
 No.002  

（ 担当：鈴木知代 2013/8） 

自主学習ナビ 
（課題学習時、レポート作成時など、あるテーマに関する資料や情報を収集する方法をまとめた情報探索ガイドです。）                     

  

 

 

 

 

・この課題に関する情報を、以下のステップに沿って収集してみましょう。 

 
 
テーマについて基本的な知識の確認をしましょう。 

資料情報 請求記号 配架場所 

看護・介護・福祉の百科事

典, 糸川嘉則総編集, 

朝倉書店, 2008.6 

N036 

KA 

参考 

(辞書・事典) 

世界大百科事典 改訂新版,

平凡社, 2007.9 

031 

SE 

参考 

(辞書・事典) 

からだの百科事典, 坂井建

雄, 五十嵐隆ほか編集, 

朝倉書店, 2004.10 

M036 

KA 

参考 

(辞書・事典) 

社会医学事典, 高野健人 

[ほか] 編集, 朝倉書店, 

2002.6 

M803.6 

SH 

参考 

(辞書・事典) 

・Japan Knowledge （学内限定）：オンライン百科
事典 

・蔵書検索 OPAC：本学の図書を検索 

 

 

公衆衛生看護、行政保健師、産業保健師 

保健指導、ポピュレーションアプローチ 

家庭訪問、健康教育、地域診断、地区活動、地域支援 

 

※情報を探している途中で，新たなキーワードを見つ

けて追加・方向修正していくことで，検索の幅が広

がります。 

 

 
 

キーワードや論文中の用語について基本的な確認
をしましょう。 

資料情報 請求記号 配架場所 

看護学大辞典 第6版, メ

ヂカルフレンド社, 2013.1 

N033 

KA 

参考 

(辞書・事典) 

看護学事典 第2版, 見藤隆

子, 小玉香津子総編集,日

本看護協会出版会, 2011.7 

N033 

KA 

参考 

(辞書・事典) 

在宅医療辞典,      

井部俊子 [ほか] 編,   

中央法規, 2009.11 

M803.3 

ZA 

参考 

(辞書・事典) 

医療・病院管理用語事典, 

日本医療・病院管理学会学

術情報委員会編,  

市ケ谷出版社, 2011.1  

M803.3 

IR 

参考 

(辞書・事典) 

蔵書検索OPAC：本学の図書を検索 

 

 

 

先生の推薦図書です。 

資料情報 請求記号 配架場所 

 保健師の歴史 

ふみしめて五十年: 保健婦

活動の歴史, 厚生省健康政

策局計画課監修, 日本公衆

衛生協会, 1993.2 

M814 

FU 

開架 

ふみしめて七十年:老人保

健法施行後約30年間の激動

の時代と支えた保健師活動

の足跡, 奥山規子,島田美

喜,平野かよ子編, 日本医

公衆衛生協会,2013.2 

M814 

FU 

開架 

駐在保健婦の時代: 1942 

-1997, 木村哲也， 

医学書院，2012. 

M814 

KI 

開架 

先駆的保健師活動 

保健師が行う家庭訪問, 新

潟県保健師活動研究会編, 

やどかり出版, 2005.1 

M814 

HO 

開架 

保健師・看護師新時代を切

り拓く, 保健科学総合研究

会10周年記念誌編纂委員会

編, 保健科学総合研究会, 

2012.3 

- 紀要 

無名の語り:保健師が「家

族」に出会う12の物語, 宮

本ふみ著, 医学書院, 

2006.10 

M814 

MI 

開架 

大槌町保健師による全戸家

庭訪問と被災地復興:東日

本大震災後の健康調査から

見えてきたこと,              

村嶋幸代, 鈴木るり子編

著, 明石書店, 2012.3 

M889 

OT 

開架 

保健師―「普通」を守る仕

事の難しさ, 荘田智彦著,

家の光協会, 1999年 

  

ナース発東日本大震災レポ

ート : ルポ・そのとき看護

は, 日本看護協会出版会編

集部編, 日本看護協会出版

会, 2011年 

N160 

NA 

開架 

おばあちゃん劇団 ほのお 

―大石さきと愉快な仲間た

ち― 2005年 

  

テーマ：保健師活動について 

 

教員名：鈴木知代、入江晶子、仲村秀子、伊藤純子、若杉早苗  （担当科目）公衆衛生看護学領域 

                    

1.テーマの概要を知っておこう 

2.キーワードを確認しよう 

3.キーワードや論文中の用語を調べよう 

概要：国家資格「保健師」の活動について、歴史や先駆的な活動、活動の紹介等より調べる。 

4.図書を探そう 

http://japanknowledge.com/library/
http://collib.seirei.ac.jp/mylimedio/search/search-input.do
http://collib.seirei.ac.jp/mylimedio/search/search-input.do


 No.002  

（ 担当：鈴木知代 2013/8） 

資料情報 請求記号 配架場所 

保健婦が担った地域精神衛

生活動 20年にわたるあゆ

みをふり返って 

M839 

MO 

開架 

蘇陽風とくらしと健康 

わたしたちのヘルスプロモ

ーション実践報告 

  

保健師の仕事紹介 

保健師まるごとガイド:資

格のとり方・しごとのすべ

て, 全国保健師教育機関協

議会監修, ミネルヴァ書

房, 2012.12 

M814  

HO 

開架 

 

図書館の棚に行き、次の関連分野の分類番号の図書
を探してみましょう。 

請求記号 分野 

Ｎ900  公衆衛生看護学・地域看護学 

N950 産業保健・産業看護学 

 

本学にある図書を探してみましょう。 

蔵書検索 OPAC 
 

国内で刊行されている図書を探してみましょう。 

 NDL-OPAC：国立国会図書館の所蔵資料を検索
できます。 

 CiNii Books：全国の大学図書館等の所蔵資料を
検索できます。 

 Webcat Plus：国立情報学研究所（NII）が提供す
る情報サービスです。連想検索や、目次からの検
索ができます。 

 

※図書の題名が分かりましたら、もう一度本学の蔵書

検索で探してみましょう。 

※本学に所蔵していない場合はリクエストをするこ

とができます。 マイライブラリ（学内者限定） 

 
 
 
関連する学術雑誌を見てみましょう 

①「保健師ジャーナル」 にはいろいろな活動が出てい

ます、一度保健師の活動を１つでもお読みください。 

おすすめとして、 

・水戸部可奈、新任期の家庭訪問 保健師だからこそで

きること、保健師ジャーナル64（8）、690-695、2008年 

 
②「地域保健」：写真も多く、読みやすいですよ。特に、 

 フロントランナー：いろいろな地区の保健師活動が語

られています。 

ひよこ★ホップ★ステップ★ジャンプ！：新人保健師

さんの活動です。  

 

・メディカルオンライン（学内限定）：医学論文の
検索、ダウンロードができます。 

・蔵書検索OPAC：本学の雑誌を検索 

 
 

様々なデータベースを使って、キーワードで検索し、
雑誌の論文や新聞記事を探してみましょう。 

・医中誌Web（図書館内限定・要パスワード）：医
学及び関連分野（国内） 

・最新看護索引Web（学内限定）：看護（国内） 

・CiNii：全分野（国内） 

・PubMed：医学領域の論文（英文） 

※読みたい雑誌記事が見つかったら OPAC で雑誌名を検

索し、本学で所蔵しているかどうかを調べます。 

・聞蔵（図書館内限定・パソコン限定）：朝日新聞
の記事データベース 

本学のデータベース一覧はこちら
（http://collib.seirei.ac.jp/index2.html） 

 

 
先生のお勧めするサイトです。 

・全国保健師教育機関協議会http://www.zenhokyo.jp/ 

・日本産業保健師会 http://sangyohokensi.net/ 

・保健指導リソースガイド 

http://tokuteikenshin-hokensidou.jp/ 

・日本看護協会 

http://www.nurse.or.jp/ 

・独立行政法人 労働者健康福祉機構の情報誌『産業保健21』

第69号～第73号にかけて連載されている「職場の健康を支え

る人々」 

http://www.rofuku.go.jp/rofukukiko/tabid/128/Default.aspx 

・全国保健師長会 

http://www.nacphn.jp/ 

※インターネットの情報は誰でも簡単に発信できるため、

信頼性の低いものである可能性がありますので、注意が

必要です。 

 
 

資料情報 請求記号 配架場所 

地域看護活動とヘルスプロ

モーション（全４巻） 

1.地域看護学概論 

2.家庭訪問の展開とコミ

ュニケーション技術 

3.ヘルスプロモーション

の展開 

4.新潟県中越沖地震にみ

る災害看護活動 

N900 

CH 

 

視聴覚資料 

保健師の活動方法の明確化

と継承方法の開発 

 公衆衛生看護

学の教員 

 

・蔵書検索OPAC：本学の視聴覚資料を検索 

 ※視聴覚資料を探すときは、「資料の種類」の「視聴覚」

にチェックをつけて検索しましょう。 

5.学術雑誌を読んでみよう 

6.雑誌、新聞記事を探そう 

7.インターネットで探そう 

8.その他の情報 

困ったときはいろいろな人に聞いてみましょう。 

・課題を出した先生に。 

・図書館レファレンスカウンターに。 
・ラーニングコモンズや閲覧席にいる図書館サポ
ーターに。 

 ※図書館事務センターでは、図書館の利用方法、文

献の探し方など、様々な質問を受け付けております。 

 

http://collib.seirei.ac.jp/mylimedio/search/search-input.do
https://ndlopac.ndl.go.jp/F/SUD2QCN5UJ6AGEPQYTAGQ82T5URRG8P42X9H63PRFBQILBN4RE-08850?func=find-b-0
http://ci.nii.ac.jp/books/?l=ja
http://webcatplus.nii.ac.jp/
https://collib.seirei.ac.jp/mylimedio/loginPage.do
http://mol.medicalonline.jp/library/?UserID=210.249.97.99
http://collib.seirei.ac.jp/mylimedio/search/search-input.do
http://login.jamas.or.jp/enter.html
https://www.libraryplus.jp/bcs/li/
http://ci.nii.ac.jp/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://database.asahi.com/library2/
http://collib.seirei.ac.jp/index2.html
http://www.zenhokyo.jp/
http://tokuteikenshin-hokensidou.jp/
http://www.nurse.or.jp/
http://www.rofuku.go.jp/rofukukiko/tabid/128/Default.aspx
http://www.nacphn.jp/
http://collib.seirei.ac.jp/mylimedio/search/search-input.do

