆, 村川浩一編著 朝田, 隆(1955-) 第一法規 2021.5 9784474074651 SK00089174369.26¦¦ポ
わたしのココロはわたしのもの : 不登校って言わないで / プルスアルハ著 ; 細尾ちあきお話と絵 プルスアルハ 子どもの気持ちを知る絵本 ゆまに書房 2014.10 9784843346013 SK00089269371.42¦¦ワ
最新最強の面接対策 / 小林常秋監修 小林, 常秋 成美堂出版 2021.6 9784415233055 SK00089215377.9¦¦サ¦¦2023
面接 / 杉村太郎, 藤本健司著 杉村, 太郎(1963-2011) 絶対内定 ダイヤモンド社 2021.5 9784478113318 SK00089190377.9¦¦メ¦¦2023
面接の質問 / 杉村太郎, 藤本健司著 杉村, 太郎(1963-2011) 絶対内定 ダイヤモンド社 2021.5 9784478113325 SK00089192377.9¦¦メ¦¦2023
障害学生に関する紛争の防止・解決等事例集ウェブコラム総集編 日本学生支援機構 日本学生支援機構学生生活部障害学生支援課 2021.3 SK00089188378¦¦シ
発達凸凹なボクの世界 : 感覚過敏を探検する / プルスアルハ著 ; 細尾ちあきお話と絵 プルスアルハ 子どもの気持ちを知る絵本 ゆまに書房 2015.9 9784843346037 SK00089271378¦¦ハ
最新最強の作文小論文 / 成美堂出版編集部編著 成美堂出版編集部 成美堂出版 2021.6 9784415233000 SK00089224816.5¦¦サ¦¦2023
天声人語 : 英文対照 / 朝日新聞論説委員室編 ; 国際発信部訳 朝日新聞社論説委員室 原書房 2021.5 9784562059256 SK00089211837¦¦テ¦¦204
みんな水の中 : 「発達障害」自助グループの文学研究者はどんな世界に棲んでいるか / 横道誠著 横道, 誠(1979-) シリーズケアをひらく 医学書院 2021.5 9784260046992 SK00089170916¦¦ヨ

　衛生学・公衆衛生・予防医学　（請求記号　４９８）

　薬学　（請求記号　４９９）

　その他

　外科学　（請求記号　４９４）

　調べるための本

　内科学・精神医学・小児科学　（請求記号　４９３）

　婦人科学・産科学　（請求記号　４９５）



土日祝日：休館
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夏休み期間： 9:00～17:00 開館

月～金曜日： 9:00～19:30 開館

夏休み 期貸出の図書の返却期限は9 13 （ ）です。
よろしくお願いいたします。

利用案内

『リラクセーション法入門

嵐弘美 先生のおすすめの本

  発行年月：2013年8月 分類番号:492.9¦¦N140¦¦リ
  編集：小板橋喜久代、荒川唱子 発行：日本看護協会出版会

- セルフケアから臨床実験へとつなげるホリスティックナーシング』

疲れた時、辛い時、不安が高まった時などに、自分を
癒す方法をもっていますか？この本は、積極的にリラッ
クスした状態を生み出すための方法を紹介しています。
数あるリラクセーションの書籍のなかでも、看護師目線
でまとめられた一冊で、看護師自身のセルフケア維持や、
看護実践に自然に取り入れられる内容になっています。
この本をとおして、まずは自分自身を癒す方法の引き

出しを豊かにしてみることをお勧めします。

大学図書館だより 2021年9月
川崎市立看護短期大学図書館


