
今月は「働く」をテーマにして、仕事についての本を紹介します。
ビジネス書、哲学書、世の中にはさまざまな本があります。仕事についての意味を求めるもの、
自分らしい仕事とは、と考えようとするもの。 たくさんのなかから、しばらく前に話題になった本を
挙げてみます。当図書館で所蔵していますので、時間のあるときに手に取って見て下さい。
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夢に向かって進む

働くよろこび、世の中とつながる幸福

虹色のチョーク : 働く幸せを

実現した町工場の奇跡

小松 成美 著, 幻冬舎, 

2020.4, 589.73¦¦ニ

お菓子を仕事にできる幸福

株式会社 東ハト 著，

日経BP社, 2004.5, 588.3¦¦オ

「暴君ハバネロ」というお菓子を知っていますか。あるいは、
「キャラメルコーン」は食べたことがありますか。この本は、
バブル期の本業以外の経営の失敗で事実上倒産してしまったお菓子
メーカー 東ハトが、会社再建を目指す過程で、社員のために
作成した飛び出す絵本を元にしています。
仕事ができることってしあわせなんだ、と優しく語ってくれます。

日本でいちばん大切にしたい会社

坂本 光司 著

あさ出版 , 2008.4, 335.35¦¦ニ

社員の７割が知的障害者で、給与面でもまったく差をつけずに
仕事を任せている、川崎市にあるチョークを製造・販売する会社
「日本理化学工業株式会社」のお話です。
障害の子をもって先行きを心配する親のインタビューや、経営

について語る社 を丁寧に取材しているものです。
下記に取り上げる、「日本でいちばん大切にしたい会社」にも、

この会社が載っています。

当館では文庫を所蔵しています。
2017年刊の文庫化です。

バッタを倒しにアフリカへ

前野 ウルド 浩太郎 著，

光文社新書, 2017.5, 486.45¦¦バ

バッタの大発生により、農作物が食べつくされてしまう被害を『蝗害（こうがい）』といいます。結
果、飢饉を引き起こし、世界では深刻な食糧問題にもなっているのです。 筆者は、バッタの研究者だ
から、成果を出して、日本で昆虫学者として仕事がしたい！と単身アフリカのモーリタニアへ。
そこで日本人の若者が見たもの、感じたものは・・・。現地の生活や時間感覚の違い、食べ物、地雷

の埋まっている砂漠、言語の壁を越えた友情。そして次の就職先はどうしたらいいか、という不安。
ピンチは連続して起こるのですが、バッタへの愛と関わることの出来る喜びに、失敗も苦労も何のそ

の。タイトルは「倒しに」となっていますが、バッタ憎しではなく、愛があるから。詳しくなり、生態
を解き明かしたい、被害の解決策を見つけたい、と奮闘します。



書名/著者名/（叢書名）/出版社/出版年 請求記号

看護にいかす文献検索入門 : 学び続けるための情報探索スキル / 富田美加, 松本直子著 富田, 美加 中央法規出版 2021.12 9784805884065 SK00089847492.9¦¦N010¦¦カ
看護師国家試験必修問題ファイナルチェック360問 / Nursing Canvas看護師国試対策室編集 Nursing Canvas看護師国試対策室 学研メディカル秀潤社 2021.12 9784780914542 SK00089921492.9¦¦N039¦¦カ2022
これで突破!社会保障&関係法規 : 看護師国家試験対策ブック /   幸典, 和泉澤千恵編著   , 幸典 メディカ出版 2021.7 9784840475716 SK00089928492.9¦¦N039¦¦コ2022
地域療養を支えるケア / 臺有桂, 石田千絵, 山下留理子編 臺, 有桂 ナーシング・グラフィカ メディカ出版 2022.1 9784840475433 SK00089962492.9¦¦N080¦¦ナ-チ
在宅療養を支える技術 / 臺有桂, 石田千絵, 山下留理子編 臺, 有桂 ナーシング・グラフィカ メディカ出版 2022.1 9784840475440 SK00089963492.9¦¦N080¦¦ナ-チ

　看護技術・教育・研究　 (N２００番台 )

エビデンスに基づく症状別看護ケア関連図 / 小板橋喜久代, 山本則子編集 小板橋, 喜久代 中央法規出版 2013.2 9784805837771 SK00052826492.9¦¦N220¦¦エ
エビデンスに基づく疾患別看護ケア関連図 / 山本則子編集 山本, 則子 中央法規出版 2014.2 9784805839607 SK00053839492.9¦¦N220¦¦エ
看護過程の展開 / 医療情報科学研究所編集 医療情報科学研究所 看護がみえる / 医療情報科学研究所編集 メディックメディア 2020.6 9784896328011 SK00087626492.9¦¦N220¦¦カ
看護過程の展開 / 医療情報科学研究所編集 医療情報科学研究所 看護がみえる / 医療情報科学研究所編集 メディックメディア 2020.6 9784896328011 SK00087626492.9¦¦N220¦¦カ
緊急度・重症度からみた症状別看護過程+病態関連図 / 井上智子, 窪田哲朗編集 井上, 智子 医学書院 2019.11 9784260038539 SK00086113492.9¦¦N220¦¦キ
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
看護の現場ですぐに役立つ看護記録の書き方 : 患者さんのために記録をムダなく的確に書く! / 大口祐矢著 大口, 祐矢 ナースのためのスキルアップノート 秀和システム 2021.11 9784798065168 SK00089833492.9¦¦N228¦¦カ
高度実践看護統合的アプローチ / Mary Fran Tracy, Eileen T.O'Grady編集 Tracy, Mary Fran へるす出版 2020.11 9784892699962 SK00089816492.9¦¦N230¦¦コ
ナスさんが答える!ぴんとくるお悩み相談室 / ぷろぺら著 ぷろぺら 南山堂 2021.11 9784525504212 SK00089882492.9¦¦N232¦¦ナ
看護現場で役立つ文章の書き方・磨き方 : 論理的に伝える技法 / 因京子著 因, 京子 日本看護協会出版会 2021.10 9784818023628 SK00089848492.9¦¦N251¦¦カ

　小児看護学　（Ｎ４００番台）

看護師と家族でかなえる最高のサポート : 子どもの入院から就学・就労まで / 佐藤聡美著 佐藤, 聡美 へるす出版 2021.11 9784867190289 SK00089913492.9¦¦N440¦¦カ

　成人看護学　 (N５００番台 )

呼吸器疾患 / 道又元裕編集 道又, 元裕 臨床で実際に役立つ疾患別看護過程 総合医学社 2021.11 9784883787272 SK00089897492.9¦¦N547¦¦コ
呼吸器疾患 / 道又元裕編集 道又, 元裕 臨床で実際に役立つ疾患別看護過程 総合医学社 2021.11 9784883787272 SK00089897492.9¦¦N547¦¦コ
新型コロナ病棟ナース戦記 : 最前線の現場で起きていたこと / 倉原優著 倉原, 優 メディカ出版 2021.12 9784840478205 SK00089914492.9¦¦N557¦¦シ

　老人看護学　（Ｎ６００番台）

認知症の介護・看護に役立つハンドセラピー : 背中・手・足にやさしく触れるだけ! / 鈴木みずえ監修 鈴木, みずえ 池田書店 [2021.11] 9784262145983 SK00089838492.9¦¦N680¦¦ニ

 地域看護学・家庭看護学　（Ｎ８００番台）

基礎からわかる地域・在宅看護論 : 必須の知識・考え から事例演習まで / 池 静江編著 池 , 静江 プチナース 照林社 2021.12 9784796525459 SK00089924492.9¦¦N820¦¦キ
地域・在宅看護論 / 尾崎章 編著 ; 佐野けさ美編著 尾崎, 章  医 薬出版 2021.12 9784263237571 SK00089933492.9¦¦N820¦¦チ

 状態別看護　(N９００番台)

今はこうする×私はこうしているICUケア / 道又元裕編集・執筆 ; 露木菜緒, 戎初代編集協力 道又, 元裕 南江堂 2021.12 9784524227976 SK00089923492.9¦¦N953¦¦イ
はじめてでもよくわかるナースのための呼吸ECMO実践ガイド / 清水敬樹, 濱口純編集 清水, 敬樹 学研メディカル秀潤社 2021.12 9784780914511 SK00089922492.9¦¦N954¦¦ハ

　医学全般　(請求記号　４９０)

共に生きるスピリチュアルケア : 医療・看護から宗教まで / 瀧口俊子, 大村哲夫, 和田信編著 滝口, 俊子(1940-) 創元社 2021.11 9784422117737 SK00089885490.16¦¦ト
「認知症の人が参加する研究の倫理」に関する提言 : 意思決定能力が低下した人を支援するために / 日本臨床倫理学会「認知症の人が参加する研究の倫理」に関するワーキンググループ編著 日本臨床倫理学会 へるす出版 2019.3 9784892699719 SK00089813490.7¦¦ニ
臨床研究21の勘違い / 福原俊一, 福間真悟, 紙谷司著 福原, 俊一(1954-) 医学書院 2021.11 9784260034586 SK00089846490.7¦¦リ

　基礎医学　（請求記号　４９１）

免疫 / 医療情報科学研究所編集 医療情報科学研究所 イメカラ : イメージするカラダのしくみ / 医療情報科学研究所編集 メディックメディア 2021.11 9784896328561 SK00089845491.3¦¦イ
脳とは何か : 最前線の研究で解明された脳のしくみや知能、身近な病気 ニュートンプレス ニュートン別冊 ニュートンプレス 2021.12 9784315524765 SK00089886491.371¦¦ノ
はじめまして病理学 / 市原真著 市原, 真(1978-) 照林社 2021.12 9784796525107 SK00089912 491.6¦¦ハ
医系免疫学 / 矢田純一著 矢田, 純一(1934-) 中外医学社 2021.11 9784498106079 SK00089896 491.8¦¦イ

　臨床医学・診断・治療　（請求記号　４９２）

消化器 / 医療情報科学研究所編集 医療情報科学研究所 病気がみえる / 医療情報科学研究所編 メディックメディア 2020.4 9784896327922 SK00087145492¦¦ビ¦¦1
産科 / 医療情報科学研究所編 医療情報科学研究所 病気がみえる / 医療情報科学研究所編 Medic Media 2018.10 9784896327137 SK00083971492¦¦ビ¦¦10
運動器・整形外科 / 医療情報科学研究所編 医療情報科学研究所 病気がみえる / 医療情報科学研究所編 Medic Media 2017.6 9784896326321 SK00057043492¦¦ビ¦¦11
眼科 / 医療情報科学研究所編 医療情報科学研究所 病気がみえる / 医療情報科学研究所編 Medic Media 2019.6 9784896327601 SK00085487492¦¦ビ¦¦12
耳鼻咽喉科 / 医療情報科学研究所編集 医療情報科学研究所 病気がみえる / 医療情報科学研究所編 Medic Media 2020.12 9784896328158 SK00088694492¦¦ビ¦¦13
皮膚科 / 医療情報科学研究所編集 医療情報科学研究所 病気がみえる / 医療情報科学研究所編 Medic Media 2020.12 9784896328189 SK00088706492¦¦ビ¦¦14
循環器 / 医療情報科学研究所編 医療情報科学研究所 病気がみえる / 医療情報科学研究所編 メディックメディア 2021.3 9784896328301 SK00088922492¦¦ビ¦¦2
糖尿病・代謝・内分泌 / 医療情報科学研究所編 医療情報科学研究所 病気がみえる / 医療情報科学研究所編 Medic Media 2019.10 9784896327663 SK00085953492¦¦ビ¦¦3
呼吸器 / 医療情報科学研究所編 医療情報科学研究所 病気がみえる / 医療情報科学研究所編 Medic Media 2018.12 9784896327304 SK00084313492¦¦ビ¦¦4

　看護学

　医学全般(請求記号　４９０～４９９　４９２．９を除く)

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。



血液 / 医療情報科学研究所編 医療情報科学研究所 病気がみえる / 医療情報科学研究所編 Medic Media 2017.3 9784896326529 SK00056904492¦¦ビ¦¦5
免疫・膠原病・感染症 / 医療情報科学研究所編 医療情報科学研究所 病気がみえる / 医療情報科学研究所編 Medic Media 2018.9 9784896327205 SK00083814492¦¦ビ¦¦6
脳・神経 / 医療情報科学研究所編 医療情報科学研究所 病気がみえる / 医療情報科学研究所編 Medic Media 2017.11 9784896326864 SK00081962492¦¦ビ¦¦7
腎・泌尿器 / 医療情報科学研究所編 医療情報科学研究所 病気がみえる / 医療情報科学研究所編 Medic Media 2019.10 9784896327717 SK00086212492¦¦ビ¦¦8
婦人科・乳腺外科 / 医療情報科学研究所編 医療情報科学研究所 病気がみえる / 医療情報科学研究所編 Medic Media 2018.10 9784896327120 SK00083976492¦¦ビ¦¦9

　内科学・精神医学・小児科学　 (請求記号　４９３ )

糖尿病最新の治療 / 荒木栄一, 綿田裕孝, 山内敏正編集 荒木, 栄一 南江堂 2021.11 9784524229963 SK00089849493.123¦¦ト¦¦2022-2024
保健指導のカンどころ!保健師に知ってほしい糖尿病と 科のこと /   亙著   , 亙(内科医) 医 薬出版 2019.10 9784263237335 SK00089807493.123¦¦ホ
病棟・外来・在宅医療チームのための在宅酸素療法まるごとガイド / 石原英樹, 竹川幸恵編著 石原, 英樹 みんなの呼吸器Respica メディカ出版 2021.11 9784840474306 24344567 SK00089887493.3¦¦ビ
患者さんのための肺がんガイドブック : 悪性胸膜中皮腫・胸腺腫瘍含む / 日本肺癌学会編 日本肺癌学会 金原出版 2021.11 9784307204491 SK00089898493.385¦¦カ¦¦2021
エコーによる直腸便貯留観察ベストプラクティス / 日本創傷・オストミー・失禁管理学会, 看護理工学会編 日本創傷オストミー失禁管理学会 照林社 2021.7 9784796525398 SK00089929493.46¦¦エ
膵臓の病気がわかる本 : 急性膵炎・慢性膵炎・膵のう胞・膵臓がん : イラスト版 / 糸井隆夫監修 糸井, 隆夫 健康ライブラリー 講談社 2021.11 9784065260227 SK00089910493.47¦¦ス
ACECガイドブック : 意識障害の初期診療の標準化 : advanced coma evaluation and care / 「ACECガイドブック2014」編集委員会, 意識障害に関するERにおける標準化小委員会編 「ACECガイドブック2014」編集委員会 へるす出版 2014.5- 9784892698125 SK00089793493.73¦¦エ
 死病・ナポレオン戦争・顕微鏡 / フランク・M・スノーデン著 ; 桃井緑美 , 塩原通緒訳 Snowden, Frank M. (Frank Martin), 1946- 疫病の世界史 / フランク・M・スノーデン著 ; 桃井緑美 , 塩原通緒訳 明 書店 2021.11 9784750352671 SK00089839493.8¦¦エ¦¦1
消耗病・植 地・グローバリゼーション / フランク・M・スノーデン著 ; 桃井緑美 , 塩原通緒訳 Snowden, Frank M. (Frank Martin), 1946- 疫病の世界史 / フランク・M・スノーデン著 ; 桃井緑美 , 塩原通緒訳 明 書店 2021.11 9784750352688 SK00089841493.8¦¦エ¦¦2
はじめて学ぶ 児内分泌 /   川 洋著   川,  洋 診断と治療社 2021.11 9784787824813 SK00089850 493.934¦¦ハ
起立性調節障害<OD> : 朝起きられない子どもの病気がわかる本 : イラスト版 / 田中大介監修 田中, 大介 健康ライブラリー 講談社 2021.11 9784065260210 SK00089911493.937¦¦キ

　外科学　(請求記号　４９４)

免疫チェックポイント阻害薬治療 : チームで取り組む / 山口央, 藤堂真紀, 玉木秀子編著 山口, 央 中外医学社 2019.10 9784498106109 SK00089794494.5¦¦メ
シーティング技術のすべて /  之瀬隆, 森 智之編  之瀬, 隆 医 薬出版 2020.3 9784263266168 SK00089811 494.78¦¦シ
イラストでわかる腎臓・透析療法・透析患者の体 / 花房規男編著 花房, 規男 透析ケア メディカ出版 2021.12 9784840473743 13411489 SK00089899494.93¦¦イ
腎不全の基礎知識から学べる透析療法パーフェクトガイド / 田部井薫著 田部井, 薫 総合医学社 2021.3 9784883787296 SK00089791494.93¦¦ジ

　婦人科学・産科学　 (請求記号　４９５ )

胎児心拍数モニタリング講座 : 大事なサインを見逃さない! / 藤森敬也著 藤森, 敬也 メディカ出版 2021.12 9784840478229 SK00089889495.6¦¦タ
　衛生学・公衆衛生・予防医学　(請求記号　４９８)

新型コロナウイルス対策に取り組む保健医療の現場 : 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 労働統計協会編 厚 労働統計協会 2021.10 9784875118534 SK00089836498.021¦¦ズ¦¦2021-2022
保健指導・ 動変容 援ガイド : シンプル&ミニマム : 実践ワークシート付 /  達淑 著  達, 淑  医 薬出版 2020.1 9784263707487 SK00089805498.07¦¦ホ
医療コーチングワークブック : 対話的コミュニケーションのプラットフォーム / 日本摂食嚥下リハビリテーション学会教育委員会編集 ; 出江紳一, 安藤潔, 曽我香織著 日本摂食嚥下リハビリテーション学会教育委員会 中外医学社 2019.5 9784498048706 SK00089814498.14¦¦イ
思いやる心は傷つきやすい : パンデミックの中の感情労働 / 武井麻子著 武井, 麻子 創元社 2021.11 9784422320854 SK00089881498.14¦¦オ
レジリエント・ヘルスケア入門 : 擾乱と制約下で柔軟に対応する力 / 中島和江編著 中島, 和江 医学書院 2019.12 9784260028288 SK00089817498.163¦¦レ
コロナとWHO : 感染症対策の「司令塔」は機能したか / 笹沢教一著 笹沢, 教一 集英社新書 集英社 2021.11 9784087211924 SK00089884498.6¦¦コ
それでも闘いは続く : コロナ医療最前線の700日 / 国立国際医療研究センター著 国立国際医療研究センター 集英社インターナショナル 2021.11 9784797674057 SK00089892498.6¦¦ソ

病院感染対策ガイドライン / 国公立大学附属病院感染対策協議会編集 国公立大学附属病院感染対策協議会 じほう 2020.12 9784840753395 SK00089795498.6¦¦ビ
すぐに役立つ職場のメンタルヘルスハンドブック : 産業医・心理職・精神保健職から人事労務担当者・衛生管理者まで職場のメンタルヘルスにかかわるすべての人に / 江口尚, 真船浩介, 日野亜弥子, 廣尚典編集 江口, 尚 診断と治療社 2021.11 9784787824905 SK00089890498.8¦¦ス

　薬学　 (請求記号　４９９ )

くすり大図鑑 = Visual book of the medicine / 掛谷秀昭監修 掛谷, 秀昭 Newton大図鑑シリーズ ニュートンプレス 2021.12 9784315524802 SK00089883499¦¦ク

病院年報 / 川崎市立井田病院編集 川崎市立井田病院 川崎市立井田病院 2021.12 SK00089979 R091¦¦ビ¦¦50
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 2021.12 9784875493471 SK00089894R351¦¦デ¦¦2022
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 2021.11 9784822341312 SK00089916R351¦¦ニ¦¦71
全国学校総覧 / 全国学校データ研究所編 全国学校データ研究所 原書房 2021.12 9784562059997 SK00089909R370.35¦¦ゼ¦¦2022

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、労使関係担当)編 厚生労働省政策統括官(統計・情報政策、労使関係担当) 厚生労働統計協会 2021.11 9784875118565 SK00089926R498.059¦¦チ¦¦2019-1
日本のコロナ対応「混乱の本質」 : 真の制度改革・医療強靭化を実現せよ! / 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 2021.11 9784867290781 SK00089900R498¦¦イ¦¦2021

ケアの倫理と共感 / マイケル・スロート著 ; 早川正祐, 松田一郎訳 Slote, Michael A. (Michael Anthony), 1941- 勁草書房 2021.11 9784326102983 SK00089915150¦¦ケ
憲法判例コレクション = A collection of cases on the constituion of Japan / 小泉良幸, 松本哲治, 横大道聡編 小泉, 良幸(1966-) 有斐閣 2021.11 9784641228115 SK00089843323.14¦¦ケ
日本でいちばん大切にしたい会社 / 坂本光司著 坂本, 光司(1947-) あさ出版 2008.4- 9784860632489 SK00089870335.35¦¦ニ
老年学を学ぶ : 高齢社会の学際的研究 / 杉澤秀博 [ほか] 編著 杉澤, 秀博 桜美林大学叢書 桜美林大学出版会 2021.12 9784846020781 SK00089937367.7¦¦ロ
真冬のタンポポ : 覚せい剤依存から立ち直る / 近藤恒夫著 近藤, 恒夫(1941-) 双葉社 2018.2 9784575313383 SK00089866368.81¦¦マ
ヤングケアラー : 介護する子どもたち / 毎日新聞取材班著 毎日新聞取材班 毎日新聞出版 2021.11 9784620327150 SK00089891369¦¦ヤ
相談学生に学ぶ学生相談 / 鶴田一郎編著 鶴田, 一郎(1962-) 大学教育出版 2021.12 9784866921594 SK00089943377.9¦¦ソ
わかりやすい統計学 : データサイエンス基礎 / 松原望, 森本栄一著 松原, 望(1942-) 丸善出版 2021.11 9784621306536 SK00089844417¦¦ワ
大学の基礎化学 : 必要な物理・数学とともに / 若狭雅信編著 若狭, 雅信(1961-) 丸善出版 2021.11 9784621306475 SK00089895430¦¦ダ
スミス基礎生化学 / Janice Gorzynski Smith著 ; 村田滋訳 Smith, Janice G. 東京化学同人 2021.11 9784807920150 SK00089918464¦¦ス
虹色のチョーク : 働く幸せを実現した町工場の奇跡 / 小松成美 [著] 小松, 成美(1962-) 幻冬舎文庫 幻冬舎 2020.4 9784344429642 SK00089869589.73¦¦ニ
けんちゃんのもみの木 = THE FIR TREE / 美谷島邦子文 ; いせひでこ絵 美谷島‚ 邦子(1947-) BL出版 2020.10 9784776409762 SK00089968726.6¦¦ケ
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 2021.11 9784861868436 SK00089901816.5¦¦ダ
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 2021.11 9784562059270 SK00089893837¦¦テ¦¦206

　その他

　調べるための本



本のタイトル；けんちゃんのもみの木
著者；美谷島邦子・文 いせひでこ・絵
出版社；BL出版 2020.10, 726.6¦¦ケ

今、御巣鷹山は、さまざまな悲しみを抱えた人たちが集う山になっています。

受付期間

返却日 3/11（金）

※3年生は
貸出冊数

野村先生のお薦め

利用案内
春季期間に伴う長期貸出

2/4（ ） 3/11( ）

4/7(木）

開館時間短縮・閉館のお知らせ

※入試準備のため
16：30 閉館

2/25（金）

7冊
 3/14( ） 4/4( ）

 4/5(火）

「あの日 たくさんの星が おすたか山にふった」という文で始まるこの絵本は、1985年8月12日、日航ジャ
ンボ機墜落事故で9歳の次男けんちゃんを亡くしたお さんが書きました。けんちゃんは、初めての  旅で
した。お さんは、「きみはどこにいるの？ どこにきえたの？」と突然いなくなったけんちゃんを探しに
行った日から、心が迷子になってしまったのです。お父さんは、墜落現場に目印としてちいさなもみの木を植
えました。「けんちゃんにも えるようにと‥」。迷 になったお さんは、もみの に会いに ったので
す。くる年も、くる年も・・・そして い年 を経て・・・ある時「ただいま」の声がします。「その から
どこにもいかないきみがいる」。
私は、520人の命を奪った御巣鷹山の飛行機墜落事故は36年前ですが、残された遺族の悲しみが今も続いてい
ることを忘れないようにしたいと思っています。そして、この絵本を学生の皆様が手に取って読んで頂きたい
と願いお勧めします。

16：30 閉館

3/4(金） ※蔵書点検作業のため 閉館

13：00 開館

大学図書館だより 2022年2月
川崎市立看護短期大学図書館


