
ます。今月は少子化に関する図書と雑誌を紹介します。

９月19日(月)は敬老の日です。昨年2021年９月に日本の高齢者（６５歳以上の人）の人口は

今月のテーマ ： 少子社会

３,６４０万人になりました。(総務省 統計局HPより) 全人口の２９.１%です。一方、2021年に生ま

れた赤ちゃんの出生数はわずか８４万２,８９７人でした。(厚生労働省 人口動態統計速報 令和3年

が減りつづけています。これは、 高齢者を支える現役世代の人数が減り続けている事を表してい

 12月分より) 史上最低の人数です。赤ちゃんだけでなく、若い人や現役世代（15歳～64歳) の人数

　大学図書館だより
2022年9月

川崎市立看護大学 図書館

体調を崩さないよう気を付けて過ごしてください。

夏休みが終わって後期の授業が始まります。気温の差が激しい季節でもあります。

『 日本チャチャチャ

超少子高齢社会を語る

ミネルヴァ書房

『家族・働き方・社会

を変える 父親への子育て

支援 』(別冊 発達33)

小崎恭弘ほか編著

2017年10月

よる高齢者の増加とそれに伴う医療費の増加、そ

して出生率の低下が注目されはじめました。社会

保障制度の存続が危ぶまれ、医療と福祉費の増加

が見込まれていました。14人の論客は、社会の変

化(チェンジ)を好機(チャンス)と捉えて新しい社

　14人の女と男 』

岩渕勝好　1995年10月

1995年、本書の出版当時は、平均寿命の伸びに

境を改善することによって、結果的に出生率が

上昇する事を目指しています。

会を創造しよう(チャレンジ)、と語っています。

369.4||カ

体、NPO活動など、様々な場所での父親への育児支

抱え込む事が児童虐待の要因である事を考えると

父親が子育てに加わる事は母親の負担を軽くする

援の取り組みを紹介しています。

医療と助産の視点から少子化の問題について考

え、提言しています。結婚している若い世帯の

だけでなく、子どもが健全に成長するためにも望

ましいと本書は述べています。保育所、企業、自治

持つ意欲が乏しい事を表している、と述べられ

ています。本号の特集では、出生率を上げる事

よりも、すでに授かった子どもを妊産婦が安心

して産み育てる事ができるような社会にしよう、

スターは注目を集めました。母親がひとりで育児を

と言っています。妊娠・出産・子育てをする環

中央法規出版

子どもの数が減っているのは、結婚・出産適齢

期である若い世代が経済的に苦しく、子どもを

かつて父親の役割は家族を養う経済力と家長として

の権威でした。しかし1990年代から政府は少子化を

くい止めるために男性の育児支援に取り組みはじめ

特に” 育児をしない男を父とは呼ばない ”というポ

『保健の科学』

2022年7月号

367.7||ニ

杏林書院

特集：少子化社会に

どう対峙するか



書名/著者名/（叢書名）/出版社/出版年 請求記号

会話の場面でわかる!看護聞き言葉使い方辞典 / 志田京子監修  エクスナレッジ 2022.5 492.9||N034||カ

マタニティサイクル : 母と子そして家族へのよりよい看護実践 / 大平光子ほか編集 492.9||N080||カ

初学者のための看護学講義 : 学習の基礎を固め、健康な生活を助けよう / 赤峰隆元 [ほか] 著  幻冬舎メディアコンサルティング 2022.3 9784344938939 SK00090527492.9||N100||シ

介護・看護のオノマトペ : 「もぐもぐ」・「ぜいぜい」は中国語英語ベトナム語インドネシア語ネパール語タイ語でどう言う? / 吉永尚, 廣部久美子著 吉永, 尚 和泉書院 2022.3 492.9||N170||カ

解剖生理ポケットブックmini / 竹田津文俊監修  学研メディカル秀潤社 2022.4 492.9||N192||カ

1年目から「できるナース」といわれる看護技術ノート : 臨床の現場で明日から使える! / よん著  SBクリエイティブ 2022.4 492.9||N210||イ

末梢静脈カテーテル留置技術ベストプラクティス : エコーを用いる 点滴トラブル予防を目指した / 看護理工学会編集  照林社 2022.4 492.9||N212||マ

看護過程展開ガイド : 実習記録の書き方がわかる : ヘンダーソン, ゴードン,  プチナースBooks 照林社 2022.4 492.9||N220||カ

症状を読めるナースが知っているロジカルアセスメント / 櫻本秀明著 南江堂 2022.4 492.9||N221||シ

看護管理者のためのファシリテーションスキル入門 / 葛田一雄著  New medical management ぱる出版 2022.5 492.9||N230||カ

新人看護師だからこそ習慣にしたい心を守り自分を育てる7つの考え方 / 内藤知佐子編著  メディカ出版 2022.4 492.9||N238||シ

看護学生“実習"ポケットブックmini / Nursing Canvas編集室編 学研メディカル秀潤社  2022.4 492.9||N246||カ

看護の現場ですぐに役立つ母性看護のキホン : 赤ちゃんと母親の心身を守る技術が身に付く! / 中村幸代編著  ナースのためのスキルアップノート 秀和システム 2022.4 492.9||N340||カ

脳神経 / 前田純子, 川合茜, 久松正樹編著  Cocco mina 照林社 2022.3 492.9||N541||ノ

循環器 / 小倉記念病院集中治療室・心臓血管病棟編著 小倉記念病院 Cocco mina 照林社 2022.4 492.9||N545||ジ

ひとりだちできる心臓カテーテル看護 : 基礎知識,検査と治療,症状とケア,合併症と対策 / 山﨑正雄編著  Clinical nursing skills 学研メディカル秀潤社 2022.4 492.9||N545||ヒ

まるごと狭心症・心筋梗塞 : 予防から最新カテ治療・心リハまで / 森野禎浩編集  ハートナーシング メディカ出版 2022.4 492.9||N545||マ

スキルプロフェッショナル外科ナース入門 : 目指せ!デキる看護師 / 市田正成著  文光堂 2022.3 492.9||N563||ス

がん看護ナースポケットブック / 荒尾晴惠, 菅野かおり編集  学研メディカル秀潤社 2022.4 492.9||N571||ガ

認知症plus行動・心理症状のケア : 「その人らしさ」を引き出す支援とかかわり方 / 内田陽子編  認知症plusシリーズ 日本看護協会出版会 2022.6 492.9||N680||ニ19

老年看護 / 湯浅美千代編集  看護判断のための気づきとアセスメント 中央法規出版 2022.5 492.9||N680||ロ

訪問看護と歩んだ50年 : 支えられて支えて「介護の線引き」を許さないために / 内田恵美子著  ラーニングス 2022.4 492.9||N820||ホ

ERナースの思考加速トリアージ : JTASを学び、超えてゆけ! / 坂本壮著  Emer-log メディカ出版 2022.4 492.9||N954||イ

医療者のためのLGBTQ講座 / 吉田絵理子総編集  南山堂 2022.5 490||イ

医療・ケア従事者のための哲学・倫理学・死生学 / 清水哲郎著  医学書院 2022.3 490.1||イ

医 (メディシン) って何だろう?  / 岩田誠著  中外医学社 2022.4 490.1||メ

実践医療現場の行動経済学 : すれ違いの解消法 / 大竹文雄, 平井啓編著  東洋経済新報社 2022.5 490.14||ジ

Whole person care教育編 : マインドフルネスにある深い気づきと臨床的調和 / スティーブン・リーベン, トム・A・ハッチンソン著  Liben,Stephen 日本ホスピス・緩和ケア研究振興財団 2022.3 490.14||ホ

明日から役立つ疾患・場面別アドバンス・ケア・プランニング : 事例と対話で読み解く意思決定支援 = Advance care planning by course of diseases:understanding from case studies and dialogue / 福井小紀子編集  南江堂 2022.4 490.145||ア

生命(いのち)との別離(おわかれ) : 事前医療指示書から緩和医療に至る手引き / ミヒャエル・デ・リッダー著 ; ヴォルフガング・R.アーデ 教文館 2022.2 490.145||イ

終末期の意思決定 : コロナ禍の人生会議に向けて / 冲永隆子著  晃洋書房 2022.4 490.145||シ

Rコマンダーで簡単!医療系データ解析 / 対馬栄輝著  東京図書 2021.4 490.19||ア

数式不要!はめ込み統計学 : EZRでできる保健医療統計これだけ / 加藤丈夫著  医学書院 2021.10 490.19||ス

無料統計ソフトEZRでやさしく学ぶ統計学 : EBMの実践から臨床研究まで / 神田善伸著  中外医学社 2020.11 490.19||ム

医学英語論文手トリ足トリ : いまさら聞けない論文の書きかた / 堀内圭輔著  医学書院 2022.4 490.7||イ

外国人患者が来ても困らない外来診療のための英会話 : ノンネイティブの多様な英語の聞き取りにも! / Norma E.Wyse, 小林ひろみ著  メジカルビュー社 2022.4 490.7||ガ

皮膚、人間のすべてを語る : 万能の臓器と巡る10章 / モンティ・ライマン [著] ; 塩﨑香織訳 Lyman, Monty みすず書房 2022.5 491.369||ヒ

いちばんやさしい免疫学 / [西村尚子執筆]  成美堂出版 2022.4 491.8||イ

あなたの心にビビッ!と届く臨床心電図判読上達ハートフルガイドBook : イメージとイラストで学ぶ / 原田真二編著 ; 曷川元監修  Early mobilization mook 慧文社 (発売) 2022.4 492.123||ア

血算・凝固に強くなる実践レクチャー : イラスト図解で納得!臨床力UP! / 萩原將太郎編著  金芳堂 2022.4 492.17||ケ

図書館に入った新しい本

　医学全般　(請求記号　４９０)

　基礎医学　（請求記号　４９１）

　臨床医学　（請求記号　４９２）

　成人看護学　（N５００番台）

　老人看護学　（Ｎ６００番台）

　地域看護学・家庭看護学　（Ｎ８００番台）

　状態別看護　（N９００番台）

　医学全般(請求記号　４９０～４９９　４９２．９を除く)

看護学

　看護学　総記・叢書・全集　（N０００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）



書名/著者名/（叢書名）/出版社/出版年 請求記号

はじめてのカーボカウント / 坂根直樹, 佐野喜子編著  中外医学社 2022.3 493.123||ハ

完全図解介護に必要な医療と薬の全知識 / 長尾和宏, 三好春樹編著, 東田勉編集協力  介護ライブラリー 講談社 2022.4 493.185||カ

あなたも名医! : 誤嚥性肺炎治療と予防の新常識 : 最新知見を現場に活かす! / 前田圭介編  jmed mook 日本医事新報社 2022.4 493.38||ア

マインド・フィクサー : 精神疾患の原因はどこにあるのか? / アン・ハリントン著 ; 沖田恭治訳 Harrington, Anne, 1960- 金剛出版 2022.4 9784772418850 SK00090878493.7||マ

オープンダイアローグ : 実践システムと精神医療 = Open dialogue : introducing its dialogical practice and care system into Japan / 石原孝二, 斎藤環編  東京大学出版会 2022.3 493.72||オ

ギャンブル症の回復支援 : アディクションへのグループの活用 / 田辺等著  日本評論社 2022.4 493.74||ギ

家族で「軽度の認知症」の進行を少しでも遅らせる本 : 正しい知識と向き合い方 / 内門大丈監修  心のお医者さんに聞いてみよう 大和出版 2022.4 493.758||カ

なぜ、認知症の人は家に帰りたがるのか : 脳科学でわかる、ご本人の思いと接し方 / 恩蔵絢子, 永島徹著  中央法規出版 2022.7 493.758||ナ

大人の発達障害診療マニュアル : 7つのステップでわかる大人のASD・ADHD / 姜昌勲著  中外医学社 2022.4 493.76||オ

新型コロナの不安に答える / 宮坂昌之著  講談社現代新書 講談社 2022.3 493.87||シ

小児輸液のトリセツ / 加藤宏樹著  金原出版 2022.4 493.92||シ

子どものスキンケア・ヘアケア・フットケア / 高山かおる編集  学研メディカル秀潤社 2022.5 493.94||コ

がんサバイバーのための皮膚障害セルフケアブック / 日本がんサポーティブケア学会Oncodermatology部会編 日本がんサポーティブケア学会 JASCCがん支持医療ガイドシリーズ 小学館クリエイティブ 2022.4 494.5||ガ

プライマリ・ケアに活かすがん在宅緩和ケア : 対話形式Q&A / 大岩孝司, 鈴木喜代子著  診断と治療社 2022.5 494.5||プ

一冊でわかる透析療法実践マニュアル : 押さえておくべき透析室でのto doとポイント / 三瀬直文 [ほか] 編  文光堂 2022.4 494.93||イ

人工妊娠中絶をめぐる心のケア : 周産期喪失の臨床心理学的研究 / 管生聖子著  大阪大学出版会 2022.3 495.48||ジ

妊娠の新しい教科書 / 堤治著 堤, 治 文春新書 文藝春秋 2022.4 495.48||ニ

口にかかわるすべての人のための誤嚥性肺炎予防 / 米山武義編著  医歯薬出版 2022.3 497.9||ク

生活健康科学 / 小田切陽一編著 ; 小山勝弘 [ほか] 著  三共出版 2022.4 498||セ

医良戦略2040 : 2040年の医療を生き抜く13の戦略 / 千葉大学医学部附属病院次世代医療構想センター編 ; 吉村健佑[ほか] 著  ロギカ書房 2022.4 498.021||イ

現代医療関係法 = Contemporary medical care acts / 城祐一郎著  成文堂 2022.3 498.12||ゲ

コロナ禍で見えた保健・医療・介護の今後 : 新自由主義をこえて / 日本医療総合研究所著  新日本出版社 2022.4 498.13||コ

アスリートの心の強さを手に入れるメンタルタフネス実践法 / 小松昭吾, 加藤千恵子編著 ; 渋谷英雄, 菅原徹, 青木滉一郎共著  日本法令 2022.4 498.39||ア

正しい食事で健康になろう : 日本消化器病学会からのメッセージ / 日本消化器病学会編集 日本消化器病学会 南江堂 2022.4 498.5||タ

実践で学ぶ女子栄養大学のバランスのよい食事法 : 四群点数法による献立づくりの基本 / 浅尾貴子 [ほか] 著  女子栄養大学出版部 2022.3 0677498.55||ジ

コロナと創薬 : なぜ日本の製薬企業は出遅れたのか / 橋本宗明著  日経BP 2022.5 499.09||コ

がんのしおり : データで見るわが国のがん 社会保険出版社 2022.3 R494.5||ガ

動かして学ぶ!はじめてのテキストマイニング : フリー・ソフトウェアを用いた自由記述の計量テキスト分析 / 樋口耕一, 中村康則, 周景龍著  KH Coder official book ナカニシヤ出版 2022.3 007.6||ウ

論証の教室 : インフォーマル・ロジックへの誘い / 倉田剛著  新曜社 2022.3 116||ロ

臨床心理学小史 / サトウタツヤ著 佐藤, 達哉(1962-) ちくま新書 筑摩書房 2022.5 146.02||リ

メディカルスタッフのための基礎からわかるカウンセリングと心理療法 / 山蔦圭輔著  南山堂 2022.4 146.8||メ

支援のための心理学 : エビデンスに基づく援助活動の実際 / 高岸幸弘, 黒山竜太編著  北樹出版 2022.4 146||シ

あきらめない男 : 重度障害を負った医師・原田雷太郎 / 長田昭二著  文藝春秋 2022.4 289.1||ア

法学への招待状 : 毎日の生活における法律の役割 / 内海朋子著  駿河台出版社 2022.4 321||ホ

憲法 : 基本講義 / 市川正人著  ライブラリ法学基本講義 新世社 2022.3 323.14||ケ

判例で学ぶ憲法 / 小林直三, 大江一平, 薄井信行編  法律文化社 2022.4 323.14||ハ

社会保障あんしん教室 : 教えて、くま先生!こんなときどうする? / 藤岡夕里子著  日本法令 2022.4 364||シ

こころをつなぐ : 身近な人に自殺の危険が迫ったら / 小嶋秀幹著  翔雲社 2022.2 368.3||コ

「障害」ある人の「きょうだい」としての私 / 藤木和子著  岩波ブックレット 岩波書店 2022.4 369.27||シ

図解でわかる障害福祉サービス / 二本柳覚編著  中央法規出版 2022.5 9784805887127 369.27||ズ

新型コロナウイルス感染症時代の避難所マニュアル / 日本医師会救急災害医療対策委員会編集 日本医師会救急災害医療対策委員会 へるす出版 2022.3 369.3||シ

子ども家庭福祉論 / 小崎恭弘, 田邉哲雄, 中典子編著  晃洋書房 2022.4 369.4||コ

「そだちあい」のための社会的養護 / 遠藤由美編著  ミネルヴァ書房 2022.3 369.43||ソ

Web面接 : オンライン面接の必勝法 / 才木弓加著  内定獲得のメソッド マイナビ出版 [2022.4] 377.9||ウ||2024

発達障害の子への言葉かけ事典 : 「できる」が増える!「困った行動」が減る! / 熊仁美, 竹内弓乃共著  大和出版 2022.4 378||ハ

超文系人間のための統計学トレーニング : 「数字を読む力」が身につく25問 / 斎藤広達著  PHPビジネス新書 PHP研究所 2022.3 417||チ

フリー統計ソフトEZR(Easy R)でカンタン統計解析 : サラっとできる! / 神田善伸著  オーム社 2020.11 417||フ

教えたくなるほどよくわかる遺伝の基礎講座 / ジョン・ウォラー著 ; 亀濱香訳 Waller, John ニュートン新書 ニュートンプレス 2022.5 9784315525502 SK00090735467.02||オ

実習・体力の測定と評価 / 森川壽人編集  みらいスポーツライブラリー みらい 2022.4 780.18||ジ

健康科学の話 / 成家篤史, 石塚諭編著  大学教育出版 2022.3 780.19||ケ

ゲーム感覚で身につく論文執筆 : 「今よりもっと論文を書く」と決めた研究者へ / 飯村周平, 松井智子, 宅香菜子著  風間書房 2022.3 816.5||ゲ

もっとくらべて覚える英単語名詞 : 語源×図解 / 清水建二著 ; すずきひろしイラスト  青春新書intelligence 青春出版社 2022.5 835.2||モ

うつとともに生きる : 反復性うつとともに歩んだ著者十七年の軌跡 / 飯塚玲児著  エムケープランニング 2022.5 916||ウ

まぁ、空気でも吸って : 人と社会:人工呼吸器の風がつなぐもの / 海老原宏美著 ; 海老原けえ子著  現代書館 2022.4 916||マ

　その他

　衛生学・公衆衛生・法医学　(請求記号　４９８)

　歯科学　(請求記号　４９７)

　薬学　(請求記号　４９９)

　調べるための本

　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)



①

②

自動

③

A4 か A4

④

9
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

9/1と9/2は 9:00～17:00 開館

月～金曜日： 9:00～19:30 開館

土日祝日：休館

利用案内

夏休み長期貸出の図書の返却期限は9月26日（月）です。

横長

４つの項目が表示されています。その中の”コピー”にタッチします。

６つの項目が表示されます。

コピーが開始します。

のどちらかを選んでタッチして下さい。

　このボタンをを選んでタッチして下さい。

A4よりも大きいサイズの原稿は縮小する必要がありますが

その中から

たくさんの表示が出ます。

コピー機についてのお知らせ

・サイズはA4のみです。（縦長・横長両方）

・無料で使用できます。

前のコピー機と変わったところをお知らせします。

よろしくお願いいたします。

・ A4よりも大きいものをコピーする時は縮小してください。

　ください。利用の際は、複写申込書に記入して提出してください。

・ 著作権法で認められている範囲内でコピーしてください。

　縦長

スタート

右下のスタートのボタンにタッチすると

このボタンをタッチすると自動で縮小されます。

図書館のコピー機が５月から新しくなりました。

・図書館のコピー機では、図書や雑誌などの図書館資料以外をコピーする事はできません。

　ノートなど他の物をコピーする時は、２階のマルチラーニング室のコピー機を使用して

・原則として白黒コピーです。(カラーは必要最小限にして下さい。）

原稿サイズ

右側の一番下の

また、次の点に注意して利用してください。

使い方の手順を説明します。

大学図書館だより2022年9月

川崎市立看護大学図書館


