
新学期が始まって一か月が経ちますが、新しい生活には慣れましたか。
 い連休も終わり、講義や実習も本格的に始まります。
図書館は学習に役立つ本が充実しています。 授業の合間にぜひお立ち寄り下さい。
４月に実施いたしましたガイダンスについて不明な点がありましたら、いつでもスタッフにお尋ねください。みなさんの来館をお待ちしています。

大学図書館だより
2021年5月

川崎市立看護短期大学図書館

ナイチンゲールに詳しくなってみよう

このほかに、雑誌「ナーシング キャンバス」にも、2021年 VOL.9 NO4
４月号から 向野 賢治氏による『ナイチンゲールへの い旅』という連載が
始まり、「看護覚え書」と彼女の生い立ちについて載っていますので、興味の
ある方はぜひ。第１回は『ナイチンゲールの感染対策』、第２回 ５月号は
『ナイチンゲールの家系（  ）』

「天使とは，美しい花を撒き散らす者でなく，苦悩する者のために闘う者
である」（ナイチンゲール）
最前線の軍事病院にて感染した回帰性の熱病に苦しみながらも，歪んだ体
制や制度，社会通念や差別・偏見と闘いつづけ，自己の信念を貫き通した
生涯を追う。その思想の核心に迫った画期的なナイチンゲール論。

『看護覚え書』の他にも図書館にある関連書籍を紹介します

ナイチンゲール病棟はなぜ日本で流行らなかったのか
ナイチンゲールの越境 建築 １
日本看護協会出版会， 2020.9 498¦¦ナ¦¦ 1

ナイチンゲールはなぜ「換気」にこだわったのか

ナイチンゲールの越境 2 . 感染症
日本看護協会出版会， 2021.1 498¦¦ナ¦¦ ２

ナイチンゲール著作集
第２巻
現代社，1974.6
492.9¦¦ N110 ナ2

「病院覚え書」が収録されている本
看護の範疇を出て病院建築計画と病院管理とを専門的に追及した史上初めて
の著述であったといわれています。１８６３年に発表されこちらも当時ベス
トセラーとして広く読まれたそうです。

闘うナイチンゲール
貧困・疫病・因襲的
社会の中で
著者 徳永 哲
花乱社, 2018.5,
492.9 ¦¦N020¦¦ タ

統計学者としてのナイチンゲール
著者 多尾 清子
医学書院，1991.6
498.019 ¦¦ト

ナイチンゲールは、実は正義のためにはいかなる権力にも
屈しなかった情熱の統計学者でもあったのです。

「看護の日」はフローレンス・ナイチンゲールの誕生日にちなんで、1980年に5月12日と制定されました。
今月はナイチンゲールに関連する図書を集めてみましたのでご覧下さい。
ナイチンゲールは、著書のなかで「新鮮な空気」がいかに健康保持に大切かを繰り返し伝えています。
コロナ禍の今、「換気」と「感染症」に関する彼女の先見の明に驚くばかりです、と下記の『ナイチンゲールの越境
２』の紹介文にもあります。



書名/著者名/（叢書名）/出版社/出版年 請求記号

　看護学　総記・叢書・全集　(N０００番台)

看護技術の教育史 : 占領期の看護技術教育 / 滝内隆子著 滝内, 隆子 看護の歴史ライブラリー 看護の科学社 2020.12 9784878041235 SK00088707492.9¦¦N020¦¦カ2
近代日本の死と看取りの歴史 : 明治期から昭和初期にかけて / 大川美千代著 大川, 美千代 看護の歴史ライブラリー 看護の科学社 2020.12 9784878041242 SK00088710492.9¦¦N020¦¦カ3
人間主義の看護をめざして : 新しい看護観創造への挑戦 / 稲光禮子監修 稲光, 礼子 メディカル・ネット 2020.11 9784991094903 SK00088722492.9¦¦N049¦¦ニ
がん看護 : 様々な発達段階・治療経過にあるがん患者を支える / 鈴木久美, 林直子, 佐藤まゆみ編集 鈴木, 久美(1963-) 看護学テキストnice 南江堂 2021.1 9784524248124 SK00088698492.9¦¦N080¦¦カ
看護倫理 : よい看護・よい看護師への道しるべ /   恵美 編集   , 恵美  看護学テキストnice 南江堂 2021.1 9784524225088 SK00088756492.9¦¦N080¦¦カ
リハビリテーション看護 : 障害のある人の可能性とともに歩む / 酒井郁子, 金城利雄, 深堀浩樹編集 酒井, 郁子 看護学テキストnice 南江堂 2021.1 9784524246298 SK00088763492.9¦¦N080¦¦カ
病理学 / 大橋健一著者代表 大橋, 健一(病理学) 系統看護学講座 医学書院 2021.1 9784260042031 SK00088757492.9¦¦N080¦¦ケーセ
 性看護学各論 / 森恵美著者代表 森, 恵美 系統看護学講座 医学書院 2021.2 9784260042239 SK00088715492.9¦¦N080¦¦ケ-セ
基礎看護技術 / 茂野香おる著者代表 茂野, 香おる 系統看護学講座 医学書院 2021.1 9784260042116 SK00088758492.9¦¦N080¦¦ケ-セ
基礎看護技術 / 任和子著者代表 任, 和子(1962-) 系統看護学講座 医学書院 2021.1 9784260042123 SK00088759492.9¦¦N080¦¦ケ-セ
 性看護学概論 / 森恵美著者代表 森, 恵美 系統看護学講座 医学書院 2021.1 9784260042253 SK00088760492.9¦¦N080¦¦ケ-セ
臨床放射線医学 / 尾尻博也著者代表 尾尻, 博也 系統看護学講座 医学書院 2021.1 9784260042178 SK00088761492.9¦¦N080¦¦ケ-ベ
看護情報学 / 中山和弘著者代表 中山, 和弘 系統看護学講座 医学書院 2021.1 9784260042055 SK00088762492.9¦¦N080¦¦ケ-ベ
医療学総論 / 武田裕子, 大滝純司編 武田, 裕子 新体系看護学全書 メヂカルフレンド社 2020.12 9784839233693 SK00088737492.9¦¦N080¦¦シ-ケ
解剖生理学 / 橋本尚詞, 鯉淵典之編著 橋本, 尚詞(1956-) 新体系看護学全書 メヂカルフレンド社 2020.12 9784839233686 SK00088736492.9¦¦N080¦¦シ-ジ
　看護理論　　 (N1００番台 )

ナイチンゲールと「三重の関心」 : 病をいやす看護、健康をまもる看護 / フローレンス・ナイチンゲール著 ; 早野ZITO真佐子訳 Nightingale, Florence, 1820-1910 日本看護協会出版会 2020.12 9784818023079 SK00088790492.9¦¦N110¦¦ナ
文化人類学 / 波平恵美子編集 ; 波平恵美子 [ほか] 執筆 波平, 恵美子(1942-) 医学書院 2021.1 9784260042208 SK00088753492.9¦¦N174¦¦ブ
わかりやすい薬理学 / 安原一, 小口勝司編集 安原, 一 ヌーヴェルヒロカワ 2020.11 9784861740770 SK00088705492.9¦¦N195¦¦ワ
　看護技術・教育・研究　 (N２００番台 )

エキスパートナースの知恵袋 : 先輩ナースの意地悪なシツモンに答えられる本 / エキスパートナース編集部, 下山昭知編著 エキスパートナース編集部 照林社 2020.12 9784796525251 SK00088708492.9¦¦N210¦¦エ
看護にいかす触れるケア : エビデンスに基づくハンドマッサージとメディカル・タッチ / 岡本佐智子編著 ; 前川知子, 見谷貴代著 岡本, 佐智子(臨床看護学) 中央法規出版 2021.1 9784805882269 SK00088695492.9¦¦N210¦¦カ
おまかせうんチッチで実現する気持ちよく出す排便ケア / 榊原千秋編 榊原, 千秋 C.C.MOOK 日本看護協会出版会 2020.12 9784818023055 SK00088729492.9¦¦N211¦¦オ
病期・発達段階の視点でみる疾患別看護過程 / 任和子編著 任, 和子(1962-) プチナースBooks 照林社 2020.12 9784796525220 SK00088697492.9¦¦N220¦¦ビ
看護管理者のための超実践目標管理考え方・立て方・指導の仕方 : NG事例を赤ペン添削! : 「組織が伸びる病棟目標」「スタッフが育つ個人目標」へと劇的変化 / 河野秀一著 河野, 秀一 メディカ出版 2021.2 9784840475167 SK00088766492.9¦¦N230¦¦カ
臨地実習に生かす病態と治療 / 山田幸宏著 山田, 幸宏(1949-) サイオ出版 2021.1 9784907176938 SK00088732492.9¦¦N246¦¦リ
はじめて学ぶケーススタディ : 書き方のキホンから発表のコツまで / 國澤尚子編著 國澤, 尚子 総合医学社 2020.12 9784883787289 SK00088696492.9¦¦N251¦¦ハ
看護のための法学 : 自律的・主体的な看護をめざして / 野﨑和義, 柳井圭子著 野崎, 和義(1953-) 法学シリーズ職場最前線 ミネルヴァ書房 2021.1 9784623091287 SK00088712492.9¦¦N260¦¦ホ1
「医療事故」に関わったスタッフを支える / 福田紀子著 福田, 紀子 シリーズ「看護の知」 日本看護協会出版会 2020.12 9784818023062 SK00088741492.9¦¦N268¦¦イ
　母性看護学　 (N３００番台 )

周産期の看護技術 : カラー写真で学ぶ / 櫛引美代 著 櫛引, 美代  医 薬出版 2021.1 9784263237496 SK00088738492.9¦¦N340¦¦シ
マタニティ診断ガイドブック / 日本助産診断実践学会編集 ; 齋藤益子 [ほか] 執筆 日本助産診断実践学会 医学書院 2020.12 9784260043298 SK00088700492.9¦¦N340¦¦マ
　成人看護学　 (N５００番台 )

これならわかる!脳神経外科の看護ケア / 横浜新都市脳神経外科病院監修・執筆 横浜新都市脳神経外科病院 ナースのための基礎book ナツメ社 2021.2 9784816369285 SK00088765492.9¦¦N541¦¦コ
看護の現場ですぐに役 つ消化器内視鏡看護 : 診療現場での実践的なケアの 法が に付く! /   亜由美, 河上真紀 著   , 亜由美 ナースのためのスキルアップノート 秀和システム 2021.1 9784798061986 SK00088739492.9¦¦N548¦¦カ
がん化学療法の薬抗がん剤・ホルモン剤・分子標的薬・免疫チェックポイント阻害薬・支持療法薬はや調べノート : これだけは押さえておきたい / 古瀬純司編著 古瀬, 純司 Yori-souがんナーシング メディカ出版 2021.2 9784840475112 SK00088764492.9¦¦N571¦¦ガ
 地域看護学・家庭看護学　（Ｎ８００番台）

公衆衛 看護活動 / 荒  美  責任編集 ; 岡本玲 , 佐伯和 ,  原きよみ編集 荒  , 美   公衆衛 看護学テキスト 医 薬出版 2021.1 9784263237502 SK00088742492.9¦¦N800¦¦コ4
　状態別看護　 (N９００番台 )

緩和ケア・がん看護 : 臨床評価ツール 全 / 宮下光令編集 宮下, 光令  海社 2020.12 9784902249989 SK00088740492.9¦¦N980¦¦カ
救急・集中ケアにおける終末期看護プラクティスガイド / 立野淳子 [ほか] 編集 ; JAEN・JACCN終末期ケア合同委員会執筆 立野, 淳子 医学書院 2020.12 9784260042215 SK00088709492.9¦¦N980¦¦キ

　医学全般　(請求記号　４９０)

看護学生のためのACPワークブック / 濱田安岐子編著 ; フリージア・ナースの会監修 ; 武藤朋子著 ; 坂本眞美著 ; 日向一代著 ; 大島敏子著 濱田, 安岐子 メヂカルフレンド社 2020.12 9784839216757 SK00088731490.145¦¦カ

　看護学

　医学全般(請求記号　４９０～４９９　４９２．９を除く)

資料は請求記号の順に並んでいます。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。



　基礎医学　（請求記号　４９１）

人体解剖カラーアトラス / Peter H.Abrahams [ほか] 著 ; 佐藤達夫, 秋田恵一訳 Abrahams, Peter, 1947 Aug.5- エルゼビア・ジャパン 2021.1 9784524227648 SK00088754491.1¦¦ジ
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 2021.1 9784780913934 SK00088704491.343¦¦ミ
たたかう免疫 : 人体vsウイルス真の主役 / NHKスペシャル取材班著 NHKスペシャル取材班 講談社 2021.1 9784065218334 SK00088728491.8¦¦タ
　臨床医学・診断・治療　（請求記号　４９２）

臨床検査データブック /  川清, 春 雅 , 北村聖編集 ;   宏明編集協   川, 清(1936-) 医学書院 2021.1 9784260042871 SK00088755492.1¦¦リ¦¦2021-2022
ハート先生の心電図塾 期外収縮私に任せて!! / 市田聡著 ; 心臓病看護教育研究会編集 市田, 聡 ECデザイン出版 2020.11 9784910110028 SK00088735492.123¦¦ハ
今日の治療指針 : 私はこう治療している / 福井次矢, 高木誠, 小室一成総編集 ; 赤司浩一 [ほか] 責任編集 福井, 次矢 医学書院 2021.1 9784260042826 SK00088733492¦¦コ¦¦2021
今日の治療指針 : 私はこう治療している / 福井次矢, 高木誠, 小室一成総編集 ; 赤司浩一 [ほか] 責任編集 福井, 次矢 医学書院 2021.1 9784260042833 SK00088734492¦¦コ¦¦2021
耳鼻咽喉科 / 医療情報科学研究所編集 医療情報科学研究所 病気がみえる / 医療情報科学研究所編 Medic Media 2020.12 9784896328158 SK00088694492¦¦ビ¦¦13
耳鼻咽喉科 / 医療情報科学研究所編集 医療情報科学研究所 病気がみえる / 医療情報科学研究所編 Medic Media 2020.12 9784896328158 SK00088694492¦¦ビ¦¦13
皮膚科 / 医療情報科学研究所編集 医療情報科学研究所 病気がみえる / 医療情報科学研究所編 Medic Media 2020.12 9784896328189 SK00088706492¦¦ビ¦¦14
皮膚科 / 医療情報科学研究所編集 医療情報科学研究所 病気がみえる / 医療情報科学研究所編 Medic Media 2020.12 9784896328189 SK00088706492¦¦ビ¦¦14
　内科学・精神医学・小児科学　 (請求記号　４９３ )

フレイル予防・対策 : 基礎研究から臨床、そして地域へ / 柳澤信夫, 鈴 隆雄, 飯島勝 監修 柳澤, 信夫(1935-) Advances in aging and health research / [ 寿科学振興財団編]  寿科学振興財団 2021.3 9784990815769 SK00088726493.18¦¦フ
心不全 : 知って防いでいたわって元気に100歳まで生きる本 / 小室一成著 小室, 一成 よくわかる最新医学 主婦の友社 2021.2 9784074436903 SK00088749493.235¦¦シ
メディカルスタッフのための精神医学 / 谷岡哲也 [ほか] 編 谷岡, 哲也 中外医学社 2021.1 9784498076983 SK00088743493.7¦¦メ
私たちの医療倫理が試されるとき : 自己決定・自己責任論を超えて / 齋藤正彦, 井藤佳恵編著 斎藤, 正彦 ワールドプランニング 2021.1 9784863511736 SK00088693493.758¦¦ワ
看護師・医療スタッフのための発達障害傾向のある子どもの診療サポートブック / 坪見利香, 水野智美著 坪見, 利香 診断と治療社 2020.12 9784787824967 SK00088699493.937¦¦カ
　婦人科学・産科学　 (請求記号　４９５ )

子どもを愛せないとき : ボンディング障害を知っていますか? / 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 2020.12 9784535563988 SK00088714495.5¦¦コ
　歯科学　(請求記号　４９７)

障害のある人たちの口腔のケア / 栗木みゆき著 ; 玄景華監修 栗木, みゆき クリエイツかもがわ 2020.12 9784863422582 SK00088711497.9¦¦シ
　衛生学・公衆衛生・予防医学　(請求記号　４９８)

想いでできた土地 : ガイドブック : ハンセン病療養所多磨全生園の記憶・くらし・望みをめぐる / 国立ハンセン病資料館編集 国立ハンセン病資料館 国立ハンセン病資料館 2021.3 9784905082163 SK00088723498.6¦¦オ
感染管理ベーシックブック / 大滝周, 福岡絵美編集 大滝, 周 メヂカルフレンド社 2020.11 9784839216696 SK00088713498.6¦¦カ
パンデミックの倫理学 : 緊急時対応の倫理原則と新型コロナウイルス感染症 / 広瀬巌著 広瀬, 巌 勁草書房 2021.1 9784326154708 SK00088746498.6¦¦パ
在宅医療の事例30 : 暮らしの場で提供される超高齢社会の生活モデル医療 / 新田國夫, 宮崎之男, 三上はつせ編著 新田, 國夫(1944-) メディカ出版 2021.2 9784840475136 SK00088750498¦¦ザ
ナイチンゲールはなぜ「換気」にこだわったのか / 岩田健太郎 [ほか] 著 岩田, 健太郎(1971-) ナイチンゲールの越境 日本看護協会出版会 2021.1 9784818023093 SK00088716498¦¦ナ¦¦2
　薬学　 (請求記号　４９９ )

今日の治療薬 : 解説と便覧 / 浦部晶夫 [ほか] 編集 ; 舘田一博 [ほか] 執筆 浦部, 晶夫(1946-) 南江堂 2021.1 9784524228485 SK00088744499.1¦¦コ¦¦2021
ナースのためのくすりの事典 / 守安洋子, 原景子, 二宮洋子著 守安, 洋子 へるす出版 2021.1 9784867190111 SK00088745499.1¦¦ナ¦¦2021

川崎市市勢要覧 = カワサキノコト / 川崎市総務企画局シティプロモーション推進室[編] 川崎市総務企画局シティプロモーション推進室 川崎市 2019.4 SK00088678R092¦¦カ¦¦2019
川崎市市勢要覧 = カワサキノコト / 川崎市総務企画局シティプロモーション推進室[編] 川崎市総務企画局シティプロモーション推進室 川崎市 2020.4 SK00088679R092¦¦カ¦¦2020
川崎市市勢要覧 = カワサキノコト / 川崎市総務企画局シティプロモーション推進室[編] 川崎市総務企画局シティプロモーション推進室 川崎市 2021.4 SK00088845R092¦¦カ¦¦2021
川崎市統計書 / 川崎市総務局総務部統計課編 川崎市総務局総務部統計課 川崎市総務局総務部統計課 1958.4- SK00025175R092¦¦カ¦¦62
川崎市統計書 / (川崎市)総務企画局情報管理部統計情報課 川崎市総務企画局情報管理部統計情報課 川崎市 2021.3 SK00088692R092¦¦カ¦¦63
日本の国際協力 : 未来へ向かう、コロナ時代の国際協力 / 外務省編 外務省 開発協力白書 / 外務省編 外務省 2021.3 SK00088844R333.8¦¦ニ¦¦2020
県勢要覧 : 統計でみる神奈川のすがた 神奈川県統計センター 神奈川県統計センター 2021.3 SK00088721R351.37¦¦ケ¦¦2020
医療六法 中央法規出版 2021.1 9784805882214 SK00088701 R498.12¦¦イ¦¦2021
今日の治療薬 : 解説と便覧 / 浦部晶夫 [ほか] 編集 ; 舘田一博 [ほか] 執筆 浦部, 晶夫(1946-) 南江堂 2021.1 9784524228485 SK00088744R499.1¦¦コ¦¦2021
ナースのためのくすりの事典 / 守安洋子, 原景子, 二宮洋子著 守安, 洋子 へるす出版 2021.1 9784867190111 SK00088745R499.1¦¦ナ¦¦2021
朝日キーワード / 朝日新聞出版編 朝日新聞出版 朝日新聞出版 2021.1 9784022276506 SK00088751 R813.7¦¦ア¦¦2022

著作権法入門 / 文化庁編著 文化庁 著作権情報センター 2020.12 9784885260919 SK00088702 021.2¦¦チ
最強の経験学習 : ハーバード 卒の教授が教える、コルブ式学びのプロセス / デイヴィッド・コルブ, ケイ・ピーターソン著 ; 中野眞由美訳 Kolb, David A.   出版 2018.9 9784777821822 SK00088681159¦¦サ
経験からの学習 : プロフェッショナルへの成 プロセス / 松尾睦著 松尾, 睦(1964-) 同 舘出版 2006.6 9784495375812 SK00088682336.47¦¦ケ
企業ができるがん治療と就労の両立支援実務ガイド / 遠藤源樹著 遠藤, 源樹 日本法令 2017.9 9784539725375 SK00088680336.48¦¦キ
社会保障入門 / 社会保障入門編集委員会編集 社会保障入門編集委員会 中央法規出版 2021.1 9784805882610 SK00088748364¦¦シ¦¦2021
社会保障の手引 : 施策の概要と基礎資料 中央法規出版 2021.2 9784805882719 SK00088752 364¦¦シ¦¦2021
カサンドラ : ヴィクトリア朝の理想的女性像への反逆 / フローレンス・ナイチンゲール著 ; 木村正子訳 Nightingale, Florence, 1820-1910 日本看護協会出版会 2021.1 9784818023086 SK00088785367.233¦¦カ
精神科病院と地域支援者をつなぐみんなの退院促進プログラム : 実施マニュアル&戦略ガイドライン / 古屋龍太, 大島巌編著 古屋, 龍太(1958-) ミネルヴァ書房 2021.1 9784623089543 SK00088703369.28¦¦セ
「Google Classroom」の導入と遠隔教育の実践 / 梅原嘉介著 梅原, 嘉介(1945-) I/O books 工学社 2021.1 9784777521357 SK00088786377.13¦¦グ
SPSSによる統計処理の手順 / 石村光資郎著 石村, 光資郎 東京図書 2021.1 9784489023545 SK00088730 417¦¦エ
コウノドリ / 鈴ノ木ユウ著 鈴ノ木, ユウ モーニングKC 講談社 2020.10 9784065207291 SK00088717 726.1¦¦コ¦¦32
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図書館では帯は外しています
新書のコーナーにあります

休館
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この本のこと 知っていますか？

5

 出版されたのは２００９年と２０１３年（『トリセツ・カラダ』は２０１９年に加筆修正のうえ新書版とし
て刊行したものが新書のコーナーにあります。旧版は書庫にあります）ですが、今、話題の絵本作家ヨシタケ
シンスケさんがイラストを担当し、著者は『チーム・バチスタの栄光』の海堂 尊さんです。
 『トリセツ・カラダ』は、副題に「カラダ地図を描こう」とあるのですが、作者が講演したときに、お話を
聞く前に自分の体の臓器の位置などを描いてもらったところ、中学生も東大生も、大人も、自分の体の臓器に
ついてほとんど知識がなく、図も描けなかった、というエピソードが載っています（しかし２時間話を聞くと
描けるようになる！？）。
 もちろん、看護学生であるみなさんは、学習が進むにつれて詳しくなっていきますが、世の中の一般の人
は、（私も含めてですが）全く自分の体のことを知らないということ。
 おうちのかたや身近な人に聞いてみて下さい、きっと描けないと思います。
 イラストが親しみやすく、読んで楽しい本でもあるので、休憩時間、気分転換に、ぜひ一度手に取って見て下
さい。

トリセツ・ヤマイ

ヤマイ世界を俯瞰する

著者 海堂 尊 絵・ヨシタケシンスケ
株式会社 宝島社,2013.6月
492¦¦ト

トリセツ・カラダ

カラダ地図を描こう

著者 海堂 尊 絵・ヨシタケシンスケ
株式会社 宝島社, 2019.７月
491.3¦¦ト

「トリセツ・カラダ」の第２弾がこちら。
お時間があったらどうぞ。
冒頭の「ふつうの人が知っているだけ病気の
名前を挙げると」という章も興味深いです。
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図書館カレンダー

大学図書館だより 2021年5月
川崎市立看護短期大学図書館


