
　    大学図書館だより

今月はアロマセラピーの本を特集します。

2022年3月
川崎市立看護短期大学図書館　今年度最後の図書館だよりをお届けします。

　利用するには前日までに（電話などで）予約が必要です。

　３年生のみなさん、卒業おめでとうございます。卒業後も

　手続きをしていただけば図書館を利用できます。ただし、

　冬の間、寒さから活動量が落ちて半冬眠状態だった人間の体は、春になると血液の循環がよくなり、内臓の動きも

　アロマセラピーとは、ハーブなどの芳香植物から抽出した精油（エッセンシャル・オイル）を使って心と体を癒し、

　健康や美容に役立てる植物療法のことです。みなさんもアロマで気分をリフレッシュしてみませんか。

　されています。今月は、ラベンダーなどのハーブの精油をもちいたアロマセラピーの本を特集します。

　活発になります。香りの強いハーブは冬の体を目覚めさせ、花粉症や鼻づまり、皮膚のかゆみを抑えてくれると
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この本では、風邪や便秘などの日常的な体の不調から、
肝機能障害や高血圧といった医学的な症状の、精油を
用いた治療方法を紹介しています。
著者は小児科と循環器内科の医師で、南足柄郡で診療
所を営んでいます。診察にもアロマセラピーやハーブ
を取り入れています。診療所で診察した患者さん（う
つ病の患者さんなど）をハーブ、アロマを用いてどの
ように治療したか、という治療例も”橋口先生が診た症
例”というページでいくつか紹介しています。薬を飲ま
ずに体調を整えたい人には参考になりそうな本です。

この本は、アロマを使って生活を楽しむ方法を教えてくれます。著
者は看護師で柔道整復師、介護支援専門員です。洗濯する時の精油
の使用方法、洗濯した衣類を部屋干しする時に（精油と無水エタ
ノールで作ったスプレーで）匂いを消す方法、日焼けした肌をケア
するローションの作り方など、身近な活用方法を教えてくれます。
リップクリームや、石けんの作り方も紹介。巻末の”精油事典”で精
油の種類と匂い、作用（効用）を紹介。また、”てんかん・高血圧
の人はペパーミントの精油を使ってはいけない。”など精油の禁忌
も書かれているので、安心して利用できます。

初心者向けに、アロマセラピー、ハーブ、精油（エッセン
シャル・オイル）とその種類について、美しいカラーイラス
トで紹介しています。アロマセラピーの楽しみ方について、
芳香浴、スチーム・吸入、アロママッサージなどイラスト付
きで説明しています。精油の有効成分が肌に浸透するのを助
け、アロマセラピーの楽しみを広げる「基材」となるキャリ
アオイルやバター、ワックスの情報も紹介しています。”眠
れない”、”リラックス”など、悩みや目的に応じたアロマセラ
ピーの方法も紹介しています。



 書名/著者名/（叢書名）/出版社/出版年  請求記号
　看護学

　看護学　総記・叢書・全集　(N０００番台)

エッセンシャル看護情報学 / 太 勝正, 前 樹海編著 太 , 勝正 医 薬出版 2022.1 9784263237625 SK00090035 492.9¦¦N010¦¦エ
災害看護 / 酒井明 ,   恵 , 三澤寿美編 酒井, 明 (1957-) ナーシング・グラフィカ メディカ出版 2022.1 9784840475457 SK00089950492.9¦¦N080¦¦ナ-カ
看護学概論 / 志自岐康子, 松尾ミヨ子, 習田明裕編 志自岐, 康子 ナーシング・グラフィカ メディカ出版 2022.1 9784840475358 SK00089945492.9¦¦N080¦¦ナ-キ
コミュニケーション/看護の展開/ヘルスアセスメント / 松尾ミヨ子 [ほか] 編 松尾, ミヨ子(1950-) ナーシング・グラフィカ メディカ出版 2022.1 9784840475365 SK00089947492.9¦¦N080¦¦ナ-キ
看護実践のための援助技術 / 松尾ミヨ子 [ほか] 編 松尾, ミヨ子(1950-) ナーシング・グラフィカ メディカ出版 2022.1 9784840475372 SK00089948492.9¦¦N080¦¦ナ-キ
臨床微生物・医動物 / 矢野久子, 安田陽子編 矢野, 久子 ナーシング・グラフィカ メディカ出版 2022.1 9784840475266 SK00089946492.9¦¦N080¦¦ナ-シ
臨床栄養学 / 關 啓 編 關 , 啓  ナーシング・グラフィカ メディカ出版 2022.1 9784840475273 SK00089967 492.9¦¦N080¦¦ナ-シ
周術期看護 / 中島恵美子, 山﨑智子, 竹内佐智恵編 中島, 恵美子 ナーシング・グラフィカ メディカ出版 2022.1 9784840475396 SK00089951492.9¦¦N080¦¦ナ-セ
セルフマネジメント / 安酸史子, 鈴木純恵, 吉田澄恵編 安酸, 史子(1956-) ナーシング・グラフィカ メディカ出版 2022.1 9784840475297 SK00089952492.9¦¦N080¦¦ナ-セ
リハビリテーション看護 / 奥宮暁子, 金城利雄, 石川ふみよ編 奧宮, 暁子 ナーシング・グラフィカ メディカ出版 2022.1 9784840475303 SK00089953492.9¦¦N080¦¦ナ-セ
緩和ケア / 宮下光令編 宮下, 光令 ナーシング・グラフィカ メディカ出版 2022.1 9784840475402 SK00089954 492.9¦¦N080¦¦ナ-セ
成人看護学概論 / 安酸史子, 鈴木純恵, 吉田澄恵編 安酸, 史子(1956-) ナーシング・グラフィカ メディカ出版 2022.1 9784840475280 SK00089958492.9¦¦N080¦¦ナ-セ
健康危機状況/セルフケアの再獲得 / 吉田澄恵, 鈴木純恵, 安酸史子編 吉田, 澄恵 ナーシング・グラフィカ メディカ出版 2022.1 9784840475389 SK00089959492.9¦¦N080¦¦ナ-セ
情緒発達と精神看護の基本 / 出口禎子, 鷹野朋実編 出口, 禎子 ナーシング・グラフィカ メディカ出版 2022.1 9784840475419 SK00090005492.9¦¦N080¦¦ナ-セ
精神障害と看護の実践 / 出口禎子, 鷹野朋実編 出口, 禎子 ナーシング・グラフィカ メディカ出版 2022.1 9784840475426 SK00090006492.9¦¦N080¦¦ナ-セ
概論・リプロダクティブヘルスと看護 / 中込さと子, 小林康江, 荒木奈緒編 中込, さと子(1964-) ナーシング・グラフィカ メディカ出版 2022.1 9784840475310 SK00089955492.9¦¦N080¦¦ナ-ボ
 性看護の実践 /  林康江, 中込さと , 荒 奈緒編  林, 康江 ナーシング・グラフィカ メディカ出版 2022.1 9784840475327 SK00089956492.9¦¦N080¦¦ナ-ボ
 性看護技術 / 荒 奈緒, 中込さと ,  林康江編 荒 , 奈緒 ナーシング・グラフィカ メディカ出版 2022.1 9784840475334 SK00089957492.9¦¦N080¦¦ナ-ボ

ナイチンゲールの看護思想をリスペクトするわたし / 桶河華代編著 桶河, 華代 ナイチンゲール看護研究会・滋賀 2021.11 9784883257461 SK00090019492.9¦¦N110¦¦ナ
実践に生かす「看護職の倫理綱領」 / 城ケ端初子編著 城ケ端, 初子 (1945-) 「看護職の倫理綱領」を学ぶ会 2021.11 9784883257430 SK00089919492.9¦¦N120¦¦ジ
　看護技術・教育・研究　 (N２００番台 )
病棟・外来ナースポケットブックmini /   敏郎監修   , 敏郎 学研メディカル秀潤社 2022.1 9784780914481 SK00090075 492.9¦¦N210¦¦ビ
排泄ケアガイドブック / 日本創傷・オストミー・失禁管理学会編 日本創傷オストミー失禁管理学会 照林社 2021.12 9784796525336 SK00090023492.9¦¦N211¦¦ハ
検査値ナースポケットブックmini / 竹田津文俊監修 竹田津, 文俊 学研メディカル秀潤社 2022.1 9784780914375 SK00090074 492.9¦¦N212¦¦ケ
イラスト看護診断 / 古橋洋子編集 古橋, 洋子 医学書院 2021.12 9784260049047 SK00090022 492.9¦¦N222¦¦イ
スタッフナースのための6ステップ目標管理 : 看護の想いと頑張りを成果にする方法 / 高田誠著 高田, 誠 日本看護協会出版会 2021.11 9784818023833 SK00089960492.9¦¦N230¦¦ス
「チーム医療」とは何か : 患者・利用者本位のアプローチに向けて / 細田満和子著 細田, 満和子(1969-) 日本看護協会出版会 2021.11 9784818023611 SK00089966492.9¦¦N230¦¦チ
モヤっとを上手に活かす多職種連携 : 医療事例から紐解くレシピ集 / 佐野樹編 佐野, 樹 星和書店 2021.12 9784791110889 SK00090029492.9¦¦N233¦¦モ
現場で使えるクリニカルパス実践テキスト / 今田光一 [ほか] 編集 今田, 光一 医学書院 2021.7 9784260046411 SK00089934 492.9¦¦N237¦¦ゲ
看護を教授すること : 大学教員のためのガイド / Diane M. Billings, Judith A. Halstead著 Billings, Diane McGovern エルゼビア・ジャパン 2021.11 9784263237465 SK00089920492.9¦¦N240¦¦カ
ティーチング・ポートフォリオ・チャート作成講座 : リフレクションを可視化する / 栗田佳代子, 吉田塁著 栗田, 佳代子 医学書院 2021.3 9784260044776 SK00089935492.9¦¦N245¦¦テ
看護研究こころえ帳 : 研究の基本からプレゼンテーションまで / 李節 著 李, 節  医 薬出版 2022.1 9784263237595 SK00090021492.9¦¦N250¦¦カ

小児看護 / 山口桂子, 泊祐子編 山口, 桂子 看護判断のための気づきとアセスメント 中央法規出版 2022.1 9784805884317 SK00090076492.9¦¦N440¦¦シ
病期・発達段階の視点でみる小児看護過程 / 市江和子編著 市江, 和子 プチナースBooks 照林社 2021.12 9784796525473 SK00090004492.9¦¦N440¦¦ビ

ストレングスからみた精神看護過程+全体関連図, ストレングス・マッピングシート / 萱間真美編集 萱間, 真美(1963-) 医学書院 2021.12 9784260047876 SK00090024492.9¦¦N740¦¦ス
精神科仕事術 : この科で働くことを決めた人が、やったほうがいいこと、やらないほうがいいこと / 山下隆之著 山下, 隆之 医学書院 2021.12 9784260048705 SK00089940492.9¦¦N740¦¦セ
精神看護 / 吉川隆博,   芳史編集 吉川, 隆博 看護判断のための気づきとアセスメント 中央法規出版 2021.12 9784805884300 SK00090078492.9¦¦N740¦¦セ

公衆衛生看護学 / 上野昌江, 和泉京子編集 上野, 昌江 中央法規出版 2021.12 9784805883884 SK00089961 492.9¦¦N800¦¦コ
家族看護を基盤とした地域・在宅看護論 / 中村順子 [ほか] 編集 渡辺, 裕子 日本看護協会出版会 2021.12 9784818023826 SK00090007492.9¦¦N820¦¦カ
在宅看護技術 / 正野逸子, 本田彰子編著 正野, 逸子 看護実践のための根拠がわかる メヂカルフレンド社 2021.12 9784839216795 SK00090080492.9¦¦N820¦¦カ
地域・在宅看護実習ハンドブック / 尾﨑章子編集 尾﨑, 章子 中央法規出版 2021.12 9784805883891 SK00090079 492.9¦¦N820¦¦チ
　状態別看護　 (N９００番台 )
術式による機能変化から導く看護 / 深田順子, 鎌倉やよい著 深田, 順子(1965-) 周術期の臨床判断を磨く 医学書院 2021.12 9784260046756 SK00090002492.9¦¦N951¦¦シ2
チャートでわかる救急看護 : 観察・ケアの流れとポイントが見える! / 芝田里花編 芝田, 里花 Emer-log メディカ出版 2022.1 9784840478236 SK00090001492.9¦¦N954¦¦チ
　医学全般 　（ 請求記号　４９０～４９９　４９２．９を除く ）

　医学全般　(請求記号　４９０)

ロールプレイでやってみよう! : 患者さんの安心・安全のためのコミュニケーション演習ガイド / 高橋敬子著 高橋, 敬子 医学書院 2021.12 9784260048651 SK00090000490.14¦¦ロ
図解医療の世界史 : データとイメージで読み解く / 久繁哲徳著 久繁, 哲徳(1949-) 丸善出版 2021.12 9784621306796 SK00090053 490.2¦¦ズ
English for medicine : 医療・看護のためのやさしい総合英語 /  原俊明,  原真 , Assunta Martin著  原, 俊明  星堂 2005.1 9784764738058 SK00090040490.7¦¦イ
実例から学ぶ!臨床研究はできないができる!に変わる本 /  岡裕貴,   拓也編集  岡, 裕貴   社 2022.1 9784758123839 SK00090059490.7¦¦ジ

図書館に入った新しい本

資料は請求記号順に並んでいます。分からない事がありましたらカウンターの職員にお訊ね下さい。

 地域看護学・家庭看護学　（Ｎ８００番台）

　看護理論　　（N1００番台）

　小児看護学　（Ｎ４００番台）

　精神看護学　 (Ｎ７００番台 )

資

資

資



 書名/著者名/（叢書名）/出版社/出版年  請求記号資

　医学全般 　（ 請求記号　４９０～４９９　４９２．９を除く ）

　基礎医学　（請求記号　４９１）

体表からわかる人体解剖学 : ポケットチューター / Richard Tunstall, S. Ali Mirjalili [著] ;   [大川淳ほか訳] Tunstall, Richard 南江堂 2021.12 9784524228577 SK00090018491.1¦¦タ

呼吸ECMOのすべてQ&A / 近藤豊, 大山慶介編著 近藤, 豊 中外医学社 2021.12 9784498130524 SK00089944 492.28¦¦コ

ぜんぶわかる高齢者のからだと病気 : お年寄りのからだと心、病気の症状を図解 / 秋下雅弘監修 秋下, 雅弘 成美堂出版 2022.1 9784415330808 SK00090015493.185¦¦ゼ
誤嚥性肺炎50の疑問に答えます / 吉松由貴編著 ; 山入和志著 吉松, 由貴 金芳堂 2021.12 9784765318853 SK00089965 493.38¦¦ゴ
胃は歳をとらない / 三輪洋人著 三輪, 洋人(1956-) 集英社新書 集英社 2021.12 9784087211979 SK00089996 493.45¦¦イ
心のケアにたずさわる人が知っておきたい精神系のくすり : 薬からアプローチのしかたが見える! : 看護師&心理職・精神保健福祉士などメディカルスタッフに最適! / 加藤隆弘編著 加藤, 隆弘(1974-) こころJOB Books メディカ出版 2022.1 9784840475921 SK00090008493.72¦¦コ
心理学からひも解く認知症の症候学 / 川畑信也著 川畑, 信也 中外医学社 2021.11 9784498229365 SK00090010 493.758¦¦シ
川崎病学 / 日本川崎病学会編集 日本川崎病学会 診断と治療社 2021.12 9784787824820 SK00089925 493.931¦¦カ
赤ちゃんの発達障害に気づいて・育てる完全ガイド : 対象:0歳 3歳 /  澤礼 著  澤, 礼  健康ライブラリー 講談社 2021.12 9784065262078 SK00089936493.937¦¦ア
子どもの食と栄養 / 児玉浩子編集・執筆 ; 太田百合子 [ほか] 執筆 児玉, 浩子 中山書店 2022.1 9784521749341 SK00090025 493.983¦¦コ

透析患者さんに読んでほしい内シャントの本 / 小島善詞著 小島, 善詞 東洋出版 2021.12 9784809686412 SK00090082 494.93¦¦ト

産科婦人科疾患最新の治療 / 吉川史隆, 大須賀穣, 杉山隆編集 吉川, 史隆 南江堂 2021.12 9784524230563 SK00090026 495.2¦¦サ
妊産婦メンタルヘルスケアマニュアル : 産後ケアへの切れ目のない支援に向けて / 日本産婦人科医会編 日本産婦人科医会 中外医学社 2021.12 9784498160224 SK00090027495.5¦¦ニ
服薬指導実践ガイド : 妊娠と授乳 / 日経ドラッグインフォメーション編 日経ドラッグインフォメーション編集部 日経BP 2021.12 9784296111121 SK00090028495.6¦¦フ

クエスチョン・バンク保健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 9784896328370 SK00090103498.079¦¦ク¦¦2022
感染症に備える医療・公衆衛  /  友薫輝編著  友, 薫輝(1975-) コロナと 治体  治体研究社 2021.11 9784880377315 SK00089941498.1¦¦カ
医事法学入門 / 姫嶋瑞穂著 姫嶋, 瑞穂(1976-) 成文堂 2021.12 9784792327743 SK00090030 498.12¦¦イ
産婦人科医療裁判に学ぶ裁判にならないためのポイント / 「産科と婦人科」編集室編集 診断と治療社 診断と治療社 2021.12 9784787825094 SK00090011498.12¦¦サ
医療安全実践ガイド : チームで活かす知見と対策 / 東京海上日動メディカルサービス株式会社メディカルリスクマネジメント室著 東京海上日動メディカルサービス株式会社メディカルリスクマネジメント室 日本看護協会出版会 2021.12 9784818023659 SK00090031498.16¦¦イ
医療経営戦略論 / 羽田明浩著 羽田, 明浩(1962-) 創成社 2021.10 9784794425935 SK00090034 498.163¦¦イ
ナースのためのヘルスケアMBA / 羽田明浩著 羽田, 明浩(1962-) 創成社 2017.3 9784794424976 SK00090043 498.163¦¦ナ
疫学 : 新型コロナ論文で学ぶ基礎と応用 / 坪野吉孝著 坪野, 吉孝 勁草書房 2021.12 9784326701216 SK00090032 498.6¦¦エ
保健所の「コロナ戦記」TOKYO2020-2021 / 関なおみ著 関, なおみ 光文社新書 光文社 2021.12 9784334045784 SK00089997 498.6¦¦ホ

危険ドラッグ大全 / 阿部和穂著 阿部, 和穂(1963-) 武蔵野大学出版会 2021.12 9784903281520 SK00089942 499.15¦¦キ
 調べるための本
クラウン中日辞典 / 松岡榮志 [ほか] 編著 松岡, 栄志(1951-) 三省堂 2004.2 9784385121765 SK00090042 R823¦¦ク
 その他
著作権法入門 / 文化庁編著 文化庁 著作権情報センター 2021.10 9784885260933 SK00090085 021.2¦¦チ
あたりまえの心理学 : 心理学入門 / 安齊順子編著 安齊, 順子 文化書房博文社 2009.1 9784830110993 SK00090039 140¦¦ア
思考・論理・分析 : 「正しく考え、正しく分かること」の理論と実践 / 波頭亮著 波頭, 亮(1957-) 産業能率大学出版部 2004.7 9784382055414 SK00090033141.5¦¦シ
神奈川から考える世界史 : 歩いて、見て、感じる歴史 / 藤田賀久編著 ; 市川賢司 [ほか] 執筆 藤田, 賀久(1973-) えにし書房 2021.12 9784867221051 SK00090052213.7¦¦カ
10歳から読める・わかるいちばんやさしい日本国憲法 / 南野森監修 南野, 森(1970-) 東京書店 2017.10 9784885740664 SK00090038323.14¦¦ジ
児童虐待における司法面接と子ども支援 : ともに歩むネットワーク構築をめざして / 田中晶子, 安田裕子, 上宮愛編著 田中, 晶子 北大路書房 2021.12 9784762831737 SK00089939326.23¦¦ジ
20歳の自分に教えたいお金のきほん / 池上彰, 「池上彰のニュースそうだったのか!!」スタッフ著 池上, 彰(1950-) SB新書 SBクリエイティブ 2022.1 9784815611767 SK00090054330¦¦ニ
メディアリテラシー : 吟味思考(クリティカル シンキング)を育む / 坂本旬, 山脇岳志編著 坂本, 旬(1959-) 時事通信出版局 2022.1 9784788717978 SK00090013361.45¦¦メ
ケア現場でいかせる介護アセスメントのきほん : 考えかたがみえるわかる / 稲田弘子著 稲田, 弘子 メディカ出版 2022.1 9784840478267 SK00089998369.26¦¦ケ
ポストコロナ時代の「通いの場」 / 近藤克則編 近藤, 克則(1958-) 日本看護協会出版会 2022.1 9784818023857 SK00090058 369.26¦¦ポ
危機理論に基づく認知症者とのかかわりに関する研究 : フェルト・センスに焦点をあてた共感的理解 / 窪内敏子著 窪内, 敏子 みらい 2021.12 9784860155681 SK00089917369.261¦¦キ
シーティングでわかる 活ケア : マトリクスを活 し、最期までその らしく / 稲川利光執筆 ;  渕哲也執筆 ;  井克則執筆 ;  之瀬隆執筆 ; 串 英之執筆 ; 光野有次執筆 稲川, 利光 ヒポ・サイエンス出版 2021.11 9784904912133 SK00089964369.263¦¦シ
社会福祉概論 : その基礎学習のために /  村昇,  開野博,  下正國編著  村, 昇 中央法規出版 2022.1 9784805884164 SK00090014 369¦¦シ
教育心理学 : 保育・学校現場をよりよくするために / 石上浩美, 矢野正編著 石上, 浩美 嵯峨野書院 2016.4 9784782305591 SK00090045371.4¦¦キ
よくわかる教育学原論 / 安彦忠彦, 藤井千春, 田中博之編著 安彦, 忠彦(1942-) やわらかアカデミズム・「わかる」シリーズ ミネルヴァ書房 2020.5 9784623089758 SK00090044371¦¦ヨ
メディア・リテラシー教育 : ソーシャルメディア時代の実践と学び / 中橋雄編著 中橋, 雄(1975-) 北樹出版 2017.3 9784779305313 SK00090046375.19¦¦メ
市 参画とサービス・ラーニング : 学問領域や 化の壁を乗り越えて学びたい学 のために / クリスティーン・M・クレス, ピーター・J・コリアル, ヴィッキー・L・ライタナワ著 ; ポートランド州  学ワークショップアラムナイ翻訳 Cress, Christine M. (Christine Marie), 1962- 岡  学出版会 2020.3 9784904228678 SK00090036377.15¦¦シ
英語科学論文をどう書くか : 新しいスタンダード / 保田幸子著 保田, 幸子(第二言語習得) ひつじ書房 2021.11 9784823410802 SK00089999407¦¦エ
トップジャーナルに学ぶセンスのいい科学英語論文の書き方 / ジャン・E・プレゲンズ著 Plagens, John E. 医学書院 2022.1 9784260046251 SK00090017407¦¦ト
SPSSでやさしく学ぶ統計解析 / 石村友二郎著 石村, 友二郎 東京図書 2021.12 9784489023750 SK00089995 417¦¦エ
北京好日子 / 木村奈津子著 木村奈津子 白帝社 2021.4 9784863984042 SK00090041 820¦¦ペ

　薬学　（請求記号　４９９）

　臨床医学・診断・治療　（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・予防医学 (請求記号 ４９８)



『シリーズ：こんな生き方がしたい「看護婦 宮崎和加子」』

受付期間

返却日
※3年生は3月4日（金）まで

貸出冊数 7冊

月～金曜日  9：00 ～17：00 開館                     

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

オリエンテーション実施のため利用できません。

宮崎和加 さんは、 い間訪問看護に携わってきた看護師です。1992年には
東京都の指定第１号である北千住訪問看護ステーションを開設して所 にな
っています。全国訪問看護事業協会事務局 などの要職を務めてきました。
現在は 梨県の福祉法 である 般社団法 だんだん会の理事 を務めてい
ます。彼女が高校生の時、筋ジストロフィーの子供達が入所する施設を見学
した際、施設の看護師さんが子供達に慕われているのを見て看護学校に入学

彼女は補助器具を使用したりして、寝たきりの患者さんがなるべく起きた

よう 助けをして、それを い間実践してきたのです。そんな彼 を知って
もらいたくて、この本を紹介します。

自宅を往診する医師の姿を見て、訪問看護を志します。卒業後に地域医療に
しました。在学中に水俣診療所を訪れて、寝たきりになってしまった患者の

4 ７ （ ）の 9:00 12:00 は 新  の

2月４日(金)から
3月1１日(金)まで

訪問看護師 宮崎和加子の半生記 を紹介します。

 著者：加藤千代 理論社発行（ 1998年11月）請求記号：289¦¦カ

力を入れている柳原病院に就職。２年目から訪問看護を行うようになります。

状態で生活できるように努めました。患者さん自身が望むように生きられる

4月６日（水）以降は 9:00開館です。

3

17時閉館

利用案内

4月7日（木）

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

休 館 16：30で閉館

図書館内は、感染予防のために窓を開けています。暖かい服装でご来館ください。

3 月14日 (月)から
4 月 5日 (火)まで

大学図書館だより 2022年3月
川崎市立看護短期大学図書館


