
　

　

 

 

価値観に優劣はない　/　「価値観の辞書」(コア・ビリーフ）とは

「リスペクト」いい言葉ですね　/　自分とは異なる個性

大学図書館だより
2022年11月

川崎市立看護大学図書館

この本はコロナで実習経験が少ないなまま入職した、

2022年の春に新人看護師になった人へ向けて書かれた本

です。みなさんは１人ではない、と最初に書かれていま

す。看護の大先輩たちによるこれまでの経験をもとにし

た新人時代を乗り越えるためのヒントや、過去の研究成

果を踏まえた、新人の傾向や陥りやすい状況などが解説

されています。想定外のことが想定内になると、心理的

ショックを和らげる効果があるよ、と呼び掛けてくれま

す。

看護師のための「困難を乗り越える力」 : 自分を思いやる

8つのレッスン

著者 秋山 美紀

メヂカルフレンド社、 2020年、492.9||N232||カ

ナース必修対人力を磨く22の方法 : みなっち

先生の人間関係すっきりセラピー : 上司、同

僚、後輩をキライになる前に! 

著者 奥山 美奈、メディカ出版、

2011年、492.9||N140||ナ

ナースのためのアドラー流勇気づけ医療コミュ

ニケーション : メンタルヘルスの専門家・ミレ

イ先生が人間関係の悩みを解決! 

著者 上谷 実礼

出版社 メディカ出版、2019年

492.9||N150||ナ

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

著者 内藤 知佐子、メディカ出版、2022年

492.9||N238||シ

みなさんにいつの日かお役に立つときが来るかもしれない、そんな本も図書館は準備しています。

今月は、ストレス、心のセルフケアについての本を紹介します。主に、勤務している看護師向けに書

かれた本ですが、学生や他の仕事の人にも参考になることが沢山載っており、自分に合いそうな箇所

の拾い読みでもいいと思います。

いつでも、思い出したら借りに来て下さいね。

記憶の片隅に留めておいていただけたら、と思います。

このような図書もあります。

『看護師自身の健康と幸せを考える』

主にポジティブ心理学の技法を使って、看

護師の心のケアの方法を紹介しています。

まず看護師が健康で幸せであることが患者

への質の高いケアにつながる、と筆者は

言っています。SPARKレジリエンスについて

書かれた章がとても興味深く、「肩にオウ

ムを飼っている」ことをイメージするのは、

楽しく取り組めると思います。

アンガーマネジメントとは、怒り(anger)とうまく付

き合うためのトレーニングのことです。怒りのほか、

不安など扱いにくい感情への対処やストレスケアな

どにも応用できるので、アンガーマネジメントは自

分の感情とうまく付き合っていくための基本スキル

なのです。

ナースのためのアンガーマネジメント

怒りに支配されない自分をつくる 7つ

の視点

著者 田辺 有理子、メヂカルフレンド

社、2022年、492.9||N232||ナ



書名/著者名/（叢書名）/出版社/出版年 請求記号

創造られたヒロイン、ナイチンゲールの虚像と実像 : ナイチンゲール生誕200年記念出版 / 中島俊郎, 松野修, 山崎麻由美, 山中千恵, けいろー, 岩田恵里子, 加納佳代子, 宮本眞巳著 中島, 俊郎(1949-) ナイチンゲールの越境 日本看護協会出版会 2022.6 9784818024205 SK00090981492.9||N020||ナ7

看護師国試ここだけ覚える! / 看護師国家試験対策プロジェクト編集 照林社 プチナース 照林社 2022.6 9784796527460 SK00091015492.9||N039||カ2023

訪問看護師という生き方 / 森元陽子著 森元, 陽子 幻冬舎メディアコンサルティング 2022.6 9784344938649 SK00091019492.9||N049||ホ

病院覚え書き : 第3版 / フロレンス・ナイティンゲール[著] ; 小玉香津子訳 Nightingale, Florence, 1820-1910 日本看護協会出版会 2022.5 9784818024168 SK00090921492.9||N110||ビ

スローエシックスと看護のアート : ケアする倫理の物語 / Ann Gallagher著 ; 宮内信治, 小西恵美子訳 Gallagher, Ann. 南江堂 2022.6 9784524232628 SK00090971492.9||N120||ス

仕事も人間関係もうまくいく方法を語ってみた。 : 新人・若手ナースに捧ぐ / Nバク著 Nバク 日本看護協会出版会 2022.7 9784818025271 SK00091004492.9||N150||シ

看護必要度Q&A : 令和4年度診療報酬改定に対応!新評価項目「注射薬剤3種類以上の管理」も詳述 / 田中彰子監修 ; 筒井孝子監修 ; 看護WiseClipper回答者チーム編 田中, 彰子 オーム社 2022.6 9784274228803 SK00090974492.9||N230||カ

看護管理実践計画書標準テキスト : 職場を改善する課題解決術 / 佐藤美香子著 佐藤, 美香子 日総研出版 2022.6 9784776019305 SK00091018492.9||N230||カ

この国の医療のかたち医療政策の動向と課題 : 2025年のヘルスケアシステム / 尾形裕也著 尾形, 裕也(1952-) 看護管理実践Guide 日本看護協会出版会 2022.7 9784818025264 SK00090942492.9||N230||コ

看護職の働き方から考えるジェンダーと医療の社会学 : 感情資本・ジェンダー資本 / 佐藤典子著 佐藤, 典子 専修大学出版局 2022.6 9784881253717 SK00091027492.9||N232||カ

看護のためのリフレクションワークブック / 田村由美著 ; 池西悦子著 = REFLECTION WORKBOOK FOR NURSING 田村, 由美 看護の科学新社 2022.5 9784910759050 SK00090990492.9||N240||カ

基礎からの看護保健統計学 : データの基本から多変量解析まで / 松木秀明, 須藤真由美, 松木勇樹著 松木, 秀明 東京図書 2022.6 9784489023880 SK00090972492.9||N251||キ

写真でわかる小児看護技術アドバンス : 小児看護に必要な臨床技術を中心に / 佐々木祥子編著 佐々木, 祥子 インターメディカ 2022.7 9784899964513 SK00091017492.9||N440||シ

徹底ガイド心臓血管外科術後管理・ケア / 山中源治, 小泉雅子編集 山中, 源治 総合医学社 2022.5 9784883784592 SK00090924492.9||N545||テ

看護の現場ですぐに役立つ皮膚疾患看護のキホン : 皮膚疾患のケアのポイントが身に付く! / 梶西ミチコ著 梶西, ミチコ ナースのためのスキルアップノート 秀和システム 2022.6 9784798063959 SK00090973492.9||N562||カ

ナースのための形成外科治療・ケアマスターガイド : 「先天異常、外傷、再建外科、腫瘍、潰瘍」の手術・治療・看護を網羅的に解説! : 豊富な写真&イラストでわかる! / 尾﨑峰編著 尾崎, 峰 メディカ出版 2022.7 9784840478717 SK00091016492.9||N563||ナ

看護の現場ですぐに役立つ耳鼻咽喉科看護のキホン : 看護実践のポイントが手にとるように身に付く! / レアネットドライブナースハッピーライフ編集グループ著 レアネットドライブナースハッピーライフ編集グループ ナースのためのスキルアップノート 秀和システム 2022.6 9784798066141 SK00090953492.9||N565||カ

老年看護ぜんぶガイド : 基礎・成人などすべての実習に使える! / 八島妙子編著 八島, 妙子 プチナース 照林社 2022.6 9784796525596 SK00090954492.9||N640||ロ

在宅ケアのための判断力トレーニング : 訪問看護師の思考が見える / 清水奈穂美著 清水, 奈穂美 医学書院 2022.6 9784260048873 SK00090991492.9||N820||ザ

訪問看護事業所のBCP<事業継続計画> : リソース中心に考える!つくれる!使える! / 訪問看護BCP研究会編 訪問看護BCP研究会 日本看護協会出版会 2022.6 9784818024182 SK00090993492.9||N820||ホ

生命倫理のレッスン : 人体改造はどこまで許されるのか? / 小林亜津子著 小林, 亜津子 ちくまQブックス 筑摩書房 2022.6 9784480251329 SK00090979490.15||セ

医療従事者のための評価スケール・予測モデルの考え方・活かし方 : 測れないものを測るには? / 奥田千恵子著 奥田, 千恵子 金芳堂 2022.6 9784765319041 SK00090970490.19||イ

医学英語のお手本 / マヤ・バーダマン著 Vardaman, Maya 丸善出版 2022.6 9784621307205 SK00091013490.7||イ

呼吸器のしくみ / 弦間昭彦監修 弦間, 昭彦 運動・からだ図解 マイナビ出版 2022.5 9784839978082 SK00090913491.33||コ

見える!わかる!摂食嚥下のすべて : 神経・嚥下5期・アセスメント・検査・治療・食事がつながる / 上羽瑠美編著 上羽, 瑠美(1977-) 学研メディカル秀潤社 2022.6 9784780914528 SK00090951491.343||ミ

脳の地図を書き換える : 神経科学の冒険 / デイヴィッド・イーグルマン著 ; 梶山あゆみ訳 Eagleman, David 早川書房 2022.5 9784152101358 SK00090914491.371||ノ

処方がわかる医療薬理学 / 中原保裕著 中原, 保裕(1953-) 学研メディカル秀潤社 2022.6 9784780914580 SK00090952491.5||シ||2022-2023

薬効別服薬指導マニュアル / 田中良子監修・編集 ; 木村健, 多田洋枝, 土佐好子編集 田中, 良子(薬剤師) じほう 2022.6 9784840754415 SK00091014491.5||ヤ

ひと目でわかる脳のしくみとはたらき図鑑 / 小野良平訳 小野, 良平(1980-) イラスト授業シリーズ 創元社 2022.6 9784422410999 SK00091037491||イ

民間療法は本当に「効く」のか : 補完代替療法に惑わされないためのヘルスリテラシー / 大野智著 大野, 智(1971-) DOJIN選書 化学同人 2022.6 9784759821734 SK00090966492.79||ミ

大人になる前に知る老いと死 / 前沢政次著 前沢, 政次(1947-) なるにはBooks ぺりかん社 2022.6 9784831516176 SK00090978493.185||オ

COPD(慢性閉塞性肺疾患)診断と治療のためのガイドライン / 日本呼吸器学会COPDガイドライン第6版作成委員会編集 日本呼吸器学会COPDガイドライン第6版作成委員会 日本呼吸器学会 2022.6 9784779226915 SK00091020493.38||シ

まるごと図解消化器の見かた / 山本誠士著 山本, 誠士 照林社 2022.6 9784796525626 SK00090955493.4||マ

　内科学・精神医学・小児科学　（請求記号　４９３）

　臨床医学・診断・治療　（請求記号　４９２）

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）

　小児看護学　（Ｎ４００番台）

　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）

医学全般　（請求記号　４９０～４９９　４９２．９を除く）

　医学全般　（請求記号　４９０）

　基礎医学　（請求記号　４９１）

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。



運動器リハビリテーションシラバス : セラピストのための実践マニュアル / 日本運動器科学会監修 ; 日本臨床整形外科学会監修 ; 星野雄一編集 ; 佐藤公一編集 ; 大江隆史編集 ; 大井直往編集 ; 志波直人編集 ; 尾崎敏文編集 ; 竹下克志編集 ; 池内昌彦編集 = Musculo‐skeletal Rehabilitation Syllabus:Practical Manual for Therapist 日本運動器科学会 南江堂 2022.6 9784524232796 SK00090994493.6||ウ

メンタルクリニックの社会学 : 雑居する精神医療とこころを診てもらう人々 / 櫛原克哉著 櫛原, 克哉 青土社 2022.6 9784791774821 SK00091008493.7||メ

ギャンブル依存と生きる : 家族、支援者と生きづらさを乗り越えるために / 稲村厚著 稲村, 厚(1959-) 彩流社 2022.6 9784779128349 SK00090995493.74||ギ

誤解だらけの「ギャンブル依存症」 : 当事者に向き合う支援のすすめ / ワンデーポート編 ; 中村努, 高澤和彦, 稲村厚著 ワンデーポート 彩流社 2022.6 9784779128295 SK00090986493.74||ゴ

摂食障害の精神医学 : 「心の病気」としての理解と治療 / 西園マーハ文著 西園, 文(1960-) 日本評論社 2022.5 9784535985124 SK00090915493.74||セ

A-QOA<活動の質評価法>ビギナーズガイド : 認知症のある人の生活を豊かにする21の観察視点と20の支援ポイント / 小川真寛編著 ; 白井はる奈編著 ; 坂本千晶編著 ; 西田征治編著 = Assessment of Quality Of Activities Beginner's Guide 小川, 真寛 クリエイツかもがわ 2022.6 9784863423329 SK00090968493.758||ア

誤解だらけの発達障害 / 岩波明著 岩波, 明 宝島社新書 宝島社 2022.6 9784299030559 SK00090969493.76||ゴ

患者の語りを聴くという問い : 慢性うつ患者の自己管理を捉え返す / 堀川英起著 堀川, 英起 生活書院 2022.5 9784865001419 SK00090996493.764||カ

多職種で取り組む抗菌薬適正使用 : AST活動はじめの一歩 / 松本哲哉, 北原隆志, 佐藤智明編集 松本, 哲哉 医歯薬出版 2022.6 9784263226957 SK00090997493.8||タ

変異ウイルスとの闘い : コロナ治療薬とワクチン / 黒木登志夫著 黒木, 登志夫(1936-) 中公新書 中央公論新社 2022.5 9784121026989 SK00090918493.87||ヘ

見逃してはいけない小児救急 / 鉄原健一編著 鉄原, 健一 金芳堂 2022.6 9784765319126 SK00090998493.92||ミ

発達障害児と家族への支援 / 高橋脩著 ; 青木藍聞き手・装画 高橋, 脩(1946-) 日本評論社 2022.5 9784535564114 SK00090916493.937||ハ

がん患者におけるせん妄ガイドライン / 日本サイコオンコロジー学会, 日本がんサポーティブケア学会編集 日本サイコオンコロジー学会 がん医療におけるこころのケアガイドラインシリーズ 金原出版 2022.6 9784307102131 SK00091001494.5||ガ||1

神経麻酔と神経集中治療の基礎と実践 / 川口昌彦編集 川口, 昌彦 日本医事新報社 2022.6 9784784959396 SK00090956494.627||シ

ウルトラ図解乾癬 : 正しい治療でQOLを高め、いきいきとした生活を / 朝比奈昭彦監修 朝比奈, 昭彦 オールカラー家庭の医学 法研 2022.6 9784865138382 SK00090976494.8||ウ

知っておきたい爪の知識と病気 : すべての疑問を解決します! / 東禹彦著 東, 禹彦(1937-) 金原出版 2022.5 9784307400602 SK00090926494.8||シ

高齢腎不全患者のための保存的腎臓療法 : conservative kidney management (CKM) の考え方と実践 / 「日本医療研究開発機構(AMED)長寿科学研究開発事業 高齢腎不全患者に対する腎代替療法の開始/見合わせの意思決定プロセスと最適な緩和医療・ケアの構築」研究班編 日本医療研究開発機構 東京医学社 2022.6 9784885637360 SK00090977494.93||コ

泌尿器科・病理・放射線科前立腺癌取扱い規約 / 日本泌尿器科学会, 日本病理学会, 日本医学放射線学会編 日本泌尿器科学会 メディカルレビュー社 2022.5 9784779226571 SK00090957494.96||ヒ

生殖医療ポケットマニュアル / 大須賀穣 [ほか] 編 大須賀, 穣 医学書院 2022.6 9784260048682 SK00091023495.48||セ

MFICUマニュアル : 母体・胎児ICU / 全国周産期医療(MFICU)連絡協議会編著 MFICU連絡協議会 メディカ出版 2022.6 9784840478731 SK00090928495.5||エ

硬膜外無痛分娩 : 安全に行うために / 照井克生, 野口翔平著 照井, 克生 南山堂 2022.7 9784525308643 SK00091025495.7||コ

明日からできる!ウィメンズヘルスケアマスト&ミニマム / 柴田綾子著 柴田, 綾子 診断と治療社 2022.6 9784787825711 SK00090999495||ア

臨床栄養入門 : レジデント・医療スタッフ・学生のための / 雨海照祥, 山東勤弥, 幣憲一郎編集 雨海, 照祥 文光堂 2022.4 9784830660672 SK00090929498.58||リ

コロナ禍とトリアージを問う : 社会が命を選別するということ / 土井健司, 田坂さつき, 加藤泰史編著 土井, 健司(1962-) 青弓社 2022.5 9784787235053 SK00090945498.6||コ

免疫学者が語るパンデミックの「終わり」と、これからの世界 / 小野昌弘著 小野, 昌弘(1975-) 筑摩書房 2022.6 9784480860934 SK00091009498.6||メ

健康格差社会 : 何が心と健康を蝕むのか / 近藤克則著 近藤, 克則(1958-) 医学書院 2022.6 9784260049689 SK00091026498||ケ

先輩、研究ってどうやるんですか : ストーリーで学ぶ研究のステップ / 研究ステップ編集委員会著 研究ステップ編集委員会 京都大学学術出版会 2022.6 9784814004195 SK00090983002.7||セ

基礎からわかるクリティカル・シンキング / ジョナサン・ヘイバー著 ; 若山昇監訳 ; 寺上隆一訳 Haber, Jonathan ニュートン新書 ニュートンプレス 2022.7 9784315525762 SK00090987141.5||キ

PTGと心の健康 : 傷つきを持った存在として生きるために / 近藤卓著 近藤, 卓(1948-) 金子書房 2022.6 9784760832866 SK00090967146.8||ピ

神奈川の教科書 大人のための地元再発見シリーズ JTBパブリッシング 2022.7 9784533149689 SK00090982291.37||カ

憲法のリテラシー : 問いから始める15のレッスン = Constitutional literacy : 15 lessons starting with a question / 横大道聡, 吉田俊弘著 横大道, 聡(1979-) 有斐閣 2022.5 9784641228252 SK00090911323.01||ケ

統治 / 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 9784641221888 SK00090940323.14||ケ||２

Microsoft Teamsプロ技BESTセレクション / リンクアップ著 リンクアップ 今すぐ使えるかんたんEx 技術評論社 2022.6 9784297128487 SK00090949336.57||マ

社会保障制度 : 国際比較でみる年金・医療・介護 / 岩村正彦, 嵩さやか, 中野妙子編 岩村, 正彦(1956-) シリーズ超高齢社会のデザイン 東京大学出版会 2022.6 9784130343152 SK00091007364||シ

イラストでわかる対人援助職のためのコミュニケーションと面接技術 / 須藤昌寛著 須藤, 昌寛 中央法規出版 2022.6 9784805887158 SK00090965369.17||イ

地域包括ケアシステムの深化と医療が支えるまちづくり : ソーシャルインクルージョンとSDGs / 田城孝雄, 内田要編 田城, 孝雄 東京大学出版会 2022.6 9784130511476 SK00091036369.26||チ

認知症高齢者とセクハラ / 荒木乳根子著 ; 村上久美子著 ; 堀内園子著 ; 戸谷幸佳著 ; 岡田まり著 ; 横井真弓著 ; 塙真美子著 ; 田中聡子著 ; 北條正崇著 = Dementia and Sexual Harassment 荒木, 乳根子(1942-) Nursing Todayブックレット 日本看護協会出版会 2022.7 9784818025288 SK00091005369.26||ニ

医療・保健・福祉・心理専門職のためのアセスメント技術を高めるハンドブック : ケースレポートとケース記録の方法からケース検討会議の技術まで / 近藤直司著 近藤, 直司(1962-) 明石書店 2022.6 9784750354026 SK00090989369.4||イ

ゼロからわかる統計と確率 : 統計学を丸ごと理解して, 真実を見抜く力を身につける ニュートンプレス ニュートン別冊 ニュートンプレス 2022.7 9784315525694 SK00091012417||ゼ

やさしく学ぶ統計データリテラシー / 江口翔一, 太田家健佑, 朝倉暢彦共著 江口, 翔一 培風館 2022.5 9784563010324 SK00090920417||ヤ

ヒトはなぜ死ぬ運命にあるのか : 生物の死4つの仮説 / 更科功著 更科, 功(1961-) 新潮選書 新潮社 2022.5 9784106038815 SK00090912461.1||ヒ

人体と細胞 / 木村直之編集 木村, 直之 ニュートン式超図解最強に面白い!! ニュートンプレス 2022.7 9784315525717 SK00090984463||ジ

うまく言おうとすればするほど間違いやすい「敬語」 / 野口恵子著 野口, 恵子(1952-) 王様文庫 三笠書房 [2022.6] 9784837930150 SK00090946810.4||ウ

臨床の砦 / 夏川草介著 夏川, 草介(1978-) 小学館文庫 小学館 2022.6 9784094071528 SK00090948913.6||ナ

　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）

その他



9時～19時30分 17時閉館

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

11

利用案内

「手」は大切！　手荒れは大敵

認知症の介護・看護に役立つハンドセラピー : 背中・手・

足にやさしく触れるだけ! / 鈴木みずえ監修

池田書店、2021年11月、492.9||N680||ニ

こちらの本では、スウェーデンで生まれた「タクティール」

（日本では「タクティールケア」として普及）の考え方と手

法を参考に、手で触れることにより癒しを得ることを目的と

したタッチケア「ハンドセラピー」を紹介しています。

急に気温が下がり、寒さを感じ

る日が多くなりました。

図書館は換気のため窓を数か所開け

ており、館内は室温が低いです。

ご自分のひざ掛け等をご用意になる

か、温かい服装でお越し下さい。

ひざ掛けの貸出はしていません。

※大学行事などにより開館時間が変更となる場合があります。

11月になると、都心の最低気温が10度を割る日が増え、

お肌の乾燥や手荒れが気になり始めますね。

手洗い・手指消毒を頻繁に行う必要がある医療や看護に

関わる方など、外から受ける刺激によって手荒れしやす

い職業の方は、特に注意が必要ですね。

看護師の「手を用いたケア」に価値をおき、そのケア

の有用性を確かめ、手の効用をを様々な角度から明らか

にしようとしている研究者らの執筆した本を紹介します。

触れる・癒やす・あいだをつなぐ手 : te-arte 

(てあーて) 学入門 / 川島みどり編

看護の科学社、2011年10月、492.9||N210||フ

大学図書館だより2022年11月

川崎市立看護大学図書館


