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■看護を取り巻く現状
書　　名 著者名 出版者 請求記号 出版年

女が先に移り住むとき　在米インド人看護師の
トランスナショナルな生活世界

シバ・マリヤム・ジョージ／著
伊藤るり／監訳

有信堂高文社 334.4ｼﾞ 2011.12

ボランティアナースが綴る東日本大震災 　ド
キュメント

全国訪問ボランティアナース
の会キャンナス／編

 三省堂 369.3ﾎﾞ 2012.2

保育士、看護師、介護士など女性が活躍す
る　人材不足の職場を、働きたい職場に変える方
法

森章浩／著 マガジンランド 369.4ﾓ 2016.11

看護の力女性の力 ジョアン・アシュレイ論文・講
演選集

ジョアン・アシュレイ／〔著〕 、カレ
ン・ アン・ウルフ／編集、日野原重
明／監訳 、山本千紗子／訳

日本看護協会出版会 492.9ｱ 2002.2

幸せをつくる、ナースの私にできること ３・１１
東日本大震災看護師３７７０人を被災地へ

石井美恵子／著 広済堂出版 492.9ｲ 2013.3

紙屋克子 看護の心そして技術
ＮＨＫ「課外授業ようこそ先輩」制
作グループ、ＫＴＣ中央出版／編 ＫＴＣ中央出版 492.9ｶ 2001.1

ライフサポート 　最前線に立つ３人のナース
スザンヌ・ゴードン／著、勝原
裕美子、和泉成子／訳

日本看護協会出版会 492.9ｺﾞ 1998.7

被災者を救え！  災害看護師奮闘記 矢嶋和江／著 文芸社 492.9ﾔ 2009.3

ケアのカリスマたち 看取りを支えるプロフェッ
ショナル

上野千鶴子／著 亜紀書房 498ｳ 2015.3

ルポ看護の質 患者の命は守られるのか 小林美希／著 岩波書店 498.1ｺ 2016.7

看護崩壊 病院から看護師が消えてゆく 小林美希／著
アスキー・メディアワーク
ス 498.1ｺ 2011.1

看護職の社会学 佐藤典子／著 専修大学出版局 498.1ｻ 2007.3

「看護職のワーク・ライフ・バランス（ＷＬＢ）
インデックス調査」データ分析報告書 平成２
２～２７年度

日本看護協会 D492.9ｶ 2016.3

看護職のワーク・ライフ・バランス推進ガイド
ブック 　多様な勤務形態による働き方の変革を目
指して

日本看護協会 D492.9ｶ 2016.3

愛知県看護協会４０周年記念誌 愛知県看護協会 D498.1ﾖ 2015.7

看護のワークライフバランスマネジメント実
践集 　３ステップで職場がイキイキ！

ナーシングビジネス編集室／
編

メディカ出版 L492.9ｶ 2013.12

保育・介護・看護分野での女性の就労促進
学び直しプログラム実施ガイド ２０１５年度文
部科学省委託事業

横浜市男女共同参画推進協
会／〔編〕

〔横浜市男女共同参
画推進協会〕

G14100
（館内閲覧

のみ）
2016.2

■看護師たち
書　　名 著者名 出版者 請求記号 出版年

井深八重　会津が生んだ聖母　ハンセン病患者
に生涯を捧げた

星倭文子／著 歴史春秋出版 289.1ｲ 2013.10

新島八重 愛と闘いの生涯 吉海直人／著 角川学芸出版 289.1ﾆ 2012.4

バージニア・オルソン物語　日本の看護のため
に生きたアメリカ人女性

大石杉乃／著 原書房 289.3ｵ 2004.10

メアリー・シーコール自伝 　もう一人のナイチン
ゲールの闘い

メアリー・シーコール／著　飯
田武郎／訳

彩流社 289.3ｼ 2017.6

ナイチンゲール 小玉香津子／著 清水書院 289.3ﾅ 2015.9

実像のナイチンゲール リン・マクドナルド／著 現代社 289.3ﾅ 2015.4

看護を考える～男女共同参画の視点から～



ペプロウの生涯 ひとりの女性として、精神科
ナースとして

バーバラ Ｊ．キャラウェイ／
著 星野敦子／訳

医学書院 289.3ﾍﾟ 2008.4

シシリー・ソンダース　近代ホスピス運動の創始
者 　増補新装版

シャーリー・ドゥブレイ／ほか著 若
林一美／監訳 若林一美／ほか訳

日本看護協会出版会 490.1ﾄﾞ 2016.5

■看護の歴史
書　　名 著者名 出版者 請求記号 出版年

看護婦たちの南方戦線 　帝国の落日を背負っ
て

大谷渡／著 東方出版 210.7ｵ 2011.8

戦争と看護婦 川嶋みどり／ほか著 国書刊行会 210.7ｾ 2016.8

「戦争体験」とジェンダー　アメリカ在郷軍人会
の第一次世界大戦戦場巡礼を読み解く

望戸愛果／著 明石書店 253ﾓ 2017.1

日本のナイチンゲール 従軍看護婦の近代史 沢村修治／著 図書新聞 394ｻ 2013.8

魔女・産婆・看護婦 　女性医療家の歴史　増補
改訂版

バーバラ・エーレンライク、
ディアドリー・イングリッシュ
／著 長瀬久子／訳

法政大学出版局 490.2ｴ 2015.9

ナイチンゲールの末裔たち 　〈看護〉から読み
なおす第一次世界大戦

荒木映子／著 岩波書店 498.1ｱ 2014.12

看護婦はどう見られてきたか　歴史、芸術、文
学におけるイメージ

Ａ.Ｈ.ジョーンズ／編著、
中島憲子／監訳

時空出版 S498.1ｼﾞ 1997.7

ホスピタル・ウィズ・ア・ハート　女性のための
女性による病院の物語

バージニア Ｇ・ドラックマン／
著、依田和美／編、稲田依
久／監訳

明石書店 498.1ﾄﾞ 2002.8

看護婦の歴史 　寄り添う専門職の誕生 山下麻衣／著 吉川弘文館 498.1ﾔ 2017.1

■児童書・絵本・ティーンズ・コミック
書　　名 著者名 出版者 請求記号 出版年

ナイチンゲール　新しい道を切り開いた看護の
母

高田早苗／監修、込由野しほ／
漫画、堀ノ内雅一／シナリオ 集英社 K289ﾅ 2015.7

わたしたちはいのちの守人 三人の看護師・助
産師の現場

岩貞るみこ／著 講談社 K498ｲ 2014.6

フローレンス・ナイチンゲール デミ／作、さくまゆみこ／訳 光村教育図書 Eﾃﾞ 2016.12

看護婦宮崎和加子 加藤千代／著 理論社 T289ﾐ 1998.11

もうすぐ亡くなります 訪問看護の現場で考える
なごやかな終末をめざして

宮崎照子／著、山中桃子／
絵

彩流社 T492ﾐ 2016.5

看護師という生き方 宮子あずさ／著 筑摩書房 T498ﾐ 2013.9

透明なゆりかご　産婦人科医院看護師見習い日

記　１～５
沖田×華／著 講談社 Cｵ

2015.5-
2017.5

ナイチンゲールの市街戦　１、２ 東裏友希、鈴木洋史／著 小学館 Cﾋ
2014.9-
2015.4

■ＤＶＤ
書　　名 著者名 出版者 請求記号 出版年

がん看護専門看護師田村恵子の仕事　希
望は、必ず見つかる

日本放送出版協会／企画・
制作、田村恵子／出演

ＮＨＫエンタープライ
ズ（発行・販売）

DWｴ 2009.6

専門看護師北村愛子の仕事 迷わず走れ、そ
して飛び込め

日本放送出版協会／企画・
制作、北村愛子／出演

ＮＨＫエンタープライ
ズ（発行・販売）

DWｴ 2007.10

エイズ患者に寄りそって  国際医療の現場から
看護師徳永瑞子

紀伊国屋書店／企画、千島
清／出演

紀伊国屋書店（発行） DWｷ 2006.5

○貸出 図書：１０冊／１５日以内 ＡＶ資料：３点／１５日以内 ○利用時間 火～日：９時～１９時

○問い合わせ先 電話 ０５２－９６２－２５１０（名古屋市東区上竪杉町１）

発行：愛知県女性総合センター情報ライブラリー


