
秋と言えばスポーツに芸術に食欲に…ですが、なんと言っても「読書の秋」です。

家で過ごす時間が増えた昨今、本を読みたいけれど一体何を読んだらいいか分からない方へひとつの

てがかりとなるのが本に与えられる数々の文学賞です。有名な芥川賞・直木賞をはじめ、ここ数年では

全国の書店員さんが選ぶ本屋大賞などがあり、この短大図書館にも受賞作の図書がたくさんあります。

ときにはどっぷりと物語の世界へ浸ってみてはいかがでしょう。ちょっとした気分転換にもなりますよ。

大学図書館だより
2021年10月

川崎市立看護短期大学図書館

そして、バトンは渡された

瀬尾まいこ著

文藝春秋 , 2018.2

913.6||セ

蜜蜂と遠雷

恩田陸著

幻冬舎 , 2016.9

913.6||オ

【血の繋がらない親の間をリレーされ、4回も名

字が変わった森宮優子17歳。

そんな経歴を持ちつつもどこかとぼけた彼女の周

りには、少しずれているけれど確かな愛情を注ぐ

大人たちがいた。】

殊更深刻ぶる訳でもなく、淡々と日常を送る主人

公を応援したくなります。

2019年本屋大賞受賞。

【養蜂家の父とともに各地を転々とし自宅に

ピアノを持たない少年、かつての天才少女、

サラリーマン…。ピアノコンクールを舞台に、

人間の才能と運命、音楽を描いた青春群像小

説。】作品の中の荘厳なピアノの音が聞こえ

てくるかのようです。

2016年第156回直木賞受賞。

2017年本屋大賞受賞。

銀河鉄道の父

門井慶喜著

講談社 , 2017.9

913.6||カ

【宮沢賢治は祖父の代から続く富裕な質屋に生まれ家

を継ぐべき⾧男だったが、学問の道を進み、理想を求

め、創作に情熱を注いだ。勤勉、優秀な商人であり、

地元の熱心な篤志家でもあった父・政次郎は、この息

子にどう接するべきか苦悩した。】

父政次郎の目を通して見た賢治は、今までのイメージ

と変わって見えて新鮮でした。

2017年第158回直木賞受賞。

さざなみのよる

木皿泉著

河出書房新社 , 2018.4

913.6||キ

【小国ナスミ、享年43。その死は湖に落ちた雫の

波紋のように家族や友人、知人へと広がっていく。

命のまばゆさを描く感動と祝福の物語。】

ひとがひとへ与える影響、それはほんの少しだけか

もしれないけれど、さざなみが砂を少しづつさらっ

ていくように、形を変え浸透していくものなのかな

と思います。

2019年本屋大賞6位。



書名/著者名/（叢書名）/出版社/出版年 請求記号

ビギナーのための基本看護英和用語集 / 日向清人, 斉藤祥子著 日向, 清人(1952-) 慶應義塾大学出版会 2021.6 492.9||N034||ビ

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 看護師国家試験対策プロジェクト プチナース 照林社 2021.6 492.9||N039||カ2022

看護師国家試験PASS*NOTE / 杉本由香編著 杉本, 由香 学研メディカル秀潤社 2021.7 492.9||N039||パ2022

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編 看護師国家試験対策研究会 メディカ出版 2021.7 492.9||N039||ヒ2022

時代の流れと看護の発展 / 田村美子 [ほか] 編著 橋本, 和子(1943-) 「看護者に期待されるもの」シリーズ ふくろう出版 2021.4 492.9||N049||カ3

セオレティカル・ナーシング : 看護理論の開発と進歩 / アファフ・イブラヒム・メレイス著 ; 中木高夫, 北素子, 谷津裕子監訳 Meleis, Afaf Ibrahim 看護の科学社 2021.6 492.9||N110||セ

ケアとは何か : 看護・福祉で大事なこと / 村上靖彦著 村上, 靖彦(1970-) 中公新書 中央公論新社 2021.6 492.9||N120||ケ

1年目ナースが先輩から「よく聞かれること」108 / NTT東日本関東病院看護部編著 NTT東日本関東病院看護部 照林社 2021.7 492.9||N210||イ

看護技術クイックノート / 石塚睦子著 石塚, 睦子 プチナース 照林社 2021.6 492.9||N210||カ

看護の現場ですぐに役立つ臨床看護のキホン : 患者さんのニーズに応える看護法が身に付く! / 大口祐矢著 大口, 祐矢 ナースのためのスキルアップノート 秀和システム 2021.7 492.9||N210||カ

先輩ナースが書いた看護の鉄則 / 久保健太郎 [ほか] 編著 久保, 健太郎 照林社 2021.6 492.9||N210||セ

看護ケアのための摂食嚥下時の誤嚥・咽頭残留アセスメントに関する診療ガイドライン / 看護ケア開発・標準化委員会編集 看護ケア開発・標準化委員会 南江堂 2021.6 492.9||N211||カ

心電図に関するナースのギモン / 安達仁, 村田誠, 田中玲子編著 安達, 仁 日ごろの?をまとめて解決 照林社 2021.6 492.9||N212||シ

説明できる検体検査・生体検査 : アセスメント・ケアにつながる! / Nursing Canvas編集室編集 Nursing canvas編集室 学研メディカル秀潤社 2021.6 492.9||N212||セ

看護学生のための実習に役立つ記録の書き方 / 塚本都子, 上谷いつ子編著 塚本, 都子 サイオ出版 2021.5 492.9||N228||カ

看護学臨地実習ハンドブック : 基本的考え方とすすめ方 / 宮地緑編著 ; 中田智子 [ほか] 著 宮地, 緑 金芳堂 2021.6 492.9||N246||カ

保健師助産師看護師法 : 逐条解説と判例・通達 / 平沼直人著 平沼, 直人 民事法研究会 2021.6 492.9||N261||ホ

ナイチンゲールの『救貧覚え書』から看護と福祉の連関を見直そう! : 「ナイチンゲール看護研究会・滋賀」の学びと歩み : 令和元年9月492.9||N263||ナ

ステップアップ新生児循環管理 : 図解とQ&Aでここまで分かる / 与田仁志編著 与田, 仁志 メディカ出版 2021.7 492.9||N480||ス

造血細胞移植看護基礎テキスト / 日本造血・免疫細胞療法学会編集 日本造血・免疫細胞療法学会 南江堂 2021.6 492.9||N543||ゾ

これならわかる!消化器外科の看護ケア 福⾧, 洋介(1963-) ナースのための基礎book ナツメ社 2021.7 492.9||N548||コ

CKD保存期ケアガイド / CKD委員会保存期グループ編集 CKD委員会保存期グループ 医学書院 2021.5 492.9||N556||シ

透析療法&看護のギモン88アンサーブック : 新人スタッフの「知りたい」にサクッと答える! / 山家敏彦編集 ; 相澤裕編集 山家, 敏彦 メディカ出版 2021.6 492.9||N556||ト

透析患者の薬剤ポケットブック : 適正投与量&服薬指導のポイントがひとめでわかる! : for Nurse / 平田純生編著 平田, 純生 メディカ出版 2021.6 492.9||N556||ト

透析ナーシング55の質問 : 透析看護基本レクチャー / 富野康日己著 富野, 康日己 フジメディカル出版 2021.6 492.9||N556||ト

「コロナ」と「看護」と「触れること」 : COVID-19 and nursing / 波平恵美子, 田辺けい子著 波平, 恵美子(1942-) Nursing Todayブックレット 日本看護協会出版会 2021.5 492.9||N557||コ

ひとりだちできるがん化学療法看護 : 知識,副作用,薬の管理,治療と患者対応 / 小西敏郎編集 小西, 敏郎 Clinical Nursing Skills 学研メディカル秀潤社 2021.7 492.9||N571||ヒ

「これ」だけは知っておきたい高齢者ケアにおける命を守る知識と技術 / 高野真一郎著 高野, 真一郎(1976-) メディカルパブリッシャー 2021.5 492.9||N600||コ

認知症plusコミュニケーション : 怒らない・否定しない・共感する / 大庭輝, 佐藤眞一著 大庭, 輝(1984-) 認知症plusシリーズ 日本看護協会出版会 2021.6 492.9||N680||ニ12

訪問看護ステーションの開設・運営ガイドブック : ここから始める / 全国訪問看護事業協会編集 全国訪問看護事業協会 メディカ出版 2021.6 492.9||N810||ホ

オペナースの疑問、3分で解説します! / 吉田圭佑著 吉田, 圭佑 メディカ出版 2021.7 492.9||N951||オ

フライトナースの秘密 : ドクターヘリで出動する救急看護師の仕事 / 菱沼秀一著 菱沼, 秀一(1980-) 彩流社 2021.7492.9||N954||フ

エンド・オブ・ライフ期における皮膚障害のケア : トータルペインを増強させないケアの工夫 / 祖父江正代編 祖父江, 正代 日本看護協会出版会 2021.5 492.9||N980||エ

　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）

　成人看護学　（N５００番台）

　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）

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。



緩和ケア・コミュニケーションのエビデンス : ああいうとこういうはなぜ違うのか? / 森田達也著 森田, 達也 医学書院 2021.6 490.14||カ

生きるための安楽死 : オランダ・「よき死」の現在 / シャボットあかね著 Chabot, Jeanette A. Taudin, 1947- 日本評論社 2021.6 490.15||イ

間違った医療 : 医学的無益性とは何か / ローレンス・J・シュナイダーマン, ナンシー・S・ジェッカー著 Schneiderman, L. J. 勁草書房 2021.5 490.15||マ

医療系データのとり方・まとめ方 / 対馬栄輝, 石田水里著 対馬, 栄輝 東京図書 2021.6 490.19||イ

基礎から学ぶ楽しい学会発表・論文執筆 / 中村好一著 中村, 好一 医学書院 2021.6 490.7||キ

循環器のしくみ : オールカラー / 阿古潤哉監修 阿古, 潤哉 運動・からだ図解 マイナビ出版 2021.6 491.32||ジ

休み時間の薬理学 / 丸山敬著 ; 講談社サイエンティフィク編集 丸山, 敬(1957-) 休み時間シリーズ 講談社 2021.6 491.5||ヤ

Annual Review神経 / 鈴木則宏 [ほか] 編集 鈴木, 則宏 中外医学社 2021.6 493.08||ア||2021

糖尿病の予防・治療に携わる医師・医療スタッフのためのセミナー糖尿病診療アドバイス / 田中逸著 田中, 逸 日本医事新報社 2021.6 493.123||ト

糖尿病学 / 門脇孝, 山内敏正編集 門脇, 孝(1952-) 診断と治療社 2021.5 493.123||ト||2021

心臓弁膜症 : よりよい選択をするための完全ガイド : イラスト版 / 加瀬川均監修 加瀬川, 均 健康ライブラリー 講談社 2021.5 493.23||シ

依存症がわかる本 : 防ぐ、回復を促すためにできること / 松本俊彦監修 松本, 俊彦(1967-) 健康ライブラリー : イラスト版 講談社 2021.6 493.74||イ

認知症ケアの達人をめざす : 予兆に気づきBPSDを予防して効果を見える化しよう / 山口晴保, 伊東美緒, 藤生大我著 山口, 晴保(1952-) 協同医書出版社 2021.6493.758||ニ

パンデミックの世紀 : 感染症はいかに「人類の脅威」になったのか / マーク・ホニグスバウム著 ; 鍛原多惠子訳 Honigsbaum, Mark NHK出版 2021.5 493.8||パ

ねころんで読めるワクチン : 知ってるつもりがくつがえる医療者のためのワクチン学入門書 : やさしく学ぶ予防接種のすべて / 笠井正志著 笠井, 正志 メディカ出版 2021.6493.82||ネ

新型コロナワクチン : 遺伝子ワクチンによるパンデミックの克服 / 杉本正信著 杉本, 正信(1943-) 東京化学同人 2021.5493.87||シ

子どもの食と栄養 : 健康なからだとこころを育む小児栄養学 / 水野清子 [ほか] 編著 水野, 清子 診断と治療社 2021.6 493.983||コ

物語で学ぶ緩和ケア : みんなでめざすチーム医療 / 大学病院の緩和ケアを考える会教育部会編著 大学病院の緩和ケアを考える会教育部会 へるす出版 2021.6 494.5||モ

妊婦健診と保健指導パワーアップガイド : 正常を確認し異常への対応を究める! : 妊娠期別ガイド / 松岡隆編集 松岡, 隆 ペリネイタルケア メディカ出版 2021.6495.5||ニ

医療の価値と価格 : 決定と説明の時代へ / 田倉智之著 田倉, 智之 医学書院 2021.7 498||イ

医事法と患者・医療従事者の権利 / 内田博文 [著] 内田, 博文(1946-) みすず書房 2021.6 498.12||イ

病院早わかり読本 / 飯田修平編著 飯田, 修平(1946-) 医学書院 2021.7 498.16||ビ

栄養看護専門病態栄養看護師ガイドブック / 日本病態栄養学会編集 日本病態栄養学会 南江堂 2021.7 498.58||エ

新型コロナウイルス感染症と自治体の攻防 / 平岡和久, 尾関俊紀編著 平岡, 和久(1960-) コロナと自治体 自治体研究社 2021.6498.6||シ

報道記録新型コロナウイルス感染症 / 読売新聞東京本社調査研究本部編 読売新聞東京本社調査研究本部 読売新聞東京本社 2021.6498.6||ホ

産婦自殺・母子心中をなくすための対応ガイド : 10のケースでみる / 立花良之著 立花, 良之 母親のメンタルヘルスサポートハンドブック 医歯薬出版 2021.6 498.7||ハ||2

日本国勢図会 : 日本がわかるデータブック / 矢野恒太記念会編 矢野恒太記念会 矢野恒太記念会 2021.6 R351||ニ||2021-2022

男女共同参画白書 / 内閣府男女共同参画局編 内閣府男女共同参画局 勝美印刷 2021.6 R367.21||ダ||2021

社会福祉施設等調査報告 / 厚生労働省政策統括官(統計・情報政策担当)編 厚生労働省政策統括官(統計・情報政策、政策評価担当) 厚生労働統計協会 2021.4R369||シ||2019

1868-2019増補 日本近現代医学人名事典 / 泉孝英編 医学書院 2021.6 R490.33||ニ||ベ

厚生統計要覧 / 厚生労働省政策統括官(統計・情報政策担当)編 厚生労働省政策統括官(統計・情報政策担当) 厚生労働統計協会 2021.4 R498.059||コ||2020

国民健康・栄養の現状 : 厚生労働省国民健康・栄養調査報告より / 医薬基盤・健康・栄養研究所監修 医薬基盤・健康・栄養研究所 第一出版 2021.6 R498.55||コ||2019

国民衛生の動向 / 厚生労働統計協会編 厚生労働統計協会 厚生の指標臨時増刊 厚生労働統計協会 2021.8 R498||コ||2021-2022

2050年カーボンニュートラルに向けた経済社会のリデザイン (再設計) / 環境省編 環境省 環境白書/循環型社会白書/生物多様性白書 / 環境省編 日経印刷 2021.6 R519.1||カ||2021

子どもの心を診る医師のための発達検査・心理検査入門 / 橋本浩著 橋本, 浩(1960-) 中外医学社 2021.6 146.3||コ

SNSカウンセリングの実務 : 導入から支援・運用まで / 浮世満理子著 浮世, 満理子 日本能率協会マネジメントセンター 2021.6 146.8||エ

セルフ・ネグレクトのアセスメントとケア : ツールを活用したゴミ屋敷・支援拒否・8050問題への対応 / 岸恵美子編著 岸, 恵美子(1960-) 中央法規出版 2021.6367.7||セ

地域包括ケア時代の地域包括支援センター / 高橋紘士 [ほか] 共編 高橋, 紘士(1944-) オーム社 2021.5 369.26||チ

居宅介護と変容する家族像をさぐる : 「ホームホスピス」への取り組みを手がかりとして / 関孝敏, 松浦尊麿, 藤田益伸編著 関, 孝敏(1946-) 北海道大学出版会 2021.6369.263||キ

児童心理学の進歩 / 河合優年 [ほか] 編 河合, 優年(1951-) 金子書房 2021.6 371.45||ジ||60

最新学校保健 / 岡本陽子, 郷木義子編著 岡本, 陽子 ふくろう出版 2021.3 374.9||サ

科学を育む査読の技法 : +リアルな例文765 / 水島昇著 水島, 昇(1966-) 羊土社 2021.7 407||サ

まるわかり!基礎化学 / 松岡雅忠著 松岡, 雅忠 教養基礎シリーズ 南山堂 2021.7 430||マ

　その他

　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）

　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）

　衛生学・公衆衛生・予防医学　（請求記号　４９８）

　調べるための本



9時～19時30分 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

31

10

利 用 案 内

松 田 真 由 美 先 生 の お す す め 本

「ハチドリのひとしずく : いま、私にできること」

辻信一監修

光文社 , 2005.11

８月に招聘講演（親子三代にわたるブラジル日系永住者コロニア

医療への貢献）の講師として森口エミリオ秀幸先生が大学にお越し

くださいました。森口先生はブラジルで内科医として活動されてい

ますが、講演ではブラジルにおける新型コロナウィルス感染症患者

への対応についてもお話しくださいました。病院では病室だけでは

足りず廊下にもマットを敷いて患者を受け入れていたこと、街では

貧困が深刻化し子供達が食料を求めて信号待ちをしている車に歩み

寄る状況等についてもお話しくださいました。

講演会後の座談会で、困難な状況の中でどのように気持ちを維持

して頑張るのか？との質問に「山火事に小さな鳥が水を一滴ずつ運

んで火の上に落とし続ける話を思い出す」とおっしゃっていました。

調べてみたところ、こちらの本に南アメリカの先住民に伝わるお話

として載っていました。さまざまな困難な状況において力を与えて

くれるお話だと思い紹介させていただきました。

日が暮れるのが

早いので、

暗い帰り道には

気を付けて

くださいね！

大学図書館だより 2021年10月

川崎市立看護短期大学図書館


