
 新入生のみなさん、ご入学おめでとうございます。
当館は看護短期大学図書館として、看護・ケアに関連した図書や学術雑誌を豊富にそろえています。
これからのみなさんの学びの一助となれば幸いです。今年度もどうぞよろしくお願いいたします。

 これからみなさんが看護を学ぶ上での基本的かつ重要な科目のひとつとなる「解剖生理学」、
および大学における学び方のスキルについての図書をご紹介します。

大学図書館だより
2021年4月

川崎市立看護短期大学図書館

学生の声を聞いてつくった解剖生理学
安谷屋均著
南山堂 , 2020.8
492.9¦¦N192¦¦ガ

超入門解剖生理学
有田和恵編著
照林社 , 2007.6
492.9¦¦N192¦¦チ

看護学生が身につけたい論理的に書く・読むスキル
福澤一吉著
医学書院 , 2018.10
492.9¦¦N251¦¦カ

看護学生のためのよくわかる大学での学び方
前原澄子, 遠藤俊子監修
金芳堂 , 2018.12
492.9¦¦N245¦¦カ

解剖 理学の構造や働きの複雑さに 惑う学 は多いとい
う現役の看護学生の意見を聞き、特に難しいと感じている
ところなどを重点的にまとめています。
今から学ぶ学生の予習本、すでに学び終わった学生の復習
本として。

解剖生理学をわかりやすく解説。看護師国家試験出題
基準をほぼ満たす内容となっており、人体の複雑な仕
組みとはたらきを具体的にイメージしながら理解する
ことができます。付録に演習問題あり。授業の予習・
復習にも役立ちます。

看護学生に向けた「主体的な学習ができる基礎能力を
身につける」ためのテキスト。大学生に必須のスタ
ディ・スキルから、対人関係スキルなどのスチューデ
ント・スキル、看護キャリア・デザインまでを解説し
ています。

看護学生に向けて、論理的に読む・書くうえで必要となる
基本的な思考についてや、文章構成力をつけるために
必要な接続詞について説明。帰納的論証についても丁寧に
取り上げ、論証図によって解説しています。
実践練習問題つき。



書名/著者名/（叢書名）/出版社/出版年 請求記号

看護歴史研究入門 / 鈴木紀子著 鈴木, 紀子 看護の歴史ライブラリー 看護の科学社 2020.11 492.9¦¦N020¦¦カ1
看護師国家試験必修問題ファイナルチェック360問 / Nursing Canvas看護師国試対策室編集 Nursing Canvas看護師国試対策室 学研メディカル秀潤社 2020.12492.9¦¦N039¦¦カ2021
川嶋みどり看護の羅針盤366の言葉 / 川嶋みどり著 川島, みどり(1931-) ライフサポート社 2020.10492.9¦¦N049¦¦カ
微生物学・感染症学 / 中野隆史編集 中野, 隆史 看護学テキストnice 南江堂 2020.11 492.9¦¦N080¦¦カ
看護実践マネジメント/医療安全 / 小澤かおり編集 小澤, かおり 新体系看護学全書 メヂカルフレンド社 2020.11492.9¦¦N080¦¦シ-カ
社会福祉 /  村淳編集  村, 淳(1964-) 新体系看護学全書 メヂカルフレンド社 2020.11 492.9¦¦N080¦¦シ-ケ
関係法規 / 山本光昭編著 山本, 光昭 新体系看護学全書 メヂカルフレンド社 2020.11 492.9¦¦N080¦¦シ-ケ
 年看護学概論/ 年保健 /  井智 編集  井, 智  新体系看護学全書 メヂカルフレンド社 2020.11 492.9¦¦N080¦¦シ-ロ
健康障害をもつ 齢者の看護 /  井智 編集  井, 智  新体系看護学全書 メヂカルフレンド社 2020.11492.9¦¦N080¦¦シ-ロ
医療安全 / 松下由美子, 杉山良子, 小林美雪編 松下, 由美子(1949-) ナーシング・グラフィカ メディカ出版 2021.1 492.9¦¦N080¦¦ナ-カ

臨床薬理学 / 古川裕之 [ほか] 編 古川, 裕之(1953-) ナーシング・グラフィカ メディカ出版 2021.1492.9¦¦N080¦¦ナ-シ
成人看護学概論 / 安酸史子, 鈴木純恵, 吉田澄恵編 安酸, 史子(1956-) ナーシング・グラフィカ メディカ出版 2021.1492.9¦¦N080¦¦ナ-セ
高齢者の健康と障害 / 堀内ふき, 諏訪さゆり, 山本恵子編 堀内, ふき ナーシング・グラフィカ メディカ出版 2021.1 492.9¦¦N080¦¦ナ-ロ
高齢者看護の実践 / 堀内ふき, 諏訪さゆり, 山本恵子編 堀内, ふき ナーシング・グラフィカ メディカ出版 2021.1 492.9¦¦N080¦¦ナ-ロ

基礎看護技術 / 角濱春美, 梶谷佳子編著 角濱, 春美 看護実践のための根拠がわかる メヂカルフレンド社 2020.11492.9¦¦N210¦¦キ
看護の現場ですぐに役 つ褥瘡ケアの基本 : 患者さんのための褥瘡予防ケアが に付く! / 梶 ミチコ著 梶 , 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 2020.12492.9¦¦N211¦¦カ
フィジカルアセスメントポケットBOOK : オールカラー / 鈴木美穂, 山花令子編著 鈴木, 美穂 照林社 2020.12492.9¦¦N221¦¦フ
看護学生必携資料集 / メヂカルフレンド社編集部編集 メヂカルフレンド社 メヂカルフレンド社 2020.11 492.9¦¦N260¦¦カ

これならわかる!呼吸器の看護ケア : 呼吸生理の基礎知識から疾患の治療、ケアまで / 道又元裕監修 道又, 元裕 ナースのための基礎book ナツメ社 2021.1492.9¦¦N547¦¦コ
消化器に配属ですか?! / 久保健太郎編著 久保, 健太郎 すごく大事なことだけギュッとまとめて教えます! メディカ出版 2021.1SK00088565492.9¦¦N548¦¦シ
糖尿病患者のセルフマネジメント教育 : エンパワメントと自己効力 : わかる!使える!やる気を高める! / 安酸史子著 安酸, 史子(1956-) メディカ出版 2021.1 492.9¦¦N551¦¦ト
泌尿器がん術前・術後管理のすべて : フローチャートでつながる診断・治療・看護の流れ / 羽賀宣博, 小川総一郎, 片岡政雄編集 羽賀, 宣博 泌尿器Care & Cure Uro492.9¦¦N571¦¦ヒ

ゼロからわかる術前・術後ケア / 尾崎眞監修 尾崎, 真 成美堂出版 2021.1 492.9¦¦N951¦¦ゼ

倫理コンサルテーションケースブック / 堂囿俊彦,  下啓編著 ; 神 惠 ,  尾式 , 三浦靖彦著 堂囿, 俊彦(1974-) 医 薬出版 2020.12 490.15¦¦リ

Q&Aとアウ値で学ぶ検査・データがまるごとわかる本 / 曷川元,   智也編著 曷川, 元 Early mobilization mook 慧 社 (発売) 2020.11 492.1¦¦キ

 医学全般 (請求記号 ４９０)

 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)

 看護技術・教育・研究 (N２００番台)

 成人看護学 (N５００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)

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。



書名/著者名/（叢書名）/出版社/出版年 請求記号

高齢者の体の変化と病気がわかる解剖生理学 : 看護・介護に役立つ / 竹内修二, 松永保子監修 竹内, 修二 ナツメ社 2021.1 493.185¦¦コ
動画でわかる呼吸リハビリテーション / 高橋仁美, 宮川哲夫, 塩谷隆信編集 高橋, 仁美 中山書店 2020.12 493.3¦¦ド
子どものアレルギーのすべてがわかる本 : イラスト版 / 海老澤元宏監修 海老沢, 元宏 健康ライブラリー : イラスト版 講談社 2020.12 493.931¦¦コ

はじめてでもやさしい地域緩和ケア : 地域で行う在宅ホスピスケア / 渡辺邦彦編著 渡辺, 邦彦(1959-) 学研メディカル秀潤社 2020.12494.5¦¦ハ
足爪治療マスターBOOK / 高山かおる, 齋藤昌孝, 山口健一編 高山, かおる 全日本病院出版会 2020.12 494.8¦¦ア
透析患者の足を守る : 透析治療×全身管理×フットケア / 日高寿美, 愛甲美穂編著 日高, 寿美 照林社 2020.12 494.93¦¦ト

口腔乾燥症がみられる要介護者の口腔ケアマニュアル : こうやっています! / 中村誠司, 岩渕博史編・著 中村, 誠司(1958-) 口腔保健協会 2020.10 497.9¦¦コ

医療・介護における個 情報保護Q&A : 改正法の正しい理解と適切な判断のために / 飯 修平編著 ; 宮澤潤,   川友紀, 森 洋著 飯 , 修平(1946-) じほう498.163¦¦イ

病院年報 / 川崎市立井田病院編集 川崎市立井田病院 川崎市立井田病院 2020.12 R091¦¦ビ¦¦49
社会福祉六法 / 社会福祉法規研究会編 社会福祉法規研究会 新日本法規出版 2020.11 R369.12¦¦シ¦¦2021-1
社会福祉六法 / 社会福祉法規研究会編 社会福祉法規研究会 新日本法規出版 2020.11 R369.12¦¦シ¦¦2021-2

3万人の大学生が学んだ恋愛で一番大切な"性"のはなし / 村瀬幸浩著 村瀬, 幸浩(1941-) KADOKAWA 2020.12367.9¦¦サ
よくわかる統計学 : レポートを書くときに迷わず使えて役に立つ / 石村友二郎, 久保田基夫著 石村, 友二郎 東京図書 2020.12417¦¦ヨ

 調べるための本

 その他

 内科学・精神医学・小児科学 (請求記号 ４９３)

 外科学 (請求記号 ４９４)

  科学 (請求記号 ４９７)

 衛生学・公衆衛生・予防医学 (請求記号 ４９８)



 当館では看護系に関連する図書が多岐にわたり、大変充実した蔵書となっています。
そこで目当ての図書を探し出しやすいよう他の分野とは別に、看護系専門に分類された
図書のコーナーがあります。
「看護」と記されたピンクの看板を目印に探してみてくださいね。

 新型コロナ感染症対策のため、閲覧席の利用を一部制限しています。閲覧席利用の際は
椅子を勝手に動かしたりするなどの席の移動はしないよう、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、
ご自身のイヤフォン等をご用意下さい。

9時 19時30分
13時開館 休館

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3
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25 26 27 28 29 30

4

利用案内

図書館からのお知らせ

春季休暇に伴う 期貸出の返却期限は

4月7日（水） です。

お忘れないようにご返却お願いします。

大学図書館だより 2021年4月
川崎市立看護短期大学図書館


