
新入生のみなさん、ご入学おめでとうございます。

当館も四大図書館となり、これまでの専門図書や学術雑誌に加えデータベースや

電子図書館など さらなる資料の充実をはかり、パワーアップしてまいります。

 当館には看護・ケアに関する資料や授業で使われる教科書はもちろんのこと、参考書、

国試関連図書など、みなさんのこれからの学びに大きく関わる資料を多数所蔵しています。

今月はその中で「解剖生理学」「レポート」について ほんの一部をご紹介します。

大学図書館だより
2022年4月

川崎市立看護大学図書館

図 書 紹 介

解剖生理をひとつひとつわかりやすく。

学研メディカル秀潤社 , 2020.11

492.9||N192||カ
「看護に必須の解剖生理」を高校生物レベルから学べる、看護学生向

けのテキスト。解剖生理の基礎をイラスト・図を使ってやさしく解説

し、それがどう看護につながるのかも紹介しています。

巻末に国試過去問の練習問題付き。

看護学生のための「読む力」「書く力」レッスンBOOK

坂井浩美, 山﨑啓子著

日本看護協会出版会 , 2021.10

492.9||N251||カ

本書は「読む」こと「書く」こと、それぞれの看護にお

ける意味を整理し、力を向上させるための視点を示し、

力を伸ばすためのステップを踏まえて、練習問題に取り

組む構成とし、最後には「読んで書く」まとめとして

「要約」について取り上げます。

大学1年生の君が、はじめてレポートを書くまで。

川崎昌平著

ミネルヴァ書房 , 2020.4

816.5||ダ

ノートの取り方 図書館の使い方 ネットの読み方 意見の

立て方 引用の仕方 学びの基本を身につけよう！

高校とは違って大学では自分でテーマを決め、資料を調べて、

はじめてレポートを書く…大学生になったけど「どう勉強す

ればいいの？」そんなあなたの悩みに答えます。

看護学生プレトレーニング : 人体のしくみ : からだのしくみがみるみる

わかる

増田敦子著

メヂカルフレンド社 , 2021.12

492.9||N192||カ

まずは「からだのしくみを大まかに知る」ことを目指し

た最初のステップとしての解剖生理の入門書。

やさしい解説と多彩なイラストでわかりやすく学ぶこと

ができます。

練習問題、応用問題付き。



書名/著者名/（叢書名）/出版社/出版年 請求記号

あなたの看護は何色ですか : 看護詞花集 / 川嶋みどり詞 ; 渡辺淳絵 ; 川嶋均撮影 川島, みどり 看護の科学新社 2021.12 492.9||N049||ア

ケアの気づき : メイヤロフの「ケア論」がひらく世界 / 西田絵美著 西田, 絵美 シリーズ臨床の思考 ゆみる出版 2022.1 492.9||N110||ケ

看護学生のための物理学 / 佐藤和艮著 佐藤, 和艮 医学書院 2022.1 492.9||N182||カ

看護学生プレトレーニング : 人体のしくみ : からだのしくみがみるみるわかる / 増田敦子著 増田, 敦子(1958-) メヂカルフレンド社 2021.12492.9||N192||カ

実践!て・あーて : 美須賀病院看護事例集 / 美須賀病院看護部編 美須賀病院 美須賀病院看護部 2021.12 492.9||N210||ジ

看護コミュニケーション : 基礎から学ぶスキルとトレーニング / 篠崎惠美子, 藤井徹也執筆 篠崎, 惠美子(pub. 2015) 医学書院 2022.1492.9||N214||カ

セルフケア支援 / 黒田久美子, 清水安子, 内海香子編集 黒田, 久美子 看護判断のための気づきとアセスメント 中央法規出版 2022.1492.9||N214||セ

ウエルネスからみた母性看護過程+病態関連図 / 佐世正勝, 石村由利子編 佐世, 正勝(1959-) 医学書院 2021.12 492.9||N340||ウ

こわくない・泣かさない赤ちゃんの検査ずかん : デキる先パイの思考回路、まるみえスキャン / 飯高絵里子編著 飯高, 絵里子 with NEO メディカ出版 2022.2492.9||N380||コ

エビデンスに基づく消化器看護ケア関連図 / 吉治仁志監修 ; 西田直子監修 ; 松浦純平編集 吉治, 仁志 中央法規出版 2022.2 492.9||N548||エ

がん患者さんと家族のはてなにこたえるQ&A100 : OKワード・NGワードを知ってコミュ力UP! / 中村将人編 中村, 将人 Yori-souがんナーシング メディカ出版 2022.2492.9||N571||ガ

最新老年看護学 / 三重野英子, 會田信子, 深堀浩樹編集 三重野, 英子 日本看護協会出版会 2022.1 492.9||N600||サ

今はこうする!高齢患者ケア : 最新の根拠にもとづく / 戸島郁子編著 戸島, 郁子 照林社 2021.12 492.9||N640||イ

認知症plus終末期ケアとACP : 10の事例から考える「その人らしい」最期の支え方 / 山川みやえ [ほか] 編集 山川, みやえ 認知症plusシリーズ 日本看護協会出版会 2021.12492.9||N680||ニ15

トラウマインフォームドケア実践ガイド / 川野雅資編著 川野, 雅資 精神看護出版 2022.1 492.9||N740||ト

公衆衛生看護学原論 / 麻原きよみ責任編集 ; 佐伯和子, 岡本玲子, 荒木田美香子編 麻原, きよみ 公衆衛生看護学テキスト 医歯薬出版 2022.1492.9||N800||コ1

公衆衛生看護の方法と技術 / 佐伯和子責任編集 ; 麻原きよみ, 荒木田美香子, 岡本玲子編 佐伯, 和子(1954-) 公衆衛生看護学テキスト 医歯薬出版 2022.1492.9||N800||コ2

Communicating quality and safety in health care / edited by Rick Iedema, Donella Piper, Marie Manidis Iedema, Rick Cambridge University Press 2015 9781107699328490.14||C

緊急ACP : Vitaltalkに学ぶ悪い知らせの伝え方、大切なことの決め方 / バイタルトーク日本版編集 バイタルトーク日本版 医学書院 2022.2490.145||キ

ベルモント・レポートに学ぶ「いのち」の倫理 / 川瀬貴之著 = The ethics of life in the Belmont report / Takayuki Kawase 川瀬, 貴之(1982-) 法律文化社 2022.1490.7||ベ

ネッター解剖学アトラス : 電子書籍付 / Frank H. Netter著 ; 相磯貞和, 今西宣晶訳 Netter, Frank Henry, 1906-1991 エルゼビア・ジャパン 2022.1491.1||ネ

筋肉大図鑑 / 谷本道哉監修 谷本, 道哉(1972-) Newton大図鑑シリーズ ニュートンプレス 2022.2 491.169||キ

人体完全ガイド : 構造としくみ、機能を徹底図解 ニュートンプレス ニュートン別冊 ニュートンプレス 2022.2 491.3||ジ

生理学の基本としくみ : 生命と健康のメカニズムがわかる / 部谷祐紀著 ; 田中越郎監修 部谷, 祐紀 ナツメ社 2022.2 491.3||セ

なるほどなっとく!病理学plus : 病態形成の機序と各器官の疾病の特徴 / 小林正伸著 小林, 正伸(1953-) 南山堂 2022.1 491.6||ナ

いたみの教科書 : 「疼痛医学」ダイジェスト版 / 日本いたみ財団編集 日本いたみ財団 医学書院 2021.12 492||イ

今日の治療指針 : 私はこう治療している / 福井次矢, 高木誠, 小室一成総編集 ; 赤司浩一 [ほか] 責任編集 福井, 次矢 医学書院 2022.1492||コ||2022

はじめてとりくむ水・電解質の管理 : 水分管理の基礎と経口補水療法 / 谷口英喜著 谷口, 英喜 臨床栄養 医歯薬出版 2021.6 493.12||ハ

はじめてとりくむ水・電解質の管理 : 輸液と酸-塩基平衡 / 谷口英喜著 谷口, 英喜 臨床栄養 医歯薬出版 2021.7 493.12||ハ

「緩やかな糖質制限」ハンドブック : 糖尿病食事療法のベストチョイス / 山田悟編著 山田, 悟 日本医事新報社 2022.1 493.123||ユ

Health and lifestyle : separating the truth from the myth with statistics/ Brian S. Everitt Everitt, Brian S. Springer International Publishing 2016 9783319425641493.18||H

Health promotion and aging : practical applications for health professionals / David Haber, PhD Haber, David, 1944- Springer Publishing Company [2020] 9780826184924493.185||H

循環器疾患最新の治療 / 伊藤浩, 山下武志編集 伊藤, 浩(内科医) 南江堂 2022.1 493.2||ジ||2022-2023

患者さんのための大腸癌治療ガイドライン : 大腸癌について知りたい人のために大腸癌の治療を受ける人のために / 大腸癌研究会編 大腸癌研究会 金原出版 2022.1493.46||カ

統合失調症 : 正しい理解とケア / 白石弘巳監修 白石, 弘巳 患者のための最新医学 高橋書店 2022.1 493.763||ト

心の病気にかかる子どもたち : 精神疾患の予防と回復 / 水野雅文著 水野, 雅文 朝日新聞出版 2022.1 493.937||コ

　看護学

　看護学　総記・叢書・全集　（N０００番台）

　成人看護学　（N５００番台）

　老人看護学　（Ｎ６００番台）

　看護理論　　（N1００番台）

　看護技術・教育・研究　（N２００番台）

　母性看護学　（N３００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）

　基礎医学　（請求記号　４９１）

　臨床医学・診断・治療　（請求記号　４９２）

　医学全般　（請求記号　４９０～４９９　４９２．９を除く）

　内科学・精神医学・小児科学　（請求記号　４９３）

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職員にお訊ね下さい。



リハビリテーション医学テキスト / 出江紳一, 加賀谷斉編集 出江, 紳一 南江堂 2022.1 494.78||リ

International handbook on adolescent health and development : the public health response / Andrew L. Cherry Cherry, Andrew L. Springer International Publishing 2017 9783319407418498||Ⅰ

Health behavior : theory, research, and practice / Karen Glanz, Barbara K. Rimer, K. Viswanath, editors Glanz, Karen Jossey-Bass, a Wiley brand c2015 9781118628980498||H

Health communication : theoretical and critical perspectives / Ruth Cross, Sam Davis and Ivy O'Neil Cross, Ruth Polity 2017 9780745697734498||H

健康格差対策の進め方 : 効果をもたらす5つの視点 / 近藤尚己著 近藤, 尚己 医学書院 2016.10 498||ケ

健康格差の社会学 : 社会的決定因と帰結 / 片瀬一男, 神林博史, 坪谷透編著 片瀬, 一男(1956-) MINERVA社会学叢書 ミネルヴァ書房 2022.1498||ケ

これからの在宅医療 : 指針と実務 / 鳥羽研二編集代表 鳥羽, 研二(1951-) グリーン・プレス 2016.7 498||コ

国際保健医療のキャリアナビ / 日本国際保健医療学会編 日本国際保健医療学会 南山堂 2016.12 498||コ

事例分析でわかるヘルスプロモーションの「5つの活動」 / 健康社会学研究会編著 健康社会学研究会 ライフ出版社 2016.6 498||ジ

「みんなの健康学」序説 : 公衆衛生を動かした先達からのメッセージ / 神馬征峰著 神馬, 征峰 風間書房 2016.11 498.02||ミ

地域包括ケア時代における行動変容と継続支援 : かかりつけ医必携! / 小谷和彦編集 小谷, 和彦 じほう 2016.11 498.04||チ

保健師国家試験問題解答・解説 / メヂカルフレンド社編集部編集 メヂカルフレンド社 メヂカルフレンド社 2009.7 498.079||ホ||2017

これからの保健医療福祉行政論 : 法・制度としくみ/施策化・政策形成/地域づくり / 星旦二, 麻原きよみ編集 星, 旦二(1950-) 日本看護協会出版会 2022.1498.1||コ

先端医療の比較規範体系 / 山中敬一著 山中, 敬一(1947-) 医事刑法概論 / 山中敬一著 成文堂 2021.12 498.12||イ||2

裁判例から学ぶ看護ケアと看護記録 : 看護師から弁護士になった私がもっと早く知っておきたかったこと / 友納理緒著 友納, 理緒 医歯薬出版 2022.1498.12||サ

コロナ禍における医療・介護従事者への心のケア : 支援の現場から / 前田正治編著 前田, 正治(1960-) 誠信書房 2021.12 498.14||コ

こころのリスクマネジメント : 部下のうつ病と自殺を防ぐために : 管理監督者向け / 産業医科大学産業生態科学研究所精神保健学研究室編 産業医科大学産業生態科学研究所精神保健学研究室 中央労働災害防止協会 2016.9498.39||コ

Interpreting epidemiologic evidence : connecting research to applications / David A. Savitz and Gregory A. Wellenius Savitz, David A. Oxford University Press 2016 9780190243777498.6||I

Methods in social epidemiology / edited by J. Michael Oakes, Jay S. Kaufman Oakes, J. Michael Jossey-Bass, a Wiley brand c2017 9781118505595498.6||M

感染症疫学 : 感染症の計測・数学モデル・流行の構造 / ヨハン・ギセック著 ; 山本太郎訳 Giesecke, Johan 昭和堂 2020.7 498.6||カ

コロナ危機と立法・行政 : ドイツ感染症予防法の多段改正から / 横田明美著 横田, 明美(1983-) 弘文堂 2022.2 498.6||コ

証言で綴る結核対策 : 公衆衛生の歴史 結核予防会 結核予防会 2016.12 498.6||シ

手指衛生・PPE着脱・環境整備徹底マニュアル : 決定版 : 新型コロナウイルスに対応! / 菅原えりさ編集 菅原, えりさ Infection control メディカ出版 2022.2498.6||テ

ねころんで読めるウィズコロナ時代の感染対策 : 専門医が教える正しく怖がるための入門書 / 矢野邦夫著 矢野, 邦夫 メディカ出版 2022.2498.6||ネ

心の健康を支える「ストレス」との向き合い方 : BSCPによるコーピング特性評価から見えること / 影山隆之, 小林敏生著 影山, 隆之 金剛出版 2017.1498.8||コ

ストレスチェック制度担当者必携 : より良い効果を上げるために / 河野慶三監修 : 中央労働災害防止協会編 河野, 慶三 中央労働災害防止協会 2016.5498.8||ス

災害精神医学ハンドブック / ロバート・J.ウルサノ [ほか] 編 Ursano, Robert J., 1947- 誠信書房 2022.1 498.89||サ

治療薬マニュアル / 北原光夫, 上野文昭, 越前宏俊編 北原, 光夫 医学書院 2022.1 499.1||チ||2022

ナースのためのくすりの事典 / 守安洋子, 原景子, 二宮洋子著 守安, 洋子 へるす出版 2022.1 499.1||ナ||2022

文部科学白書 : 特集:新型コロナウイルス感染症禍における文部科学省の取組 ; 「令和の日本型学校教育」の構築を目指して ; 研究力向上のための若手研究者への支援 / 文部科学省編 文部科学省 日経印刷 2021.7R373.1||モ||2020

基本的人権の事件簿 : 憲法の世界へ / 棟居快行 [ほか] 著 棟居, 快行(1955-) 有斐閣選書 有斐閣 2019.9 323.143||キ

メディアリテラシーを学ぶ : ポスト真実世界のディストピアを超えて / 坂本旬著 坂本, 旬(1959-) シリーズ大学生の学びをつくる 大月書店 2022.1361.45||メ

効果的な安全衛生教育 : 指導・講義のコツ / 白崎淳一郎著 白崎, 淳一郎 労働新聞社 2016.10 366.34||コ

社会的孤立死する高齢者たち : 誰もが陥る可能性を避けるために / 新井康友 [ほか] 共著 新井, 康友(1973-) 日本機関紙出版センター 2022.1367.75||シ

ケアの論理 : 認知症ケアの学び返しの旅から / 中島紀惠子著 中島, 紀恵子 クオリティケア 2021.12 369.26||ケ

ケアする人のためのプロジェクトデザイン : 地域で「何かしたい!」と思ったら読む本 / 西上ありさ著 西上, ありさ(1979-) 医学書院 2021.12369||ケ

養護教諭、看護師、保健師のための学校看護 : すべての子供の健康実現を目指して / 遠藤伸子, 池添志乃, 籠谷恵編著 ; 朝倉隆司 [ほか] 著 遠藤, 伸子 東山書房 2022.1374.93||ヨ

学びなおし中学・高校の生物  : 中学から高校までの生物が、楽しみながらよくわかる/ 田沼靖一監修 田沼, 靖一(1952-) ニュートン別冊 ニュートンプレス 2022.2460||マ

生命を守るしくみオートファジー : 老化、寿命、病気を左右する精巧なメカニズム / 吉森保著 吉森, 保 ブルーバックス 講談社 2022.1463.6||セ

安全衛生読みたい話、伝えたい話 : 朝礼、ミーティングにも活用できる50話 / 中央労働災害防止協会編 中央労働災害防止協会 中央労働災害防止協会 2016.4509.8||ア

あなたを守る安全健康保護具ガイド : サービス産業で働く人のために / 田中茂著 田中, 茂(1949～) 中央労働災害防止協会 2016.3 509.8||ア

はじめてのひとり暮らし安心ガイド / 造事務所編 造事務所 メディアパル 2022.1 590||ハ

学術論文の作法 : 論文の構成・文章の書き方・研究倫理 / 近江幸治著 近江, 幸治 成文堂 2022.1 816.5||ガ

　その他

　外科学　（請求記号　４９４）

　衛生学・公衆衛生・予防医学　（請求記号　４９８）

　薬学　（請求記号　４９９）

　調べるための本



今年度から新たに「保健師」課程関連の図書コーナーができました。

視聴覚コーナーの隣に設置されています。ぜひご活用ください。

＜新型コロナウイルス感染症対策の一環として図書館が行っていること＞

・館内利用の際に学籍番号および入館時刻・退館時刻の記入をお願いしています。

・閲覧席は十分な間隔を開けた指定の席だけが使用できます。また、利用後はご自身で机と椅子を

 消毒液で拭いていただけますよう、ご協力をお願いします。 

・視聴覚コーナーは、1ブースにつき1名の利用です。ヘッドフォンの貸出はしませんので、

 ご自身のイヤフォン等をご用意下さい。 

9時～19時30分 休館

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

4

図 書 館 か ら の お 知 ら せ

利 用 案 内

春季休暇に伴う⾧期貸出の返却期限は

4 月 7 日（木）です。

お忘れないようにご返却お願いします。

図書館に入って左手、

視聴覚コーナー奥です。

※ 4/7 (木) 9時～12時はオリエンテーション実施

のため、図書館を利用できません。

大学図書館だより 2022年4月

川崎市立看護大学図書館


