
世界では今も戦争が起きています。 一日も早く すべての人が安心できる生活が送れるようにと思います。

学校に行く、ごはんを食べる。電気がついて、お湯が出て、お風呂に入る。普通の日々が誰の上にも戻ってきますように。

今月はちょっとだけ、戦争のことを考えてみようという月にしませんか。
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世界では、戦争は　今も

晴れたらいいね

藤岡陽子 著

光文社、2015.7、913.6||フ

戦場で出会った子犬の物語

ジェイ・コペルマン メリンダ・ロス 著

日経BP社、 2008.8、936||コ

上記２点は ノンフィクションの作品ですが、こちらは小説

です。しかし、今回紹介する中で一番、訴えかけてくるものが

あるかもしれません。主人公は24歳の看護師で、始まって数

ページで、一気に戦時中にタイムスリップしてマニラに。

命の大切さ、平和のありがたさに改めて気づかされる作品です。

タイトルがなぜ「晴れたらいいね」となっているのか。ぜひ、

お手に取って読んでみて下さい。

イラク戦争の時、アメリカ海兵隊の中佐が、現地で子犬を拾いました。連日の戦闘や、

悲惨な街の様子を見て、みんなの心が普通でない状態の中で、自分も、代わりに面倒を見て

くれるよう頼んだ傷病兵の仲間も、子犬の世話をすることが、自分の心の大きな慰めになっ

ていたのです。食べ物、灯り、安心な寝床、信頼関係。生きていくのに必要な、基本的なこ

とは子犬も人も変わらないのだと思わされます。

中佐は子犬を育てていること自体が軍の規律に違反することに苦悩しますが、自分が帰国

する際に、見捨ててはいけないと思い、友人のジャーナリストやアメリカ国内のドッグフー

ドの会社など、子犬を出国させる手づるを求めて奮闘します。拾われなかったその他大勢の

生き物はどんな運命を辿ったのか。国民性のちがいももちろんありますが、戦争が起こると

ペットも安穏ではいられないという現実に、ショックを受けました。

紛争地のポートレート : 「国境なき医師団」看護師が出会った人々

白川優子著

集英社クリエイティブ、2022.4、492.9||N049||フ

著者の白川さんは 日本の看護専門学校を卒業後、勤務経験を積んだのちにオースト

ラリアで現地の大学の看護学部を卒業します。 そして病院で勤務して、３６歳で念願

の『国境なき医師団』へ参加します。この本は、被災地や紛争のある世界各地の状況、

看護の活動、そこで出会った人々の様子を伝えているのですが、まず、採用されたいと

決意して、勉強して努力した、白川さんのガッツに敬服します。

前作『紛争地の看護師』も所蔵しています。 492.9||N049||フ

白衣を脱いでも

橋本 絹代 著

日本文学館、2007.12、

913.6||ハ 文庫

自分の天職をみつけた、とバリバリ働く、救急救命病棟で勤

務5年目の洋子（ひろこ）。しかしその後、故郷の老人保健

施設に転職し、勤務を始めてから、ある出来事が起きます。

著者は現役の看護師であるときに、こちらの小説を書いた

そうです。鹿児島が舞台で、鹿児島ならではの戦争について

の記憶もあるのだな、と考えさせられました。



看護師・看護学生のためのレビューブック / 岡庭豊編集 岡庭, 豊 メディックメディア 2022.3 9784896328660 SK00090531492.9||N039||カ2023

看護学生スタディガイド / 池西静江, 石束佳子編 池西, 静江 照林社 2022.3 9784796527446 SK00090529 492.9||N039||ナ2023

外口玉子の仕事世界六十年 / 外口玉子著 外口, 玉子 看護の科学新社 2022.2 9784910759029 SK00090505 492.9||N041||ト

紛争地のポートレート : 「国境なき医師団」看護師が出会った人々 / 白川優子著 白川, 優子(1973-) 集英社クリエイティブ 2022.4 9784420310949 SK00090727492.9||N049||フ

がん看護学 / 小松浩子著者代表 小松, 浩子 系統看護学講座 医学書院 2022.2 9784260042161 SK00090532 492.9||N080||ケ-ベ

総合医療論 / 小泉俊三[著] ; 平尾智広[著] ; 有吉浩美[著] 小泉, 俊三 系統看護学講座 医学書院 2022.2 9784260047135 SK00090533492.9||N080||ケ-べ

精神保健福祉 / 末安民生著者代表 末安, 民生 系統看護学講座 医学書院 2022.2 9784260042185 SK00090534 492.9||N080||ケ-ベ

保健医療福祉のしくみ : 看護と法律 / 田中良明著者代表 ; 田中良明 [ほか] 執筆 田中, 良明 新看護学 医学書院 2022.2 9784260048668 SK00090535492.9||N080||シ4

看護系で役立つ生物の基本 / 西沢いづみ著 西沢, いづみ 化学同人 2022.3 9784759820652 SK00090523 492.9||N189||カ

「教える」に悩むナースを応援する指導力向上ブック : プリセプターからクリニカルコーチまで : 新人も指導者も、ともに育つ11のレッスン / 内藤知佐子著 内藤, 知佐子 メディカ出版 2022.4 9784840475655 SK00090530492.9||N230||オ

看護管理者のためのSWOT分析超入門 : 病床再編、働き方改革、スタッフマネジメント、組織分析 : これからの変化に対応するために / 河野秀一著 河野, 秀一 メディカ出版 2022.4 9784840478588 SK00090615492.9||N230||カ

リーダー、マネジャーのための看護実践の概念化が身につく看護現場学 : 陣田塾 / 陣田泰子著 陣田, 泰子 メディカ出版 2022.4 9784840478571 SK00090528492.9||N230||リ

血液内科ナースのはじめかた : 配属されたときに一番最初に読む本 / 渡邉純一著 渡邉, 純一 金芳堂 2022.3 9784765318990 SK00090612492.9||N543||ケ

まるごと消化器ドレーン・チューブ管理 : 決定版!図解でもれなくみえる・わかる / 袴田健一監修 袴田, 健一 消化器ナーシング メディカ出版 2021.4 9784840473873 SK00090802492.9||N548||シ

図解で圧勝!消化器の術前術後アセスメント : 高齢者ケアも、注意すべき基礎疾患も、ぜんぶおまかせ! / 北條荘三監修 ; 藤井努監修 北條, 荘三 メディカ出版 2022.4 9784840477048 24344575 SK00090613492.9||N548||ズ

看護の現場ですぐに役立つ腎・泌尿器看護のキホン : 患者さんを安心させる看護技術が身につく! / 住田真貴, 大坪陽子著 ; 雜賀智也編著 雑賀, 智也 ナースのためのスキルアップノート 秀和システム 2022.3 9784798065601 SK00090614492.9||N555||カ

認知症plus「食」を支えるケア : 食事介助のコツから栄養ケア・口腔ケアまでわかるQ&A44 / 枝広あや子編 枝広, あや子 認知症plusシリーズ 日本看護協会出版会 2022.5 9784818024151 SK00090804492.9||N680||ニ18

写真でわかる急変時の看護アドバンス : 心肺蘇生法を中心に : 処置の流れとポイントを徹底理解! / 松月みどり監修 松月, みどり インターメディカ 2022.3 9784899964483 SK00090611492.9||N950||シ
NEWはじめての手術看護 : “なぜ"からわかる、ずっと使える! / 武田知子編著 武田, 知子 メディカ出版 2022.4 9784840478502 SK00090536492.9||N951||ニ
NEWはじめてのNICU看護 : “なぜ"からわかる、ずっと使える! / 佐藤眞由美編著 佐藤, 眞由美 メディカ出版 2022.4 9784840478601 SK00090537492.9||N953||ニ

人はどう死ぬのか / 久坂部羊著 久坂部, 羊 講談社現代新書 講談社 2022.3 9784065277195 SK00090510 490.15||ヒ
見捨てられる「いのち」を考える : 京都ALS嘱託殺人と人工呼吸器トリアージから / 安藤泰至, 島薗進編著 ; 川口有美子, 大谷いづみ, 児玉真美著 安藤, 泰至(1961-) 晶文社 2021.10 9784794972804 SK00090682490.15||ミ
医学の歴史 : 歩みを担った人たち、そして体制 / 多田羅浩三著 多田羅, 浩三(1941-) 左右社 2022.4 9784865280821 SK00090728490.2||イ

運動器学ハンドブック / 松尾拓哉著 松尾, 拓哉(1955-) 時潮社 2022.3 9784788807549 SK00090525 491.16||ウ
そもそも人体運動器 : 体のすごい原理をまるごとイラスト図解 / 菅本一臣著 菅本, 一臣 永岡書店 2022.3 9784522438442 SK00090583491.16||ソ
人体 / [坂井建雄監修] 坂井, 建雄(1953-) ニュートン式超図解最強にわかる!! ニュートンプレス 2022.4 9784315525328 SK00090503491.3||ジ
好きになる薬理学・薬物治療学 : 薬のしくみと患者に応じた治療薬の選定 / 大井一弥著 大井, 一弥 好きになるシリーズ 講談社 2022.3 9784065260555 SK00090584491.5||ス
ウォームアップ微生物学 / 中込治著 中込, 治 医学書院 2022.3 9784260049290 SK00090585 491.7||ウ

臨床検査値ハンドブック : 薬の影響を考える / 木村聡監修・編集 ; 三浦雅一編集 木村, 聡(1959-) じほう 2022.3 9784840753067 SK00090608492.1||ク
健診・人間ドックハンドブック / 西﨑泰弘総編集 西崎, 泰弘 中外医学社 2022.2 9784498012189 SK00090609 492.1||ケ
人工呼吸管理に強くなる : 人工呼吸の基礎から深掘りトピックまで誰も教えてくれなかった人工呼吸管理のABC / 讃井將満, 大庭祐二編集 讃井, 將満 羊土社 2022.4 9784758118910 SK00090610492.28||ジ
高度救急へとつなぐとりあえずいまを乗り切る救命の考え方&テクニック / 竹内一郎編著 竹内, 一郎(救急医学) 中外医学社 2022.2 9784498166349 SK00090526492.29||コ
精神科レジデントマニュアル / 三村將編集 三村, 將 医学書院 2022.3 9784260049320 SK00090617 492||レ

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。



大人の食物アレルギー / 福冨友馬著 福冨, 友馬(1979-) 集英社新書 集英社 2022.3 9784087212099 SK00090511 493.14||オ
介護職のためのパッと見 (徴候) でわかる利用者の異変 / 松山尚弘著 松山, 尚弘 中央法規出版 2022.3 9784805884638 SK00090522493.185||カ
睡眠呼吸障害Update / 井上雄一, 山城義広編著 井上, 雄一(1956-) ライフ・サイエンス 2022.2 9784898017425 SK00090538 493.3||ス
肝臓のはなし : 基礎知識から病への対処まで / 竹原徹郎著 竹原, 徹郎 中公新書 中央公論新社 2022.3 9784121026897 SK00090589493.47||カ
精神科病棟ではたらく人のための感染対策きほんの「き」 : 新型コロナウイルスで、はじめて真剣に感染対策のことを考えた / 糠信憲明, 精神科領域の感染制御を考える会編著 糠信, 憲明 メディカ出版 2022.4 9784840478632 SK00090618493.7||セ
アディクションの地平線 : 越境し交錯するケア / 松本俊彦編 松本, 俊彦(1967-) 金剛出版 2022.3 9784772418782 SK00090546 493.74||ア
これでわかる認知症診療 : かかりつけ医と研修医のために / 浦上克哉著 浦上, 克哉 南江堂 2022.5 9784524231249 SK00090803493.758||コ
認知症の人を元気にする言葉かけ・不安にさせる言葉かけ / 尾渡順子著 尾渡, 順子 中央法規出版 2022.4 9784805884553 SK00090581493.758||ニ
予防接種の手びき / 岡部信彦編著 ; 岡田賢司編著 ; 齋藤昭彦編著 ; 多屋馨子編著 ; 中野貴司編著 ; 中山哲夫編著 ; 細矢光亮編著 岡部, 信彦 近代出版 2022.3 9784874022795 SK00090619493.82||ヨ||2022-2023
ゲノムに聞け : 最先端のウイルスとワクチンの科学 / 中村祐輔著 中村, 祐輔 文春新書 文藝春秋 2022.3 9784166613557 SK00090590493.87||ゲ

もしもあなたの大切な人が末期がんになったら : ステージ4を生きた臨床心理士が心の奥を語る / 福山嘉綱, 堀弘子著 福山, 嘉綱(1949-) 青萠堂 2022.3 9784908273216 SK00090620494.5||モ
がん疼痛治療のおくすり選手名鑑 : はたらきごとのチーム分けで特徴・使い分け・ケアポイントがパッとつかめる! / 下山理史編著 下山, 理史 Yori-sou books メディカ出版 2022.4 9784840478618 SK00090539494.53||ガ
内部障害のリハビリテーション医学・医療テキスト / 久保俊一, 海老原覚総編集 ; 上月正博 [ほか] 編集 久保, 俊一(1953-) 医学書院 2022.3 9784260045919 SK00090616494.78||ナ

ボンディング障害支援ガイドブック : 周産期メンタルヘルス援助者のために / 北村俊則, こころの診療科きたむら醫院スタッフ著 北村, 俊則(1947-) 日本評論社 2022.3 9784535985209 SK00090541495.5||ボ

日本の医療を切りひらく医事法 : 歴史から「あるべき医療」を考える / 内田博文, 岡田行雄編著 ; 内山真由美 [ほか] 著 内田, 博文(1946-) 現代人文社 2022.2 9784877988005 SK00090621498.12||ニ
2020年代初頭の医療・社会保障 : コロナ禍・全世代型社会保障・高額新薬 / 二木立著 二木, 立(1947-) 勁草書房 2022.3 9784326701247 SK00090623498.13||ニ
被災しても医療を止めない病院「業務継続」実践ガイド / 中島康著 中島, 康(医師) 日総研出版 2022.2 9784776019268 SK00090544498.163||ヒ
病院・看護部の災害対策と訓練 : 大規模災害に備える! : 体験者のみが語れる実際的な看護対応! / 佐藤和美著 佐藤, 和美 日総研出版 2022.2 9784776019251 SK00090545498.163||ビ
新栄養の教科書 : 体・健康・食べ方を科学する! / 大久保研之, 深津章子著 大久保, 研之 新星出版社 2022.4 9784405094277 SK00090587498.55||シ
アフターコロナの公衆衛生 : ケアの権利が守られる地域社会をめざして / 末永カツ子編著 末永, カツ子 自治体研究社 2022.3 9784880377377 SK00090642498.6||ア
コレラの感染様式について / ジョン・スノウ著 ; 山本太郎訳 Snow, John, 1813-1858 岩波文庫 岩波書店 2022.3 9784003395011 SK00090591498.6||コ
虐待予防は母子保健から : 指導ではなく支援 / 鷲山拓男著 鷲山, 拓男 地域保健ブックレット 東京法規出版 2022.2 9784924763562 SK00090624498.7||ギ
地図とデータで見る健康の世界ハンドブック / ジェラール・サレム, フロランス・フルネ著 ; 太田佐絵子訳 ; ジュスティーヌ・ベルジュロン, リュシル・デュガスト地図製作 Salem, G498||チ

保険薬事典Plus+ : 適応・用法付 : 薬効別薬価基準 / 薬業研究会編集 薬業研究会 じほう 2022.3 9784840754033 SK00090600R499.1||ホ||2022-1

Officeによるデータリテラシー : 大学生のデータサイエンス / 松山恵美子[ほか]著 松山, 恵美子 共立出版 2022.3 9784320124837 SK00090513007.6||オ
情報リテラシー入門 / 中川祐治ほか著 中川, 祐治 日経BP 2022.3 9784296050260 SK00090592 007.6||ジ
独学の思考法 : 地頭を鍛える「考える技術」 / 山野弘樹著 山野, 弘樹(1994-) 講談社現代新書 講談社 2022.3 9784065277522 SK00090509104||ド
死 : 生命はなぜ死を受け入れたのか、また、私は死ねばただ無になるのか / 新山喜嗣著 新山, 喜嗣(1957-) 春秋社 2022.3 9784393323984 SK00090512114.2||シ
三大アプローチと自己成⾧論 / 諸富祥彦著 諸富, 祥彦(1963-) カウンセリングの理論 / 諸富祥彦著 誠信書房 2022.3 9784414403787 SK00090516146.8||カ||１
力動論・認知行動論・システム論 / 諸富祥彦著 諸富, 祥彦(1963-) カウンセリングの理論 / 諸富祥彦著 誠信書房 2022.3 9784414403794 SK00090518146.8||カ||２
Dr.板東の音楽療法シリーズ / 吉岡明代, 板東浩著 吉岡, 明代 メディカル情報サービス 2021.12 9784903906201 SK00090520 146.8||ド
悲嘆カウンセリング : グリーフケアの標準ハンドブック / J.W.ウォーデン著 Worden, J. William (James William), 1932- 誠信書房 2022.3 9784414414806 SK00090519146.8||ヒ
マインドフルネス動作法 : 自他に寄り添う「無心のとけあい」 / 今野義孝著 今野, 義孝(1948-) 学苑社 2022.4 9784761408329 SK00090593146.8||マ
カウンセリングを倫理的に考える : 迷い、決断することの理論と実践 / 上田琢哉著 上田, 琢哉(1972-) 岩崎学術出版社 2022.3 9784753311972 SK00090594146.89||カ
コロナ後の未来 / ユヴァル・ノア・ハラリ [ほか著] ; 大野和基編 Harari, Yuval N., 1976- 文春新書 文藝春秋 2022.3 9784166613427 SK00090588304||コ
法学概論 / 霞信彦編 ; 原禎嗣 [ほか] 著 霞, 信彦(1951-) 慶應義塾大学出版会 2022.3 9784766428148 SK00090595 321||ホ
憲法 / ⾧谷部恭男著 ⾧谷部, 恭男(1956-) 新法学ライブラリ 新世社 2022.2 9784883843381 SK00090596 323.14||ケ
人権 / 渋谷秀樹, 赤坂正浩著 渋谷, 秀樹(1955-) 有斐閣アルマ 有斐閣 2022.3 9784641221871 SK00090580 323.14||ケ||１
僕に方程式を教えてください : 少年院の数学教室 / 高橋一雄, 瀬山士郎, 村尾博司著 高橋, 一雄(数学) 集英社新書 集英社 2022.3 9784087212082 SK00090507327.85||ボ
はじめての社会保障 : 福祉を学ぶ人へ / 椋野美智子著 ; 田中耕太郎著 椋野, 美智子(1956-) 有斐閣アルマ 有斐閣 2022.3 9784641222021 SK00090643364||ハ
ひきこもり : “心の距離"を縮めるコミュニケーションの方法 : 親も子も楽になる / 山根俊恵著 山根, 俊恵 中央法規出版 2022.4 9784805884942 SK00090644367.68||ヒ
地域包括ケアを現場で語る : 人を想い地域を耕し社会を変える人たちと / 高橋紘士編著 ; 市川禮子 [ほか談] 高橋, 紘士(1944-) 木星舎 2022.3 9784909317254 SK00090601369.26||チ
介護専門弁護士が解説する施設・事業所の新型コロナと法的トラブル : ウィズコロナの悩みをパッと解決! / 外岡潤著 外岡, 潤(1980-) 第一法規 2022.3 9784474077577 SK00090502369.263||カ
発達障害に関わる人が知っておきたい「相談援助」のコツがわかる本 / 浜内彩乃著 浜内, 彩乃 ソシム 2022.4 9784802613620 SK00090645369.28||ハ
大学生になるってどういうこと? : 学習・生活・アイデンティティ / 鈴木学, 植上一希, 藤野真著 鈴木, 学 シリーズ大学生の学びをつくる 大月書店 2022.3 9784272412440 SK00090582377.9||ダ
テンプレートでそのまま書ける科学英語論文 : ネイティブ編集者のアクセプトされる執筆術 / ポール・ラングマン, 今村友紀子著 Langman, Paul 羊土社 2022.4 9784758108546 SK00090604407||テ
ゼロからわかる人体と細胞 : 形も役割も多種多様 生命を支える細胞を一挙紹介! ニュートンプレス ニュートン別冊 ニュートンプレス 2022.4 9784315525304 SK00090603463||ゼ
フルカラーでやさしくわかる!テーピングの基本 / 大内洋編著 大内, 洋 日本医事新報社 2022.3 9784784958733 SK00090540 780.19||フ
NHK出版これならわかる中国語文法 : 入門から上級まで / 丸尾誠, 李軼倫著 丸尾, 誠(1968-) NHK出版 2022.3 9784140351772 SK00090547825||エ
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図 書 館 か ら の お 知 ら せ

巨人の肩の上に立つ

休　館  9時～19時30分  9時～17時
入室時に学籍番号と入室時間を記入し

退出時に退出時間を記入してください。

座席を使用する場合は、座席番号を記

入して下さい。

座席を使用したら、退出時に机・椅子

背もたれを消毒のうえ、記録表の「清

掃」欄にチェックを入れて下さい。

夏休み⾧期貸出実施中！ １人7冊まで 返却日9月26日(月）

看護師として勤務後、図書館情報大学に編入して、文献検索、コンピュータ

について学んだ著者の富田氏が わかりやすく導いてくれます。

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、中央法規、2021.12、492.9||N010||カ （当館では帯を外して所蔵し

ています）

８月８日～９月２日は 17時閉館です

こちらは、学内データベースが各種載っているトップページから、Google Scholarに入っていったとき最初

に現れる画面です。『巨人の肩の上に立つ』 なぜ、Google Scholarのトップページにこの標語が掲げられて

いるのか。それは、偉大な先人たちの業績や先行研究を巨人に喩えて、現在の科学技術の新たな知見や学問

の発展というものも、それらの積み重ねの上に構築されるということを示した言葉とされています。現在の

私たちも巨人の肩までよじ登り、立ってみようではありませんか。

Google Scholarでは、日常の検索で利用するGoogleよりも厳密に検索がなされます。全文検索なので、設定

したキーワードが本文中にしか含まれない場合でも検索することができる点がメリットと言えます。注意点

としては、入手できる文献が最新のものではない場合があること、正式ではない方法で公開されている文献

まで結果として表示される可能性があることなどが挙げられます。

画面左上のメニュー （三本線）から、検索オプションを選択します。単語と単語の間にスペースを入れ

るAND検索の他、OR検索、NOT検索も可能です。また 検索結果の絞込みで期間を指定する、著者を指定する、

なども行うことが出来ます。

Google Scholarの他にも、医中誌、CINII RESEACH などのデータベースを使いこなしていきましょう。

大学図書館だより 2022年8月

川崎市立看護大学図書館


