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 は推進   前を向いて 進むよ   補助 とは 

ずっとずっと、ともだちだよ…

病院勤務犬・ミカの物語

若月としこ, 株式会社 岩崎書店, 
2019.8.31, 146.8 ¦¦ズ

Q&A  盲導犬 ともに暮らし、

ともに歩き、広がる社会

松井 進,
株式会社 明石書店,
2007.10, 369.27¦¦キ

いとしの介助犬 アトム

舘林 千賀子 読売新聞
中部社会部,
中央公論新社,
2002, 481.916 ¦¦タ

チロリとブルースマンの約束

伝説のセラピードッグとブルースシンガー
大木トオルの物語、
上之二郎, 株式会社 創美社,
2011.1, 146.8¦¦チ聖マリアンナ医科大病院の『病院勤務犬』。

総合病院で、「動物介在療法」をする、日本
で最初の でした。看護師 と 児科外科医
がハンドラーになり、犬は緩和ケアチームの
一員として仕事をしました。
何も言葉をしゃべらないのに、温かくて生き
ていることを実感できる。泣いてしまう子ど
もの手術のときは、一緒に付き添って手術室
にも入るのでした。
現在は後輩のモリス号が勤務しています。

１８歳の舘林さんが、突然の交通事故で頸椎損傷の重傷を負い
ます。数回の手術とリハビリを経て、そののちに大学受験を生
きる目標にします。予備校へ通う頃から、アトムが舘林さんに
寄り添います。
自分の可能性を広げてくれる存在として、一緒に暮らすための
訓練に取り組む。舘林さんは、介助犬への理解と普及のために
マスコミの取材を受ける中で、報道についてもっと学びたいと
意欲が高まります。そして大学院卒業後、読売新聞の正社員に
なり、社会部の記者として勤務するのです。

アトム号は、2003年9月に引退後、舘林さんの実家で暮らし、15歳まで  きしたそうです。

当図書館では帯を外して所蔵
しています。

2021年9月、NHK総合テレビ『逆転人生』にて、
大木氏が紹介されました。こちらは、保護犬をト
レーニングする大木氏とセラピードッグの活動に
ついて。セラピードッグは、人への愛情と忠誠心
で、高齢者や障害を持つ人、病気の治療をする人
の身体と精神の機能の回復を補助する活動をして
います。犬の頭を撫でたい、一緒に歩きたいと、
リハビリに目的をもって取り組むことが、生きる
意欲を取り戻すきっかけにもなるのです。

お仕事中の補助犬には、触らないであげてね！

補助犬（盲導犬・介助犬・聴導犬）は、「身体障害者補助犬法」に基づき訓練・認定されており、障害の
ある人とともに社会参加することが認められています。
補助犬の同伴は、公共の施設や交通機関、デパートやスーパー、ホテル、レストランなどで、受け入れる
義務があります。病院・診療所・クリニックなどのすべての医療機関も例外ではありません。なので補助
犬使用者が受診のために通院したり、入院患者のお見舞いに来たりした際に、補助犬の同伴を拒否しない
でくださいね。
補助犬は法に基づく表示をつけていますので、ペットとは違います。補助犬かどうかの確認が必要な場合、
事業者は使用者に認定証の提示を求めることができます。補助犬を受け入れる際に「認定証を確認させて
いただけますか？」と声をかけることは、補助犬使用者に対して失礼にはあたりません。
このほか、病院や施設で患者や入居者の心を癒す「セラピードッグ」などもいます。

盲導犬とはどんな犬なのか、に始まり、文字通り
「二人五脚」で１５年以上歩いてきたなかでの楽し
いこと、辛いこと、失敗談などが記されています。
盲導犬は初めての場所に行けるか、迷ったりしない
のか。雨の日も用事があれば外出するので、盲導犬
のために準備する持ち物がいろいろあることなど、
実際の生活の様子がうかがえます。



書名/著者名/（叢書名）/出版社/出版年 請求記号

ナイチンゲールが生きたヴィクトリア朝という時代 / 中島俊郎 [ほか] 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 2021.8 9784818023505 SK00089474492.9¦¦N020¦¦ナ4
人体の構造と機能・疾病の成り立ちと回復の促進 : 東京アカデミー阿部孝子の / 阿部孝子著 阿部, 孝子 看護師国試1冊目の教科書 KADOKAWA 2021.8 9784046046857 SK00089449492.9¦¦N039¦¦カ1
成人看護学 : 東京アカデミー秋山志緒の / 秋山志緒著 秋山, 志緒 看護師国試1冊目の教科書 KADOKAWA 2021.8 9784046046871 SK00089450492.9¦¦N039¦¦カ2
看護師国試必修問題完全予想550問 / 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 2021.7 9784796527439 SK00089403492.9¦¦N039¦¦カ2022
 児看護学・ 性看護学・精神看護学・ 年看護学 : 東京アカデミー 藤信恵の /  藤信恵著  藤, 信恵 看護師国試1冊 の教科書 KADOKAWA 2021.8 9784046046888 SK00089451492.9¦¦N039¦¦カ3
イメージできる臨床薬理学 / ナーシング・サプリ編集委員会, 古川裕之編 ナーシング・サプリ編集委員会 ナーシング・サプリ メディカ出版 2021.8 9784840475754 SK00089448492.9¦¦N039¦¦ナ
満点獲得!看護師国試完全予想模試 / 藤原郁, 三吉友美子, 山田静子編著 藤原, 郁 成美堂出版 2021.8 9784415233512 SK00089452492.9¦¦N039¦¦マ2022

　看護理論　　 (N1００番台 )

看護のアイデンティティ / 秋元典子著 秋元, 典子(1952-) ライフサポート社 2021.6 9784904084472 SK00089402492.9¦¦N100¦¦カ

　看護技術・教育・研究　 (N２００番台 )

看護の現場ですぐに役立つくすりの基本 : 看護師さんなら知っておきたい薬の知識! / 中尾隆明著 中尾, 隆明 ナースのためのスキルアップノート 秀和システム 2021.8 9784798064710 SK00089486492.9¦¦N212¦¦カ
PICCの教科書 : 失敗しない!挿入から管理までのポイント / 酒井博崇編集 岩田, 充永 南山堂 2021.8 9784525504014 SK00089463492.9¦¦N212¦¦ピ
看護管理者のための医療経営学 : 働き方改革と医療機関の健康経営 / 尾形裕也編著 尾形, 裕也(1952-) 看護管理実践Guide 日本看護協会出版会 2021.7 9784818023475 SK00089456492.9¦¦N230¦¦カ
新人看護職員研修ノート : 「社会人基礎力」を育む資料付 / 坂本すが監修 坂本, すが 日本看護協会出版会 2021.8 9784818023499 SK00089484492.9¦¦N238¦¦シ
臨床実践と看護理論をつなぐ指導 : 現場で使える「実践型看護過程」のススメ / 阿部幸恵著 阿部, 幸恵(看護学) 日本看護協会出版会 2021.8 9784818023482 SK00089485492.9¦¦N240¦¦リ

　母性看護学　 (N３００番台 )

The分娩 : ビジュアルで学ぶ生理学・助産診断・分娩介助のすべて : あなたの武器になる助産師のワザ / 石川紀子, 中川有加編著 石川, 紀子 メディカ出版 2021.8 9784840475549 SK00089430492.9¦¦N390¦¦ザ

　成人看護学　 (N５００番台 )

「先生、どうしてこの指示なんですか?」 : 医師のオーダーに関する?を根拠で解決 / 織田順, 佐伯悦彦編集 織田, 順 照林社 2021.8 9784796525367 SK00089465492.9¦¦N540¦¦セ
看護師失格? : 認知機能が低下した患者をめぐる看護師の面談録 / 小林雄一著 ; 立神粧子神経心理ピラミッド監修 小林, 雄一 メディカ出版 2021.9 9784840475815 SK00089487492.9¦¦N541¦¦カ
これ1冊で超安心!脳神経疾患患者の観察・アセスメント / 平野照之監修 平野, 照之 Brain nursing メディカ出版 2021.8 9784840472968 09108459 SK00089453492.9¦¦N541¦¦コ
脳卒中患者さんの自動車運転再開支援Q&A50 : ナースの知りたいことがパパッとわかる! : 「退院したら運転したい」って言われたら? / 武原格著 武原, 格 メディカ出版 2021.8 9784840475761 SK00089411492.9¦¦N541¦¦ノ
看護の現場ですぐに役 つスキンケアの基本 : 患者さんのための予防的ケアが 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 2021.7 9784798063683 SK00089405492.9¦¦N562¦¦カ

　老人看護学　（Ｎ６００番台）

高齢者の機能維持・向上をめざす看護ケア : 施設・在宅におけるリハビリテーション看護の実践 / レーネ・ホレンナー著 ; 高波千代子訳 Holl492.9¦¦N600¦¦コ
パーソン・センタード・ケアに基づく急性期病院の高齢者看護 : アセスメントフローで学ぶ / 鈴木みずえ, 金盛琢也編 鈴木, みずえ 日本看護協会出版会 2021.6 9784818023444 SK00089404492.9¦¦N640¦¦パ
認知症plus身体疾患 : 加齢変化をふまえた適切な治療とケアのためのかかわり / 高山成子, 大津美香, 久米真代編著 高山, 成子 認知症plusシリーズ 日本看護協会出版会 2020.9 9784818022782 SK00089372492.9¦¦N680¦¦ニ11
認知症plus意思表明支援 : 日常生活の心地よさを引き出す対話事例 / 原沢のぞみ, 高紋子, 岩﨑孝子編集 原沢, のぞみ 認知症plusシリーズ 日本看護協会出版会 2021.6 9784818023420 SK00089412492.9¦¦N680¦¦ニ13
認知症plus院内対応と研修 : ケアのポイントを短時間で効果的に学ぶプログラム / 小川朝生編 小川, 朝生 認知症plusシリーズ 日本看護協会出版会 2021.6 9784818023437 SK00089413492.9¦¦N680¦¦ニ14

　精神看護学　 (Ｎ７００番台 )

看護師のための精神科でのコミュニケーションとケア / 畠山卓也編著 畠山, 卓也 ナツメ社 2021.8 9784816370663 SK00089409492.9¦¦N740¦¦カ
自分を好きになるためのワークブック : シートを使って進める自尊心回復グループ認知行動療法 / 國方弘子著 國方, 弘子 ふくろう出版 2021.6 9784861868184 SK00089367492.9¦¦N740¦¦ジ
メンタルステータスイグザミネーション : 他科に誇れる精神科看護の専門技術 / 武藤教志編著 = MENTAL STATUS EXAMINATION 武藤, 教志 精神看護出版 2021.7 9784862940674 SK00089406492.9¦¦N740¦¦メ1
メンタルステータスイグザミネーション : 他科に誇れる精神科看護の専門技術 / 武藤教志編著 = MENTAL STATUS EXAMINATION 武藤, 教志 精神看護出版 2021.7 9784862940681 SK00089407492.9¦¦N740¦¦メ2
 地域看護学・家庭看護学　（Ｎ８００番台）

訪問看護お悩み相談室 : 報酬・制度・実践のはてなを解決 / 日本訪問看護財団編集 日本訪問看護財団 中央法規出版 2021.8 9784805883594 SK00089489492.9¦¦N820¦¦ホ2021

　状態別看護　 (N９００番台 )

看護が引き出す回復力 : レジリエンスで視点もアプローチも変わる / 池田清子 [ほか] 著 池田, 清子 医学書院 2021.8 9784260046961 SK00089464492.9¦¦N960¦¦カ

　医学全般　(請求記号　４９０)

響き合う哲学と医療 / 船 祝著 船 , 祝(1963-) 中 出版 2020.4 9784891153809 SK00089509 490.1¦¦ヒ
名古屋第二日赤流!臨床倫理コンサルテーション : 実例に学ぶ、本当に動けるチームの作り方 / 野口善令編 野口, 善令(1957-) 羊土社 2021.9 9784758123808 SK00089482490.15¦¦ナ
みんなのやさしい生命倫理 : 生老病死 / 谷田憲俊著 谷田, 憲俊(1949-2019) 医薬ビジランスセンター 2021.9 9784901402699 SK00089510490.15¦¦ミ
膨大な医学論文から最適な情報に最短でたどり着くテクニック : PubMed, Google Scholar, EndNote活用術 / 重見大介, 岩上将夫著 重見, 大介 新興医学出版社 2021.7 9784880027951 SK00089391490.7¦¦ボ

　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図書館職員にお訊ね下さい。



　基礎医学　（請求記号　４９１）

Stay's Anatomy : 99%が理解できた解剖学オンライン講義 / 町田志樹著 町田, 志樹(1977-) 羊土社 2021.8 9784758102520 SK00089447491.1¦¦ス
リンパのふしぎ : 未病の仕組みを解き明かす / 大橋俊夫著 大橋, 俊夫(1949-) ちくま新書 筑摩書房 2021.8 9784480074201 SK00089478491.329¦¦リ
脳とは何か : 現代社会で自分の脳を科学的に活かす法 ニュートンプレス ニュートン別冊 ニュートンプレス 2021.8 9784315524246 SK00089428491.371¦¦ノ

　臨床医学・診断・治療　（請求記号　４９２）

バイタルサインからの臨床診断 : 豊富な症例演習で、病態を見抜く力がつく! / 入江聰五郎著 入江, 聰五郎 羊土社 2017.3 9784758118064 SK00089433492.1¦¦バ
ほぼ初めての心電図 : 最初はここからはじまります / 村川裕二著 村川, 裕二 南江堂 2021.7 9784524229710 SK00089400492.123¦¦ホ
聴いて見て考える肺の聴診 / 工藤翔二 [ほか] 著 工藤, 翔二 アトムス 2014.5 9784904307687 SK00089434 492.13¦¦キ
根拠がわかる注射のための解剖学 / 佐藤達夫著 佐藤, 達夫(1937-) インターメディカ 2021.7 9784899964445 SK00089401492.21¦¦コ
緩和治療薬の考え方, 使い方 / 森田達也著 ; 白土明美編集協力 森田, 達也 中外医学社 2021.6 9784498117143 SK00089438492.3¦¦カ
こころとからだにチームでのぞむ慢性疼痛ケースブック / 明智龍男, 杉浦健之編著 明智, 龍男(1964-) 医学書院 2021.7 9784260043359 SK00089466492¦¦コ

　内科学・精神医学・小児科学　 (請求記号　４９３ )

糖尿病・代謝・内分泌のしくみ : オールカラー / 小田原雅人監修 小田原, 雅人 運動・からだ図解 マイナビ出版 2021.7 9784839975326 SK00089443493.12¦¦ト
 活習慣改善のための認知 動療法 /  達淑 編  達, 淑  ライフスタイル療法 医 薬出版 2021.7 9784263708156 SK00089410493.18¦¦セ
臨床に役立つ精神疾患の栄養食事指導 / 功刀浩, 阿部裕二編著 功刀, 浩 講談社 2021.7 9784065213254 SK00089454493.72¦¦リ
スペシャリストが教える認知症を合併している患者の診かた,関わり方 / 成本迅, 谷向仁編集 成本, 迅(1971-) 新興医学出版社 2021.8 9784880021164 SK00089455493.758¦¦ス
しっかりわかるワクチンと免疫の基礎知識 / 峰宗太郎監修 峰, 宗太郎(1981-) 池田書店 2021.7 9784262123707 SK00089398493.82¦¦シ
ダウン症の どもの摂 嚥下ハビリテーション /  村 誉,  上美樹編著  村,  誉 医 薬出版 2021.7 9784263446393 SK00089414493.94¦¦ダ

　外科学　(請求記号　４９４)

周術期管理チームテキスト / 日本麻酔科学会・周術期管理チーム委員会編 日本麻酔科学会 日本麻酔科学会 2020.12 9784990526290 SK00089437494.22¦¦シ
ねころんで読める排尿障害 : 下部尿路機能障害のやさしい入門書 / 高橋悟著 高橋, 悟(1961-) メディカ出版 2021.9 9784840475822 SK00089475494.95¦¦ネ

　衛生学・公衆衛生・予防医学　(請求記号　４９８)

医療者のための質的研究はじめの 歩!! : 数値で表しきれないデータを読み解く /  岡 太, 渡邊洋 編  岡,  太 薬事 報社 2021.7 9784840815598 SK00089446498.07¦¦イ
睡眠の教科書 : 眠りの科学で、最高のパフォーマンスを手に入れる ニュートンプレス ニュートン別冊 ニュートンプレス 2021.9 9784315524383 SK00089483498.36¦¦ス
食と栄養の大百科 : 専門家が教える正しい知識と理想の食生活 ニュートンプレス ニュートン別冊 ニュートンプレス 2021.8 9784315524222 SK00089431498.5¦¦シ
食べる時間でこんなに変わる時間栄養学入門 : 体内時計が左右する肥満、老化、生活習慣病 / 柴田重信著 柴田, 重信 ブルーバックス 講談社 2021.8 9784065238752 SK00089479498.56¦¦タ
精神科産業医が明かす職場のメンタルヘルスの正しい知識 : 人を増やさず仕事量を減らさずうつを減らす! / 吉野聡共著 ; 梅田忠敬共著 ; 松崎一葉監修 吉野, 聡 日本法令 2021.8 9784539728550 SK00089476498.8¦¦セ
保健福祉職のための「まち」の健康づくり入門 : 地域協働によるソーシャル・キャピタルの育て方・活用法 / 倉岡正高, 石川貴美子編著 倉岡, 正高(1967-) ミネルヴァ書房 2021.8 9784623085569 SK00089462498¦¦ホ

日本の図書館 : 統計と名簿 日本図書館協会 日本図書館協会 [2020] SK00089549 R010.59¦¦ニ¦¦2020
川崎市健康福祉年報 / 川崎市健康福祉局総務部庶務課編 川崎市健康福祉局総務部庶務課 川崎市健康福祉局総務部庶務課 2021.3 SK00089496R092¦¦カ¦¦2019
人口動態統計 / 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 2021.3 9784875118480 SK00089457R358.1¦¦ジ¦¦2019
障害者総合支援六法 中央法規出版 2021.8 9784805883570 SK00089444 R369.27¦¦シ¦¦2021
特集コロナ禍から未来へ / 日本子どもを守る会編 日本子どもを守る会 子ども白書 / 日本子どもを守る会編 かもがわ出版 2021.8 9784780311709 SK00089445R369.4¦¦コ¦¦2021
国 の福祉と介護の動向 : 最新のデータと施策の動き / 厚 労働統計協会編 厚 労働統計協会 厚 の指標臨時増刊 厚 労働統計協会 2021.9 SK00089439R369¦¦コ¦¦2021-2022
看護白書 : 新型コロナウイルス感染拡大下における看護職の活動 / 日本看護協会編 日本看護協会 日本看護協会出版会 2021.7 9784818023451 SK00089429R492.9¦¦N051¦¦カ2021
新型コロナウイルス感染症と社会保障 / 厚生労働省編 厚生労働省 厚生労働白書 日経印刷 2021.7 9784865792775 SK00089490R498.1¦¦コ¦¦2021
保険薬事典Plus+ : 適応・用法付 : 薬効別薬価基準 / 薬業研究会編集 薬業研究会 じほう 2021.8 9784840753685 SK00089481R499.1¦¦ホ¦¦2021-2

　視聴覚資料

不安の正体 : 精神障害者グループホームと地域 / 飯田基晴監督 映像グループローポジション c2021 9784811840253 SK00089555DVDNo.148

文献調査法 : 調査・レポート・論文作成必携 : 情報リテラシー読本 / 毛利和弘著 ; DBジャパン編 毛利, 和弘(1945-) DBジャパン 2021.7 9784861401725 SK00089480015.2¦¦ブ
大学生からのグループ・ディスカッション入門 : ワークシート課題付 / 中野美香著 中野, 美香 ナカニシヤ出版 2018.3 9784779512421 SK00089435361.45¦¦ダ
親の手で病気にされる子どもたち : 医療乱用虐待と代理ミュンヒハウゼン症候群 / 南部さおり著 南部, さおり 学芸みらい社 2021.7 9784909783806 SK00089388367.6¦¦オ
ケアリスクマネジメント実践ハンドブック : レジリエンスの概念による新たな方法論 / 照井孫久著 照井, 孫久 ワールドプランニング 2021.7 9784863511941 SK00089427369.26¦¦ケ
これならわかる「スッキリ図解」精神保健福祉制度のきほん / 二本柳覚編著 ; 石井佳葉, 茂本由紀著 二本柳, 覚(1980-) 翔泳社 2021.7 9784798170060 SK00089426369.28¦¦コ
家庭と地域の連携でめざす子ども虐待予防 : 新しい実践ストラテジー / 上田礼子著 上田, 礼子(1934-) ミネルヴァ書房 2021.8 9784623088287 SK00089461369.4¦¦カ
よくわかるデータリテラシー : データサイエンスの基本 / 阿部圭一著 阿部, 圭一 近代科学社 2021.6 9784764906327 SK00089356417¦¦ヨ
ハチドリのひとしずく : いま、私にできること / 辻信一監修 辻, 信一(1952-) 光文社 2005.11 9784334974916 SK00089394519.8¦¦ハ
ハーブティー事典 : 115種の¦効能¦味¦香り¦ブレンド¦ : 植物のチカラで心と体を健康に! / 佐々木薫著 佐々木, 薫(1959-) 池田書店 [2021.8] 9784262130644 SK00089477596.7¦¦ハ
がんばれ難病患者 本 周激励マラソン記録集 : 1999.7.25 11.29 / 伊藤たてお, 沢本和雄編 伊藤, たてお  本患者・家族団体協議会 2003.11 SK00089440782.3¦¦ガ
看護学生のための小論文作成講座 / 渡部力著 渡部, 力 メヂカルフレンド社 2021.6 9784839216771 SK00089392 816.5¦¦カ
天声人語 : 英文対照 / 朝日新聞論説委員室編 ; 国際発信部訳 朝日新聞社論説委員室 原書房 2021.8 9784562059263 SK00089498837¦¦テ¦¦205
移植医たち / 谷村志穂著 谷村, 志穂(1962-) 新潮文庫 新潮社 2020.3 9784101132594 SK00089432 913.6¦¦タ

　調べるための本

　その他



著者 小川 糸

電子図書が利用できるようになりましたので、図書館のウェブサイトに電子図書のページを設けました。

ぜひご利用ください。

電子図書の詳しい利用方法はウェブサイトをご確認ください。

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

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。
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田中 悠美先生 おすすめ
『ライオンのおやつ』

※初回のユーザー登録は学内のPC（情報処理室又は図書館のPC）から行う必要があります。ユーザー登録後
は個人のスマホや自宅のPC等から利用できますが、90日ごとに本人確認のため学内のPCからログインし直す
必要があります。

利用案内
月～金曜日 　 9：00 ～19：30

ライオンのおやつ
著者 小川 糸
ポプラ社,2019，10,

913.6 || オ

末期がんのために３３歳で余命宣告された雫さんが、瀬 内の島にあるホスピス「ライオンの家」
へ移り住むところから始まる物語です。

ライオンの家で人生の最後の時間を生きる雫さんや入居者、その時間を共に過ごす支援者や家族が
それぞれの立場で、限りある「いのち」を生きるということに向き合います。
その様から、読み手も「いのち」について考えさせられます。読み終えた後は、私たちの「いの
ち」の中にある何気ない日常を愛おしく感じたり、優しくあたたかな気持ちになれると思います。

大学図書館だより
川崎市立看護短期大学

2021/11/5


