
　　　　

　　　

 ⑥『( プチナース) 看護師国試 必修問題完全予想550問』(2022年版)

　　返却するときに、このシートをポケットに戻してください。赤いシートが行方不明になっている図書があります。

 ⑧『(看護師・看護学生のための なぜ？どうして？)⑦ 老年看護学/小児看護学 』 請求記号：492.9||N039||ナ7

 ⑨『(看護師・看護学生のための なぜ？どうして？) ④ 内分泌・代謝/腎・泌尿器 』 請求記号：492.9||N039||ナ4

　＊みなさんへのお願い： 国家試験対策の図書の多くは、付録として巻末のポケットに赤いシートが入っています。

請求記号：492.9||N039||ク

請求記号：492.9||N039||ナ8

 ②『クエスチョン・バンクSelect必修：看護師国家試験問題集 2022年版 』

 ③『(看護師・看護学生のための なぜ？どうして？) ⑧ 女生殖器/母性看護学 』

請求記号：492.9||N039||シ

　　本文を読むだけで出題された問題が解けるようになっています。それも人気の理由かもしれません。

　　利用数が多い図書上位９冊のうち、”なぜ？どうして？”のシリーズが５冊を占めました。このシリーズの

　　図書は、本文が何でも知ってるネコナースと看護学生との会話形式です。話し言葉で書いてあるので読み

　　やすいです。また、過去８回分の国家試験を分析して、出題された問題をもとに物語を作っているので、

 ⑦『(看護師・看護学生のための なぜ？どうして？)⑥脳・神経/運動器/感覚器 』 請求記号：492.9||N039||ナ6

請求記号：492.9||N039||カ ⑤『看護師国家試験対策 出題傾向がみえる母性看護学 : 短期集中!完全制覇! 』

請求記号：492.9||N039||カ

貸出回数 No.7 （7回貸出）

貸出回数 No.8 （6回貸出） 　6 回貸出の図書は２点です。

 ④『出題傾向がみえる小児看護学：中項目にみた要点と176問 過去問題集』

大学図書館だより
2022年12月号

　　　　寒さに凍える季節になりました。 川崎市立看護大学図書館

　　　　３年生の方は国家試験の勉強に忙しい時期だと思います。

　　　　今月は、国家試験対策の図書の中で貸出利用数が多かった図書を取り上げました。

　　　　紹介した図書は ( 貸出中のもの以外 ) すべてカウンター近くの国家試験関連の棚にあります。

　8 回貸出の図書は５点です。

　　　　2021年４月から2022年11月の間に貸出件数が多かった９冊を紹介します。参考にしてください。

　 請求記号：492.9||N080||ナ3
＊このシリーズの図書は、看護(N番号)の書架にもあります。

①『(看護師・看護学生のための なぜ？どうして？)③消化管/肝胆膵/循環器 』

貸出回数 No.1（９回貸出 ）

貸出回数 No.2（ 8回貸出 ）



書名/著者名/（叢書名）/出版社/出版年 請求記号

これで突破!社会保障&関係法規 : 看護師国家試験対策ブック / 西田幸典, 和泉澤千恵編著  メディカ出版 2022.7 9784840478564 492.9||N039||コ2023

看護師国家試験PASS*NOTE / 杉本由香編著  学研メディカル秀潤社 2022.7 9784780914702 492.9||N039||パ2023

必修問題まんてんGET! : 看護師国家試験対策ブック /  看護師国家試験対策研究会 メディカ出版 2022.7 9784840478526 492.9||N039||ヒ2023

新型コロナウイルスとナイチンゲールの看護思想を考える : 感染症蔓延化の中で改めて問い直す! : 令和2年11月〜令和3年12月 / 城ケ端初子編著  2022.3 9784883257591 492.9||N110||シ

心理学を活用した看護実践 / 岡本陽子, 足利学, 内藤直子編著  ふくろう出版 2022.3 9784861868566 492.9||N140||シ

病態生理学 : つなげてみたらドンドンわかる! / 橋本さとみ編著  学研メディカル秀潤社 2022.7 9784780914801 492.9||N198||ビ

看護技術実習ポケットブックmini / 尾野敏明監修  学研メディカル秀潤社 2022.7 9784780914795 492.9||N210||カ

できるナースと言われるために5年目までに知っておきたい108のこと / 菊池亜季子編著代表  学研メディカル秀潤社 2022.7 9784780914559 492.9||N210||デ

看護の現場ですぐに役立つ12誘導心電図のキホン : 臨床現場での心電図判読の実践力が身に付く! / 高橋健太郎著 ; 雜賀智也編著  秀和システム 2022.7 9784798064970 492.9||N212||カ

看護ケアの質評価と改善 / 日本看護質評価改善機構編集  医学書院 2022.7 9784260048637 492.9||N227||カ

必携入門看護必要度 / 筒井孝子著  カイ書林 2022.4 9784904865613 492.9||N230||ヒ

ファシリに自信がもてない看護管理者のためのファシリテーション再入門 / 浦山絵里編著  Nursing business = ナーシングビジネス メディカ出版 2022.7 9784840477680 492.9||N230||フ

事例でまなぶ助産師ができる周産期のメンタルヘルスケア : 病態生理、スクリーニング、服薬指導、多職種連携… : この1冊で全てがわかる / 江藤宏美編集  ペリネイタルケア メディカ出版 2022.6 9784840476065 492.9||N390||ジ

透析室で飛び交う用語らくわかりイラスト事典280 : 新人スタッフ必携! / 佐藤隆編集 ; 熊澤ひとみ編集  メディカ出版 2022.6 9784840476904 492.9||N556||ト

はじめてでもやさしいナースができる透析運動療法 / 森山善文著  学研メディカル秀潤社 2022.7 9784780914818 492.9||N556||ハ

ホントに不眠!?ナースのためのせん妄対策 / 山川宣著  南江堂 2022.7 9784524225736 492.9||N740||ホ

在宅療養者のスキンケア : 健やかな皮膚を維持するために / 岡部美保編  日本看護協会出版会 2022.6 9784818025226 492.9||N820||ザ

訪問看護のための栄養アセスメント・食支援ガイド / 江頭文江編著 ; 梶井文子編集  中央法規出版 2022.6 9784805887233 492.9||N820||ホ

災害看護でまちづくり : 西日本豪雨の被災地・真備 ある訪問看護師の巻き込み型復興 / 尾野寛明, 片岡奈津子著 尾野, 寛明(1982-) 木星舎 2022.4 9784909317278 492.9||N880||サ

観察とアセスメントは解剖生理が9割 : ICUナースのための解剖生理 / 横山俊樹監修  メディカ出版 2022.7 9784840478748 492.9||N953||カ

Whole person care実践編 : 医療AI時代に心を調え、心を開き、心を込める / トム・A・ハッチンソン著 ; 恒藤暁訳 Hutchinson, Tom A. 日本ホスピス・緩和ケア研究振興財団 2020.6 9784895906937 490.14||ホ

ここからスタートアドバンス・ケア・プランニング : ACPがみえてくる新しいアプローチと実践例 : Support Timing Action Relation Talking / 角田ますみ編著  へるす出版 2022.7 9784867190449 490.145||コ

医学用語の考え方,使い方 / 西嶋佑太郎著 (1991-) 中外医学社 2022.5 9784498148222 490.34||イ

感染防御と栄養 / 中村丁次, 酒井徹編 ; 今大路治之 [ほか] 著  薬事日報社 2022.7 9784840815840 491.8||カ

エビデンスに基づいた"ゲキアツ"集中治療 : その発熱どうするん? / 太田啓介編著  中外医学社 2022.6 9784498166424 492||エ

エンドオブライフケア : すべての人の命とくらしのために / 平原佐斗司, 荻野美恵子編  南山堂 2022.7 9784525210410 492||エ

いざというときのための応急手当ミニハンドブック / 加藤啓一監修  少年写真新聞社 2022.6 9784879817587 492.29||イ

血液疾患のすべて / 黒川峰夫監修 ; 朝倉英策, 永井宏和, 張替秀郎, 真部淳編集  日本医師会生涯教育シリーズ 日本医師会 2022.7 9784758317870 493.17||ケ

図解でわかる精神疾患とケア : 対人援助職のための / 植田俊幸, 田村綾子編  中央法規出版 2022.7 9784805887370 493.7||ズ

チーム医療の現場を支える精神分析的アプローチ : 精神病のコミュニケーションを解き明かす / マーカス・エヴァンス著 ; 仙道由香訳  誠信書房 2022.7 9784414414837 493.7||チ

認知症ケアのための心理アセスメントと心理支援 : 高齢者の心理臨床ハンドブック / 小海宏之, 若松直樹, 川西智也編著  金剛出版 2022.6 9784772419048 493.758||ニ

発達障害神経発達症として生きるということ / 深間内文彦, 森田太樹著  弘文堂 2022.7 9784335651922 493.76||ハ

　医学全般(請求記号　４９０～４９９　４９２．９を除く)

図書館に入った新しい本

資料は請求記号の順に並んでいます。わからないことがあればカウンターにお聞きください。

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)

　成人看護学　(N５００番台)

　精神看護学　(Ｎ７００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)

　基礎医学　（請求記号　４９１）

　臨床医学　（請求記号　４９２）

　内科学・精神医学・小児科学　(請求記号　４９３)



ストレス脳 / アンデシュ・ハンセン著 ; 久山葉子訳 Hansen, Anders, 1974- 新潮新書 新潮社 2022.7 9784106109591 493.764||ス

新生児科医・小児科医ふらいと先生の子育て「これってほんと?」答えます / 今西洋介監修 ; おおのたろうイラスト  西東社 2022.8 9784791631100 493.98||シ

書名/著者名/（叢書名）/出版社/出版年 請求記号

がん診療における対話力をみがく / 大坂巌著  中外医学社 2022.7 9784498022904 494.5||ガ

がん患者の意思決定支援 : 成功の秘訣 / 堀謙輔著  中外医学社 2022.7 9784498022928 494.5||ガ

がんと向き合うために大切なこと / 加藤隆佑著  緑書房 2022.7 9784895317870 494.5||ガ

がん医療における患者-医療者間のコミュニケーションガイドライン / 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  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 9784307102056 494.5||ガ||２

遺族ケアガイドライン : がん等の身体疾患によって重要他者を失った遺族が経験する精神心理的苦痛の診療とケアに関するガイドライン   金原出版 2022.6 9784307102179 494.5||ガ||３

遺伝性乳がん卵巣がんを知ろう! : みんなのためのガイドブック  金原出版 2022.6 9784307204620 495.46||イ

外来・病棟・地域をつなぐケア移行実践ガイド / 小坂鎮太郎編集 ; 松村真司編集  医学書院 2022.6 9784260048859 498||ガ

医療貧国ニッポン : 「より手厚く、より安く」が国を滅ぼす / 奥真也著  PHP新書 PHP研究所 2022.6 9784569852294 498.021||イ

患者安全・医療安全実践ハンドブック  メディカル・サイエンス・インターナショナル 2022.6 9784815730468 498.163||カ

ポストコロナのヘルスケア経営戦略 / 羽田明浩, 鈴木秀一, 平鹿一久著  文眞堂 2022.5 9784830951800 498.163||ポ

感染症流行を読み解く数理 / 西浦博編著 ; 小林鉄郎 [ほか] 著  日本評論社 2022.7 9784535787599 498.6||カ

身体拘束はケアでしょうか? : 身体拘束 /  丸善出版 Maruzen audiovisual library 丸善出版株式会社映像メディア部 c2018DVDNo.158-1

ある家族の事情 : 認知症高齢者の医療 /  丸善出版 Maruzen audiovisual library 丸善出版株式会社映像メディア部 c2013 9784839501495 DVDNo.159-6

観察力と分析力を鍛える!高齢者のヘルスアセスメント /  丸善出版 Maruzen audiovisual library 丸善出版株式会社映像メディア部 c2022 DVDNo.160-1

介護老人保健施設・在宅編 MARUZEN audiovisual library 丸善出版映像メディア部 [2022] 9784839506742DVDNo.160-2

病院・在宅編 MARUZEN audiovisual library 丸善出版映像メディア部 [2022] 9784839506759 DVDNo.160-3

整容場面を看る / 青木由美恵, 藤井千里監修  Maruzen audiovisual library 丸善出版映像メディア部 c2016 9784839505905 DVDNo.161-4

地域ケアシステム / 丸善出版製作・著作  Maruzen audiovisual library 丸善出版映像メディア部 c2019 DVDNo.162-1

公衆衛生看護管理 /  丸善出版 Maruzen audiovisual library 丸善出版映像メディア部 c2020 DVDNo.162-2

産業保健 /  丸善出版 Maruzen audiovisual library 丸善出版映像メディア部 c2019 DVDNo.162-3

学校保健 /  丸善出版 Maruzen audiovisual library 丸善出版映像メディア部 c2019 DVDNo.162-4

デジタル空間とどう向き合うか : 情報的健康の実現をめざして / 鳥海不二夫, 山本龍彦著  日経プレミアシリーズ 日経BP日本経済新聞出版 2022.7 9784296114337 007.3||デ

入門憲法講義 : 考える憲法 / 沼口智則著  晃洋書房 2022.7 9784771036536 323.14||ニ

地域でできる自殺予防 : 基礎からわかるゲートキーパーの役割 / 高橋聡美著  日本医学出版 2022.6 9784865770506 368.3||チ

新たな世紀へ-- : 社会福祉法人恩賜財団済生会101〜110年 済生会 済生会 2022.5 369.14||ア||1

あなたはどこで死にたいですか? : 認知症でも自分らしく生きられる社会へ / 小島美里著  岩波書店 2022.7 9784000615501 369.26||ア

シンクロと自由 / 村瀬孝生著 村瀬, 孝生(1964-) シリーズケアをひらく 医学書院 2022.7 9784260050517 369.263||シ

ヤングケアラーってなんだろう / 澁谷智子著  ちくまプリマー新書 筑摩書房 2022.5 9784480684240 369||ヤ

大学の学習支援Q&A / 清水栄子, 中井俊樹編  高等教育シリーズ 玉川大学出版部 2022.6 9784472406232 377.15||ダ

ヘルプマン! / くさか里樹著 くさか, 里樹 イブニングKC 講談社 2004 726.1||ヘ||１

ヘルプマン! / くさか里樹著 くさか, 里樹 イブニングKC 講談社 2004 726.1||ヘ||２

ヘルプマン! / くさか里樹著 くさか, 里樹 イブニングKC 講談社 2004 726.1||ヘ|| 3

ヘルプマン! / くさか里樹著 くさか, 里樹 イブニングKC 講談社 2004 726.1||ヘ||25

ヘルプマン! / くさか里樹著 くさか, 里樹 イブニングKC 講談社 2004 726.1||ヘ||27

　衛生学・公衆衛生・法医学　(請求記号　４９８)

　視聴覚資料

　その他

　外科学　(請求記号　４９４)

　婦人科学・産科学　(請求記号　４９５)



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

27 26 27 28 29 30 31

12
 ( 1月６日は17時で閉館します。)

 １月10日(火)から通常開館です。

長期貸出の期間になります。

返却期限   1月16日(月) 月～金曜日 9：00 ～19 : 30 開館

貸出冊数   7冊 まで 17：00 閉館 休 館

年明けは１月６日(金)から開館します。

12月12日(月)から12月26日(月)までは

すのは佐山静江さん。本書に登場する人たちの中にみなさんが共感できる人や、モデルに

したいと思う人は見つかるでしょうか？

利用案内

みなさんへのお知らせ

ンをもちましょう。『これはあの人に聞けばわかる』って言われるくらいに。そこから積

み上げていけば、きっと花開きます。仕事も楽しくなりますよ。」とアドバイスをしてい

ます。また、「今、自分には十分な力がないと思っていたとしても、看護をつくっていく

のは1人の力だけでなく、チームなのだから、仕事のなかであせらずに一瞬立ち止まり、振

り返ることを大事にして、少しずつでも成長していく自分を楽しんでほしいです。」と話

今月はこの本を紹介します。

　　『 看護師をやめたくなったときに読む本  私はこうして乗り越えた！

　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　看護部長25人の乗り切り力 』

Smartr nurse Books編集室編 2012.3.メディカ出版 492.9||N232||カ

人が多い。」”と話す人が何人もいました。そんな若い看護師の人たちに

福井トシ子さんは「自信をもつためのお勧め、 まずは自分のオンリーワ

本書は看護総合雑誌『ナースビーンズ』および『smart nurse』での連載

「だからナースはやめられない！~スーパー看護部長に聞く人生道場」

をまとめたものです。本書では看護部長の人たちの新人や若い頃の経験

や失敗が語られています。また、「能力や技術の不足に悩んでいる若い

大学図書館だより 2022年12月

川崎市立看護大学図書館


