＊＊新着資料案内＊＊

2020年10月1日～31日

10月1日～31日までに図書館で受入した資料のリストです。どうぞご利用ください。
図書館入口の新着図書コーナーに置いたあと、所定の場所に配架します。
貸出中の場合もありますので、所蔵情報は図書館ホームページでご確認ください。

書

名

編

著

者

出版社

出版年

ラベルの番号

備考

視聴覚資料
1 循環のしくみ 1

医学映像教育センター制作著作

医学映像教育センター

2018 N170/SE/10

(生体のしくみ 第3版 ; vol.10)

2 循環のしくみ 2

医学映像教育センター制作著作

医学映像教育センター

2018 N170/SE/11

(生体のしくみ 第3版 ; vol.11)

3 育つことを大切にする環境・基礎知識

ビデオ・パック・ニッポン

2015 N953/NI/1

(NICU・GCUの看護 ; 第1巻)

4 育つことを大切にする援助

ビデオ・パック・ニッポン

2015 N953/NI/2

(NICU・GCUの看護 ; 第2巻)

丸善出版映像メディア部

2019 498/JI/1

(実際に起こったトラブルから学ぶ!現場で役立つ外国人患者
とのコミュニケーション ; 1)

Wolters Kluwer

2019 N800/CO

5 受付の対応・言語の確認・医療者の配慮

五十嵐ゆかり監修

洋書
6

Community as partner : theory and practice in nursing 8th ed Elizabeth T. Anderson, Judith
McFarlane
International ed

Roderick J.A. Little, Donald B. Rubin Wiley

2020 417/ST

(Wiley series in probability and mathematical
statistics)

Peter Bühlmann, Sara van de Geer

2011 417/ST

(Springer series in statistics)

五十嵐隆編集代表 ; 齊藤順平, 山谷明正
じほう
編集

2020 493.92/SH

(月刊薬事臨時増刊号)

深谷泰亮著

メディカルビジョン出版

2020 498.163/SH

今西春彦編著

メディカ出版

2020 N039/CH/21

12 エッセンシャル看護情報学 第3版

太田勝正, 前田樹海編著

医歯薬出版

2020 N010/ES

13 国際看護学入門 第2版

日本国際看護学会編

医学書院

2020 N090/KO

14 解剖生理学 : 学生の声を聞いてつくった

安谷屋均著

南山堂

2020 N170/KA

15 説明できる解剖生理 : 病態・疾患・アセスメントにつながる!

竹田津文俊編著

学研メディカル秀潤社

2020 N170/SE

16 JBI:推奨すべき看護実践 : 海外エビデンスを臨床で活用する

植木慎悟, 山川みやえ編集

日本看護協会出版会

2020 N210/JB

17 臨床活用事例でわかる中範囲理論 : 成人老年小児母性精神在宅

黒田裕子監修・執筆

日総研出版

2020 N222/RI

18 助産師になるには

加納尚美編著

ぺりかん社

2017 N230/JO

舟島なをみ監修

医学書院

2020 N245/KA

牧本清子, 山川みやえ編著

日本看護協会出版会

2020 N251/YO

菅野さやか編著

秀和システム

2020 N380/KA

大木茂編

メディカ出版

2020 N380/WI/20

(with NEO ; 2020年秋季増刊)

23 「わざ」を伝える

川名るり著

日本看護協会出版会

2020 N440/WA

(シリーズ「看護の知」)

24 消化器ビジュアルナーシング 改訂第2版

真船健一編集

学研メディカル秀潤社

2020 N548/SH

(見てできる臨床ケア図鑑)

メディカ出版

2020 N551/TO/20

(糖尿病ケア ; 2020年秋季増刊)
(見てできる臨床ケア図鑑)

7 Statistical analysis with missing data 3rd ed
8

Statistics for high-dimensional data : methods, theory and
applications

Springer

リクエスト
9 小児疾患の薬物治療ガイドライン総まとめ : 標準治療をまるごと解説!
10

新医療広告ガイドラインで日本の医療が変わる : 集患戦略家が明かす、広
告規制を味方につける医療Web対策!

国家試験問題集
11 直前α : 看護師国試対策ブック : 公衆衛生・関係法規・社会福祉 2021

持出禁止

看護学

看護学教育における授業展開 : 質の高い講義・演習・実習の実現に向けて
第2版
よくわかる看護研究論文のクリティーク : 研究手法別のチェックシートで学ぶ
20
第2版
看護の現場ですぐに役立つ新生児看護のキホン : 赤ちゃんのいのちを守る技
21
術が身に付く!
新生児のフィジカルアセスメント : パーフェクト版 : 正期産児からLate
22
preterm児、早産児まで
19

25

とことんわかる血糖値 : 血糖コントロールの改善・安定化のコツとポイントにつな
水野美華編
がる19症例

(essentials of EBP)

(なるにはBooks ; 147)

(essentials of EBP)

26 整形外科ビジュアルナーシング 改訂第2版

近藤泰児監修 ; 畑田みゆき編集

学研メディカル秀潤社

2020 N553/SE

27 これからの腎不全看護 : 個別的なケアを実現するための意思決定支援

守田美奈子, 川上潤子監修

インターメディカ

2020 N555/KO

日本看護協会出版会

2020 N680/NI/9

29 地域の強みを高める公衆衛生看護技術 : ポジティブヘルス推進へのワザトレ! 岡本玲子編著

医歯薬出版

2020 N810/CH

30 精神科訪問看護テキスト : 利用者と家族の地域生活を支えるために

萱間真美編集代表

中央法規出版

2020 N820/SE

立石清一郎, 中谷淳子編著

メディカ出版

2020 N840/SA/20

(産業保健と看護 ; 2020年春季増刊)

廣瀬宗孝編著

メディカ出版

2020 N951/OP/20

(Ope nursing ; 2020年秋季増刊)

阿南英明編集

メディカ出版

2020 N954/EM/20

(Emer-log ; 2020年夏季増刊)

住永有梨著 ; 辻本真由美著

秀和システム

2020 N954/KA

(ナースのためのスキルアップノート)

山﨑智子, 佐々木吉子編著

メヂカルフレンド社

2020 N980/HA

36 気候大異変 : いま地球で何が起こっているのか

日経サイエンス編集部編

日経サイエンス

2020 405/BE/240

(別冊日経サイエンス ; 240)

37 データサイエンスの基礎

濵田悦生著 ; 狩野裕編

講談社

2019 417/DE

(データサイエンス入門)

38 研究事例で学ぶSPSSとAmosによる心理・調査データ解析 第3版

小塩真司著

東京図書

2020 417/KE

28

認知症plus身体拘束予防 : ケアをみつめ直し、抑制に頼らない看護の実現
鈴木みずえ, 黒川美知代編
へ

産業保健スタッフに必要な疾患の知識と最新の治療法 : 両立支援に欠かせ
ない
基礎疾患46の周術期看護「やる」「やらない」チェックポイントBOOK : 術前・
32
術後の患者説明にも使える!
疾患イメージをつかむ救急ケース68 : リアルで多様な症例で診断・治療・ケア
33
を制覇!
看護の現場ですぐに役立つ急変時対応のキホン : 患者さんを安心させる急変
34
時スキルが身に付く!
31

35 はじめての看取りケア : 病棟・在宅・救急外来・災害現場のケアと支援

(認知症plusシリーズ ; 09)

自然科学

書

名

編

著

者

出版社

出版年

ラベルの番号

39 Rで学ぶ統計学入門

嶋田正和, 阿部真人著

東京化学同人

2017 417/RD

40 Rによる実証分析 : 回帰分析から因果分析へ

星野匡郎, 田中久稔共著

オーム社

2016 417/RN

41 正規性の検定

中川重和著

共立出版

2019 417/SE

42 多変量データ解析法 : 心理・教育・社会系のための入門

足立浩平著

ナカニシヤ出版

2006 417/TA

43 一般化線形モデル

粕谷英一著

共立出版

2012 417.08/RD/10

44 世界でいちばん素敵な夜空の教室

日本星景写真協会写真 ; 森山晋平企画/
三才ブックス
文

2015 440.4/SE

45 星の辞典

柳谷杞一郎著

2016 443/HO

46 世界でいちばん素敵な月の教室

日本星景写真協会, NASA写真 ; 森山晋
三才ブックス
平文

2019 446/SE

47 ドクターがやさしく教える!医療AI入門

山下康行著

金原出版

2019 490.7/DO

48 臨床研究の教科書 : 研究デザインとデータ処理のポイント 第2版

川村孝著

医学書院

2020 490.7/RI

49 Excelによる生体信号解析 : 心電図・脈波・血圧

三宅晋司著

エヌ・ティー・エス

2020 491.3/EX

50 摂食・嚥下と誤嚥のメカニズム : CGと機能模型でわかる!

里田隆博, 戸原玄監修

医歯薬出版

2013 491.343/SE

51 イラストで理解するかみくだき薬理学 改訂2版

町谷安紀著

南山堂

2020 491.5/IR

52 シンプル病理学 改訂第8版

笹野公伸, 岡田保典, 安井弥編集

南江堂

2020 491.6/SH

53 医療放射線防護学

赤羽惠一, 遠藤真広編著

国際文献社

2020 492.4/IR

羊土社

2019 492.43/CT

雷鳥社

備考

(統計学one point ; 16)

(Rで学ぶデータサイエンス ; 10)

医学

54

CT読影レポート、この画像どう書く? : 解剖・所見の基礎知識と、よくみる疾患
小黒草太著
のレポート記載例

55 学ぶ!究める!医療AI : ディープラーニングの基礎から研究最前線まで

藤田広志企画・監修

インナービジョン

2020 492.8/MA

56 図とイラストだからわかるサルコペニア・フレイル

遠藤直人編

クリニコ出版

2019 493.18/ZU

57 心不全の緩和ケア : 心不全患者の人生に寄り添う医療 改訂2版

大石醒悟 [ほか] 編集

南山堂

2020 493.23/SH

医歯薬出版

2020 493.73/WA

南江堂

2020 493.74/MI

日本訪問看護財団監修

ワールドプランニング

2020 493.75/IR

コスガ聡一著

クリエイツかもがわ

2020 493.75/ZE

62 エキスパートが疑問に答えるワクチン診療入門

谷本哲也 [ほか] 編著

金芳堂

2020 493.82/EK

63 やさしく学ぶからだの発達 [Part1]

林万リ監修

全国障害者問題研究会出版部

2011 493.91/YA/1

64 やさしく学ぶからだの発達 [Part2] 運動発達と食べる・遊ぶ

林万リ監修

全国障害者問題研究会出版部

2015 493.91/YA/2

65 そのまま使える!シーン別食物アレルギーの栄養食事指導

柳田紀之, 林典子編集

南山堂

2020 493.931/SO

66 周産期・新生児栄養代謝の基礎知識を使いこなそう!

河井昌彦著

金芳堂

2019 493.95/SH

67 がん診療における精神症状・心理状態・発達障害ハンドブック

小山敦子編集 ; 吉田健史協力

羊土社

2020 494.5/GA

68 入門腫瘍内科学 改訂第3版

日本臨床腫瘍学会編集

南江堂

2020 494.5/NY

69 生活期のリハビリテーション医学・医療テキスト

久保俊一, 水間正澄総編集 ; 三上靖夫,
角田亘編

医学書院

2020 494.78/SE

70 イラストでみる皮膚病のトリセツ

瀧川雅浩著

南江堂

2020 494.8/IR

71 在宅褥瘡テキストブック

日本褥瘡学会編集

照林社

2020 494.8/ZA

72 産科婦人科用語集・用語解説集 改訂第4版

日本産科婦人科学会編

日本産科婦人科学会事務局

2018 495/SA

私の夫は高次脳機能障害です : 本人・家族がおだやかに暮らすための妻たち
藪中弘美, ポロミナ編集部編著
の知恵 : 夫の行動研究から
みんなで学ぶパーキンソン病 : 患者さんとともに歩む診療をめざして 改訂第2
柏原健一 [ほか] 著
59
版
58

60 イラストで学ぶ認知症の人の生活支援
61

全国認知症カフェガイドブック : 認知症のイメージを変えるソーシャル・イノベー
ション

女性の一生に丸ごと活かせる体づくりで変わる産前・産後 : マイナートラブルを
奥谷まゆみ著
日本看護協会出版会
改善するセルフトレーニングと指導
解剖から学ぶ口腔ケア・口腔リハビリの手技と、その実力 : オーラルフレイル予 北村清一郎監修・執筆 ; 黒岩恭子, 森淳
デンタルダイヤモンド社
74
一編集・執筆 ; 伊藤直樹 [ほか] 執筆
防のために
73

2020 495.5/JO
2019 497.9/KA

75 医療情報 第6版 医療情報システム編

日本医療情報学会医療情報技師育成部
会編集

日本医療情報学会医療情報技師
育成部会

2020 498/IR

76 医療情報システム入門 2020

保健医療福祉情報システム工業会編

社会保険研究所

2020 498/IR

77 日本保健医療行動科学会雑誌 2020 Vol.35 No.1

日本保健医療行動科学会

日本保健医療行動科学会

2020 498/NI/35-1

78 臨床医のための医療AI概論

山田朋英, 谷田部卓著

日経メディカル開発

2019 498/RI

79 60分でわかる!AI医療&ヘルスケア最前線

三津村直貴著

技術評論社

2019 498/RO

水町雅子著

日本法令

2019 498.12/QA

81 医療情報技師能力検定試験過去問題・解説集 2020

日本医療情報学会医療情報技師育成部
会編集

南江堂

2020 498.16/IR/20

82 若者から始める健康管理 : エビデンスに基づいた健康診断の勧め

国立大学保健管理施設協議会編著

保健同人社

2020 498.3/WA

83 メンタルヘルスの理解のために : こころの健康への多面的アプローチ

松本卓也, 武本一美編著

ミネルヴァ書房

2020 498.39/ME

84 Whole (ホール) : がんとあらゆる生活習慣病を予防する最先端栄養学

T・コリン・キャンベル著 ; 丸山清志訳

ユサブル

2020 498.5/WH

85 基礎から学ぶ楽しい疫学 第4版

中村好一著

医学書院

2020 498.6/KI

西口幸雄, 白石訓, 山本紀子編著

照林社

2020 498.6/OS

80

86

Q&Aでわかる医療ビッグデータの法律と実務 : 次世代医療基盤法・匿名加
工医療情報の活用

大阪市立十三市民病院がつくった新型コロナウイルス感染症「COVID-19」
対応BOOK

(医学物理学教科書)

(インナービジョン・ムック ; vol.1)

(EOLC for allすべての人にエンドオブライフケアの光を)

(ウィメンズヘルスケア・サポートブック)

書

名

編

著

者

出版社

出版年

ラベルの番号

備考

心理学・人生訓
87 Rによる心理・調査データ解析 第2版

緒賀郷志著

東京図書

2019 140.7/RN

88 一生使える!プロカウンセラーの傾聴の基本

古宮昇著

総合法令出版

2020 146.8/IS

ディスカヴァー・トゥエンティワン

2015 159/AN

徳間書店

2018 159/BI

ひすいこたろう [著]

ディスカヴァー・トゥエンティワン

2018 159/CH

92 暮らしてみたい世界のかわいい街

MdN編集部編

エムディエヌコーポレーション

2019 290.8/KU

93 365日世界一周絶景の旅

TABIPPO編

いろは出版

2015 290.8/SA

94 死ぬまでに行きたい!世界の絶景

詩歩著

三才ブックス

2013 290.9/SH

95 死ぬまでに行きたい!世界の絶景 新日本編

詩歩著

三才ブックス

2017 290.9/SH

96 死ぬまでに行きたい!世界の絶景 日本編

詩歩著

三才ブックス

2014 290.9/SH

97 いちばん美しい季節に行きたい日本の絶景365日

TABIZINE, PIE International著

パイインターナショナル

2020 291.09/IC

98 いまいちばん美しい日本の絶景

MdN編集部編

エムディエヌコーポレーション

2018 291.09/IM

99 365日日本一周絶景の旅 新装版

TABIPPO編

いろは出版

2020 291.09/SA

あなたの人生がつまらないと思うんなら、それはあなた自身がつまらなくしている
ひすいこたろう [著]
んだぜ。 : 1秒でこの世界が変わる70の答え
ビッグ・ポテンシャル : 潜在能力を最高に引き出す法 : 人を成功させ、自分の
ショーン・エイカー著 ; 高橋由紀子訳
90
利益も最大にする5つの種
89

91 超名言100 : 3秒でハッピーになる

地誌・紀行

社会科学
100 2020年個人情報保護法改正と実務対応

岩瀬ひとみ, 河合優子, 津田麻紀子編著 ;
西村あさひ法律事務所データ保護プラクティス 商事法務
グループ著

2020 316.1/NI

101 効果検証入門 : 正しい比較のための因果推論/計量経済学の基礎

安井翔太著

技術評論社

2020 331.19/KO

近藤克則編著

ミネルヴァ書房

2020 361.3/SO/6

103 現実はいつも対話から生まれる : 社会構成主義入門

ケネス・J・ガーゲン, メアリー・ガーゲン [著] ;
小金輝彦 [ほか] 訳

ディスカヴァー・トゥエンティワン

2018 361.4/GE

104 関係からはじまる : 社会構成主義がひらく人間観

ケネス・J・ガーゲン著 ; 鮫島輝美, 東村知子
ナカニシヤ出版
訳

2020 361.4/KA

105 炎上CMでよみとくジェンダー論

瀬地山角著

2020 367.21/EN

106 若者のアイデンティティ形成 : 学校から仕事へのトランジションを切り抜ける

ジェームズ・E・コテ & チャールズ・G・レヴィン著
東信堂
; 河井亨, 溝上慎一訳

2020 367.68/WA

107 医療福祉総合ガイドブック 2020年度版

日本医療ソーシャルワーク研究会編集

医学書院

2020 369.9/IR/20

108 「みんなの学校」から社会を変える : 障害のある子を排除しない教育への道

木村泰子, 高山恵子著

小学館

2019 370/MI

109 「ふつうの子」なんて、どこにもいない

木村泰子著

家の光協会

2019 370.4/FU

110 「みんなの学校」から「みんなの社会」へ

尾木直樹, 木村泰子著

岩波書店

2019 370.4/MI

111 「みんなの学校」が教えてくれたこと : 学び合いと育ち合いを見届けた3290日 木村泰子著

小学館

2015 376.2/MI

112 健診とことばの相談 : 1歳6か月児健診と3歳児健診を中心に

中川信子著

ぶどう社

1998 378.2/KE

美しい町研究会著

エクスナレッジ

2017 521.86/NI

小林希著

エクスナレッジ

2019 645.6/SE

ナショナルジオグラフィック編著

日経ナショナルジオグラフィック社

2020 709/IC

116 健康で文化的な最低限度の生活 9

柏木ハルコ著

小学館

2020 726.1/KE/9

117 コウノドリ 31

鈴ノ木ユウ著

講談社

2020 726.1/KO/31

118 星月夜への招待

KAGAYA著

河出書房新社

2015 748/HO

119 世界でいちばん美しい夜空と星たちの物語

MdN編集部編

エムディエヌコーポレーション

2019 748/SE

ジャニーズ研究会編著

鹿砦社

2016 767.8/JA

頭木弘樹著

医学書院

2020 916/KA

(シリーズケアをひらく)

122 ローマ史再考 : なぜ「首都」コンスタンティノープルが生まれたのか

田中創著

NHK出版

2020 01/N/1265

(NHKブックス ; 1265)

123 さいえんす川柳 : 「研究者あるある」傑作選

川柳 in the ラボ編

講談社

2020 02/B

(ブルーバックス)

102

ソーシャル・キャピタルと健康・福祉 : 実証研究の手法から政策・実践への応
用まで

光文社

(叢書ソーシャル・キャピタル ; 6)

(光文社新書 ; 1068)

教育
(小学館新書 ; 352)

(岩波ブックレット ; No. 997)

日本の建築
113 日本の最も美しい町

犬・猫
114 世界の美しい街の美しいネコ 完全版

芸術・文化財
115 いちばん美しい世界の絶景遺産

(ナショナルジオグラフィック)

漫画

写真集

歌手
120 ジャニーズ50年史 : モンスター芸能事務所の光と影 増補新版

手記
121 食べることと出すこと

新書

書

名

編

著

者

出版社

出版年

ラベルの番号

備考

124 日本史サイエンス : 蒙古襲来、秀吉の大返し、戦艦大和の謎に迫る

播田安弘著

講談社

2020 02/B/2149

(ブルーバックス ; B-2149)

125 「意思決定」の科学 : なぜ、それを選ぶのか

川越敏司著

講談社

2020 02/B/2151

(ブルーバックス ; B-2151)

126 音楽の危機 : 「第九」が歌えなくなった日

岡田暁生著

中央公論新社

2020 07/C/2606

(中公新書 ; 2606)

127 アジアの国民感情 : データが明かす人々の対外認識

園田茂人著

中央公論新社

2020 07/C/2607

(中公新書 ; 2607)

128 万葉集講義 : 最古の歌集の素顔

上野誠著

中央公論新社

2020 07/C/2608

(中公新書 ; 2608)

129 現代日本を読む : ノンフィクションの名作・問題作

武田徹著

中央公論新社

2020 07/C/2609

(中公新書 ; 2609)

130 ヒトラーの脱走兵 : 裏切りか抵抗か、ドイツ最後のタブー

對馬達雄著

中央公論新社

2020 07/C/2610

(中公新書 ; 2610)

131 こころと身体の心理学

山口真美著

岩波書店

2020 08/I/923

(岩波ジュニア新書 ; 923)

132 過労死しない働き方 : 働くリアルを考える

川人博著

岩波書店

2020 08/I/924

(岩波ジュニア新書 ; 924)

133 ウイルスと人間 新版

山内一也著

岩波書店

2020 11/I/296

(岩波科学ライブラリー ; 296)

134 暴君 : シェイクスピアの政治学

スティーブン・グリーンブラット [著] ; 河合祥
一郎訳

岩波書店

2020 13/I/1846

(岩波新書 ; 新赤版 1846)

135 ドイツ統一

アンドレアス・レダー [著] ; 板橋拓己訳

岩波書店

2020 13/I/1847

(岩波新書 ; 新赤版 1847)

136 道教思想10講

神塚淑子著

岩波書店

2020 13/I/1848

(岩波新書 ; 新赤版 1848)

137 有島武郎 : 地人論の最果てへ

荒木優太著

岩波書店

2020 13/I/1849

(岩波新書 ; 新赤版 1849)

138 消えた銀行員 : 地域金融変革運動体

橋本卓典著

講談社

2020 14/K/2584

(講談社現代新書 ; 2584 . 捨てられる銀行 ; 4)

139 証券会社がなくなる日 : IFAが「株式投資」を変える

浪川攻著

講談社

2020 14/K/2585

(講談社現代新書 ; 2585)

140 未来の医療年表 : 10年後の病気と健康のこと

奥真也著

講談社

2020 14/K/2586

(講談社現代新書 ; 2586)

141 はじめての催眠術

漆原正貴著

講談社

2020 14/K/2587

(講談社現代新書 ; 2587)

142 アフター・リベラル : 怒りと憎悪の政治

吉田徹著

講談社

2020 14/K/2588

(講談社現代新書 ; 2588)

143 大仏師運慶 : 工房と発願主そして「写実」とは

塩澤寛樹著

講談社

2020 15/K/732

(講談社選書メチエ ; 732)

144 シルクロード世界史

森安孝夫著

講談社

2020 15/K/733

(講談社選書メチエ ; 733)

145 黄禍論 : 百年の系譜

廣部泉著

講談社

2020 15/K/734

(講談社選書メチエ ; 734)

146 明治憲法史

坂野潤治著

筑摩書房

2020 16/C/1513

(ちくま新書 ; 1513)

147 中東政治入門

末近浩太著

筑摩書房

2020 16/C/1514

(ちくま新書 ; 1514)

148 戦後日本を問いなおす : 日米非対称のダイナミズム

原彬久著

筑摩書房

2020 16/C/1515

(ちくま新書 ; 1515)

149 渋沢栄一 : 日本のインフラを創った民間経済の巨人

木村昌人著

筑摩書房

2020 16/C/1516

(ちくま新書 ; 1516)

150 働き方改革の世界史

濱口桂一郎, 海老原嗣生著

筑摩書房

2020 16/C/1517

(ちくま新書 ; 1517)

151 メディアが動かすアメリカ : 民主政治とジャーナリズム

渡辺将人著

筑摩書房

2020 16/C/1518

(ちくま新書 ; 1518)

152 リベラルの敵はリベラルにあり

倉持麟太郎著

筑摩書房

2020 16/C/1519

(ちくま新書 ; 1519)

2020 N060/NI/6

持出禁止

勝美印刷

2020 316.1/JI/20

持出禁止

参考図書
153 日本NP学会学術集会 : プログラム・抄録集 第6回
154

日本NP学会

人権教育及び人権啓発施策 令和元年度(人権教育・啓発白書 ; 令和2
法務省, 文部科学省編
年版)

155 犯罪被害者白書 令和2年版

国家公安委員会, 警察庁編集

勝美印刷

2020 326.3/HA/20

持出禁止

156 少子化社会対策白書 令和2年版

内閣府編

日経印刷

2020 334.31/SH/20

持出禁止

157 男女共同参画白書 令和2年版

内閣府男女共同参画局編

勝美印刷

2020 367.21/DA/20

持出禁止

158 子供・若者白書 令和2年版

内閣府編

日経印刷

2020 367.6/KO/20

持出禁止

159 高齢社会白書 令和2年版

内閣府編

日経印刷

2020 369.26/KO/20

持出禁止

160 障害者白書 令和2年版

内閣府編

勝美印刷

2020 369.27/SH/20

持出禁止

161 保育白書 2020年版

全国保育団体連絡会, 保育研究所編

ちいさいなかま社

2020 369.42/HO/20

持出禁止

医薬基盤・健康・栄養研究所監修

第一出版

2020 498.55/KO/18

持出禁止

中央労働災害防止協会編

中央労働災害防止協会

2020 498.8/RO/20

持出禁止

162

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 平成
30年

163 労働衛生のしおり 令和2年度

