
私たちは、毎日食事をします。ごはん、肉、魚、野菜　いろんなものを食べています。

美味しいものを食べたい。では、美味しいものであることが一番重要なことでしょうか？

または、食べないとどうなるのでしょう？　飢えと渇き。生理的欲求の一つですよね。

そして、食べるとどうなるのか。栄養を補給しさえすればいいのか？あなたは、何を食べますか。

食生活について考えるきっかけに、4冊ご紹介します。

 

　 　

　

　

　 　

　

　

好きなものを、好きなだけ食べていい？

大学図書館だより
2022年5月

川崎市立看護大学図書館

「食べる」ことについて考えてみよう

若い読者に贈る美しい生物学講義 : 

感動する生命のはなし

著者 更科 功

ダイヤモンド社, 2019.11

460||ワ

太ったインディアンの警告

著者 エリコ・ロウ

NHK出版, 2006.10

498.5||フ

イラスト授業シリーズ ひと目でわかる

食べ物のしくみとはたらき図鑑

北村 真理/ 屋良 佳緒利 日本語版監修,

千葉 喜久枝 訳

創元社, 2019.01,

491||イ 企画展示

食べるとはどういうことか 世界の見方が変わる

三つの質問

著者 藤原 辰史

農文協, 2019.3

383.8||タ

生物とはなにか。科学とはどんなものか、について

語っているのですが、生物の多様性のこと、進化と進

歩、など、目次をみても面白いです。動物には前と後

ろがある、人類が二足歩行になったわけは…など、い

ろいろ楽しく読めます。難しい箇所もありますが、お

時間のあるときにどうぞ。

著者の藤原氏は大学で「食べること」や「農業す

ること」の歴史を研究しています。タイトルの三つ

の質問なかの一つ、『「食べる」とはどこまで「食

べる」なのか？』をぜひ読んで、考えてみたいとこ

ろです。食べ物は胃袋に落ちてしまえば、それでお

わりなのか。食べものの気持ちになってみる、とい

う章も、斬新な設定であると言えます。

急激な食生活やライフスタイルの「白人化」が、自給自足の

暮らしを続け独自の文化を築いていたアメリカ先住民の社会を

どう変化させたのか。

文明開化・国際化の波に乗り、日本も食生活が「アメリカナ

イズ」していった過程と共通するところがあるのでは、と著者

は考察します。

スリムでヘルシーな社会を取り戻すにはどうするか。子どもの

食育という視点にも触れています。

栄養学・生理学・食文化などの分野を分けず

にさまざまなテーマを取り上げます。コラム形

式で話題が豊富です。例えば、『機内食が味気

ないのはなぜか？』『自然食品はオーガニック

食品と同じ？』『火星の温室』など。ぜひ一度

手に取って、内容を見て欲しい一冊です。



書名/著者名/（叢書名）/出版社/出版年 請求記号

成人看護技術 : 成人看護学 : 生きた臨床技術を学び看護実践能力を高める / 野崎真奈美編集 ; 林直子編集 ; 佐藤まゆみ編集 ; 鈴木久美編集 野崎, 真奈美 看護学テキストNiCE 南江堂 2022.3 9784524229543 SK00090285492.9||N080||カ

現代看護教育に求められるもの : 弁証法・認識論から説くナイチンゲール看護論 / 神庭純子著 神庭, 純子 現代社白鳳選書 現代社 2021.12 9784874741931 SK00090293492.9||N080||ゲ49

解剖生理学 / 坂井建雄, 岡田隆夫, 宇賀貴紀 [著] 坂井, 建雄(1953-) 系統看護学講座 医学書院 2022.1 9784260046879 SK00090205492.9||N080||ケ-セ

疾病のなりたちと回復の促進 / 吉岡充弘著者代表 吉岡, 充弘 系統看護学講座 医学書院 2022.1 9784260047166 SK00090295492.9||N080||ケ-セ

成人看護学 / 小松浩子著者代表 小松, 浩子 系統看護学講座 医学書院 2022.1 9784260047012 SK00090296492.9||N080||ケ-セ

　看護理論　　 (N1 ００番台 )

看護学概論 : 看護追求へのアプローチ / 田中幸子編著 田中, 幸子(看護学) Nursing textbook series 医歯薬出版 2022.1 9784263237588 SK00090262492.9||N100||カ

　看護技術・教育・研究　 (N ２００番台 )

ケアのプロフェッショナルの空間 : フランスと日本 = Combiner《cure》et《care》:les pratiques infirmières avancées en France et au Japon / 山下りえ子編 山下, りえ子(1963-) 看護の科学新社 2021.12 9784910759036 SK00090180492.9||N230||ケ

看護のための教育学 / 中井俊樹, 小林忠資編著 ; 寺田佳孝, 嶋﨑和代, 原田健太郎, 都島梨紗, 上月翔太執筆 中井, 俊樹 医学書院 2022.1 9784260048842 SK00090292492.9||N240||カ

　成人看護学　 (N ５００番台 )

ひとりだちできる透析看護 : 知識・技術,基本的な処置,症状トラブルとケア,合併症と対策 / 山田哲也編集 山田, 哲也 Clinical Nursing Skills 学研メディカル秀潤社 2022.2 9784780914368 SK00090297492.9||N556||ヒ

 地域看護学・家庭看護学　（Ｎ８００番台）

Community as partner : theory and practice in nursing / Elizabeth T. Anderson, Judith McFarlane Anderson, Elizabeth T. Wolters Kluwer c2019 9781496387134 SK00090234492.9||N800||C

Community and public health nursing : promoting the public's health Rector, Cherie L. Wolters Kluwer 2021 9781975164447 SK00090240492.9||N800||C

Public health nursing : population-centered health care in the community / edited by Marcia Stanhope and Jeanette Lancaster Stanhope, Marcia Mosby 2019 9780323676953 SK00090232492.9||N800||P

　医学全般　(請求記号　４９０)

外来で診る“わかっちゃいるけどやめられない"への介入技法 / 清水隆裕著 清水, 隆裕 メディカル・サイエンス・インターナショナル 2022.1 9784815730413 SK00090314490.14||ガ

Foundations of healthcare ethics : theory to practice / edited by Jānis T. Ozoliņš & Joanne Grainger Ozolins, Janis T. Cambridge University Press 2015 9781107639645 SK00090239490.15||F

ホスピス・緩和ケアのこころと実際 : スピリチュアルケアの必要性 / 柏木哲夫著 柏木, 哲夫(1939-) いのちのことば社 2022.2 9784264043379 SK00090288490.15||ホ

はじめての漢方診療十五話 / 三潴忠道著 三潴, 忠道 医学書院 2021.8 9784260047500 SK00090263490.9||ハ

　基礎医学　（請求記号　４９１）

死の医学 / 駒ケ嶺朋子著 駒ケ嶺, 朋子(1977-) インターナショナル新書 集英社インターナショナル 2022.2 9784797680928 SK00090312491.371||シ

　臨床医学・診断・治療　（請求記号　４９２）

なるほどなっとく!臨床検査 / 浅野嘉延著 浅野, 嘉延(1958-) 南山堂 2021.11 9784525210915 SK00090261492.1||ナ

　内科学・精神医学・小児科学　 ( 請求記号　４９３ )

患者をエンパワーする慢性疾患セルフマネジメントの手引き / Kate Lorig [ほか著] Lorig, Kate メディカル・サイエンス・インターナショナル 2022.1 9784815730406 SK00090298493.1||カ

老人のリハビリテーション / 福井圀彦原著 ; 前田眞治, 下堂薗恵著 福井, 圀彦(1923-) 医学書院 2022.2 9784260048057 SK00090299493.18||ロ

フレイルハンドブック / 荒井秀典監修 ; 佐竹昭介編集 = Frailty Hand Book 荒井, 秀典 ライフ・サイエンス 2022.1 9784898017357 SK00090300493.185||フ

精神医学ハンドブック : 医学・保健・福祉の基礎知識 / 山下格著 ; 大森哲郎補訂 山下, 格(1929-2014) 日本評論社 2022.2 9784535984271 SK00090317493.7||セ

ドクトルきよしのこころ診療日誌 : 笑いと感謝と希望を紡ぐ / 長田清著 長田, 清 遠見書房 2022.2 9784866161365 SK00090316493.72||ド

てんかん : 多様なてんかん発作をコントロールしてQOLを高める / 赤松直樹監修 赤松, 直樹 ウルトラ図解 : オールカラー家庭の医学 法研 2022.2 9784865138368 SK00090309493.74||テ

感染症最新の治療 / 藤田次郎, 舘田一博, 大毛宏喜編集 藤田, 次郎(1956-) 南江堂 2022.2 9784524229970 SK00090318493.8||カ||2022-2024

僕の児童精神科外来の覚書 : 子どもと親とともに考え、悩み、実践していること / 田中康雄著 田中, 康雄(1958-) 日本評論社 2022.2 9784535985179 SK00090289493.937||ボ

　外科学　(請求記号　４９４)

がんの?に答える本 : がん相談ホットラインに寄せられた100の質問と回答 / 日本対がん協会監修 日本対がん協会 学研プラス 2022.2 9784058016626 SK00090287494.5||ガ

輝生会がおくる!リハビリテーションチーム研修テキスト : チームアプローチの真髄を理解する / 池田吉隆, 取出涼子, 木川和子編集 石川, 誠 全日本病院出版会 2022.2 9784865198096 SK00090301494.78||キ

　看護学

　医学全般(請求記号　４９０～４９９　４９２．９を除く)



　婦人科学・産科学　 ( 請求記号　４９５ )

生殖技術と親になること : 不妊治療と出生前検査がもたらす葛藤 / 柘植あづみ [著] 柘植, あづみ(1960-) みすず書房 2022.2 9784622090007 SK00090311495.48||セ

　眼科学・耳鼻咽頭科学　 ( 請求記号　４９６ )

眼科疾患最新の治療 / 村上晶編集 ; 白石敦編集 ; 辻川明孝編集 = CURRENT THERAPY IN EYE DISEASES 村上, 晶(1956-) 南江堂 2022.1 9784524229611 SK00090302496.3||ガ||2022-2024

　衛生学・公衆衛生・予防医学　(請求記号　４９８)

グローバル・ヘルス法 : 理念と歴史 / 西平等著 西, 平等 名古屋大学出版会 2022.2 9784815810566 SK00090290498.1||グ

Methods for the economic evaluation of health care programmes / Michael F. Drummond ... [et al.] Drummond, M. F. Oxford University Press 2015 9780199665884 SK00090236498.13||M

An introduction to population-level prevention of non-communicable diseases / edited by Mike Rayner ... [et al.] Rayner, Mike Oxford University Press 2017 9780198791188 SK00090235498.6||A

緊急提言パンデミック : 寄稿とインタビュー / ユヴァル・ノア・ハラリ著 ; 柴田裕之訳 Harari, Yuval N., 1976- 河出書房新社 2020.10 9784309228105 SK00090254498.6||キ

WHOをゆく : 感染症との闘いを超えて / 尾身茂著 尾身, 茂(1949-) 医学書院 2011.10 9784260014274 SK00090260498.6||ダ

Integrating emergency management and disaster behavioral health : one picture through two lenses / edited by Brian W. Flynn and Ronald Sherman Flynn, Brian Butterworth Heinemann 2017 9780128036389 SK00090238498.89||I

標準法医学 / 池田典昭, 木下博之編集 ; 池田典昭 [ほか] 執筆 池田, 典昭 Standard textbook 医学書院 2022.2 9784260047661 SK00090303498.9||ヒ

An introduction to the sociology of health and illness / Kevin White White, Kevin Sage 2017 9781473982086 SK00090237498||A

Health promotion : planning and strategies / Jackie R Green ... [et al.] Green, Jackie SAGE 2019 9781526419484 SK00090233498||H

病院年報 / 川崎市立川崎病院編集 川崎市立川崎病院 川崎市立川崎病院 2022.2 SK00090307R091||ビ||56

川崎市健康福祉年報 / 川崎市健康福祉局総務部庶務課編 川崎市健康福祉局総務部庶務課 川崎市健康福祉局総務部庶務課 2022.3 SK00090306R092||カ||2020

日本子ども資料年鑑 / 母子愛育会愛育研究所編 母子愛育会愛育研究所(2015-) KTC中央出版 2022.2 9784877583866 13445596 SK00090291R371.45||ニ||2022

　視聴覚資料

看護師の役割と仕事 萱間, 真美(1963-) DVDで学ぶ精神科看護講座 : 精神科看護の基本 中島映像教材出版 2015 SK00090241DVDNo.152-1

薬物療法と看護の基本 萱間, 真美(1963-) DVDで学ぶ精神科看護講座 : 精神科看護の基本 中島映像教材出版 2015 SK00090243DVDNo.152-2

患者さんの強みを見つけ出すためのコミュニケーションスキル 萱間, 真美(1963-) DVDで学ぶ精神科看護講座 : 精神科看護の基本 中島映像教材出版 2015 SK00090244DVDNo.152-3

自閉症とともに生きる / 東京サウンド・プロダクション制作 東京サウンド・プロダクション 自閉症とともに: 自閉症の理解と支援 東京サウンド・プロダクション, 2019 SK00090245DVDNo.153-1

自閉症の人を理解する / 東京サウンド・プロダクション制作 東京サウンド・プロダクション 自閉症とともに: 自閉症の理解と支援 東京サウンド・プロダクション, 2019 SK00090247DVDNo.153-2

自閉症の人を支援する / 東京サウンド・プロダクション制作 東京サウンド・プロダクション 自閉症とともに: 自閉症の理解と支援 東京サウンド・プロダクション, 2019 SK00090248DVDNo.153-3

自閉症の子どもたち : バリアフリーを目指して / 日本自閉症協会企画・製作 日本自閉症協会 日本自閉症協会 [2006] SK00090249DVDNo.154

異常な精神現象の理解 / 精神科七者懇談会企画 ; 日本精神神経学会, 中島映像製作所制作・著作 精神科七者懇談会 DVDで学ぶ精神科医療の基本 中島映像製作所 [2005?] SK00090276DVDNo.155-1

精神症状把握のための面接 / 精神科七者懇談会企画 ; 日本精神神経学会, 中島映像製作所制作・著作 精神科七者懇談会 DVDで学ぶ精神科医療の基本 中島映像製作所 [2005?] SK00090278DVDNo.155-2

いのちの作法 : 沢内「生命行政」を継ぐ者たち : 記録映画 / Takeshigeスーパースタッフ・プログラム, センストン映画制作研究所製作 ; 小池征人監督 Takeshigeスーパースタッフ・プログラム Discover true Japan [20--] SK00090279DVDNo.156

情報モラル&情報セキュリティ : 40の事例でわかりやすく解説! / 富士通ラーニングメディア著制作 富士通ラーニングメディア FOM出版 2022.1 9784938927523 SK00090165007.3||ジ

キーワードで学ぶ最新情報トピックス : インターネットと情報機器を上手に利用するために / 佐藤義弘監修 ; 辰己丈夫監修 ; 中野由章監修 ; 佐藤義弘[ほか]著 佐藤, 義弘 日経BP 2022.2 9784296070220 SK00090308007.6||キ

「読む」って、どんなこと? / 高橋源一郎著 高橋, 源一郎(1951-) NHK出版学びのきほん NHK出版 2020.7 9784144072550 SK00090257019.12||ヨ

図鑑哲学 : 人生を変える100の話 / トム・ジャクソン著 ; 屋代菜海訳 Jackson, Tom, 1972- ニュートンプレス 2020.11 9784315522914 SK00090266102||ズ

図鑑心理学 : 歴史を変えた100の話 / トム・ジャクソン著 ; 清水寛之, 井上智義監訳・訳 Jackson, Tom, 1972- ニュートンプレス 2020.10 9784315522815 SK00090267140.2||ズ

心理老年学と臨床死生学 : 心理学の視点から考える老いと死 / 佐藤眞一編著 佐藤, 眞一(1956-) ミネルヴァ書房 2022.2 9784623093212 SK00090313143.7||シ

大地よ! : アイヌの母神、宇梶静江自伝 / 宇梶静江著 宇梶, 静江(1933-) 藤原書店 2020.3 9784865782615 SK00090255289||ダ

判例キーポイント憲法 / 岡田順太, 淡路智典, 今井健太郎編 岡田, 順太(1973-) 成文堂 2020.4 9784792306663 SK00090207323.14||ハ

安全衛生法令要覧 / 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 2022.2 9784805920275 SK00090208366.34||ア

ブルシット・ジョブ : クソどうでもいい仕事の理論 / デヴィッド・グレーバー [著] ; 酒井隆史, 芳賀達彦, 森田和樹訳 Graeber, David 岩波書店 2020.7 9784000614139 SK00090259366||ブ

学校保健マニュアル / 衞藤隆, 植田誠治編集 ; 衞藤隆 [ほか] 執筆 衛藤, 隆 南山堂 2022.2 9784525184605 SK00090315374.9||ガ

大学教育とキャリアの繋がりを解明 / PROG白書プロジェクト編著 リアセックキャリア総合研究所 PROG白書 / PROG白書プロジェクト編著 学事出版 2021.12 9784761927561 SK00090304377.9||ダ

食べるとはどういうことか : 世界の見方が変わる三つの質問 / 藤原辰史著 藤原, 辰史(1976-) かんがえるタネ 農山漁村文化協会 2019.3 9784540171093 SK00090252383.8||タ

シマフクロウとサケ : アイヌのカムイユカラ「神謡」より / 宇梶静江古布絵制作・再話 宇梶, 静江(1933-) 藤原書店 2020.12 9784865782929 SK00090264726.6||シ

セミ神さまのお告げ : アイヌの昔話より / 宇梶静江古布絵制作・再話 宇梶, 静江(1933-) 日本傑作絵本シリーズ 福音館書店 2008.3 9784834023251 SK00090265726.6||セ

90歳セツの新聞ちぎり絵 / 木村セツちぎり絵 木村, セツ(1929-) 里山社 2020.2 9784907497101 SK00090256726.9||キ

道行きや : Hey,you bastards!I'm still here! / 伊藤比呂美著 伊藤, 比呂美(1955-) 新潮社 2020.4 9784104324033 SK00090258914.6||イ

最終講義 : 生き延びるための七講 / 内田樹著 内田, 樹(1950-) 文春文庫 文藝春秋 2015.6 9784167903893 SK00090250914.6||ウ

いやいやながら医者にされ / モリエール作 ; 鈴木力衛訳 Molière, 1622-1673 岩波文庫 岩波書店 2008.12 4003251253 SK00090251952||モ
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川崎市立看護大学のポータルサイトに、図書館・資料検索、というボタンがあります。

こちらから、館内の所蔵している図書、雑誌の検索が出来ます。

右の図書館・データベースというボタンからは、図書館のページから契約している

各種のデータベースが利用できます。

＜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きますよう、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（有線式）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 31

図 書 館 か ら の お 知 ら せ

利 用 案 内

5

コピー機が新しくなりました

図書館内のコピー機が新しくなりました。無料で使用できますが、今までと同様、

コピー申込用紙に記入をお願いします。

白黒の図書ページは、白黒でコピーして下さい。カラーの使用は必要最小限としてください。

図書館のコピー機は図書館の資料をコピーするためのものです。ご自分のノート、書類などは

マルチラーニング室でコピーするようお願いします。

大学図書館だより 2022年5月

川崎市立看護大学図書館


