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 書　　名  編　著　者  出 版 社  出版年 ラベルの番号 備考

1 ナイチンゲールと医師たち　新装復刻版 ザカリイ・コープ著 ; 小池明子, 田村真訳 日本看護協会出版会 2020 N020/NA

2
ナイチンゲール病棟はなぜ日本で流行らなかったのか : ナイチンゲール生誕

200年記念出版

長澤泰著 ; 西村かおる著 ; 芳賀佐和子著

; 辻野純徳著 ; 尹世遠著
日本看護協会出版会 2020 N020/NA (ナイチンゲールの越境 ; 1)

3 くすりの基礎を知る 今井秀樹 [ほか] 著 東京化学同人 2020 N080/KI/4 (基本を学ぶ看護シリーズ ; 4)

4 ストレングスにもとづく看護ケア　第3巻 : 実践編 Laurie N.Gottlieb [著] 看護の科学社 2020 N110/SU/3

5 自分閻魔帳 : ズルカン 3 中山有香里著 メディカ出版 2020 N210/JI

6 創傷ケアワークブック : スキン-テア/褥瘡/下肢潰瘍
紺家千津子, 清藤友里絵, 渡辺光子, 内

藤亜由美執筆
日本看護協会出版会 2020 N211/SO

7 ナースのためのポケットエコー実践ガイド : すぐに使える!アセスメントが変わる! 田中宏治著 医歯薬出版 2020 N212/NA

8 病期・病態・重症度からみた疾患別看護過程+病態関連図　第4版 井上智子, 窪田哲朗編 医学書院 2020 N220/BY

9
事例で学ぶ疾患別看護過程 : 患者さんの全体像がみえる!アセスメント力が

つく!　Vol.1
瀬戸奈津子, 菅原美樹総監修 学研メディカル秀潤社 2020 N220/JI/1

10
事例で学ぶ疾患別看護過程 : 患者さんの全体像がみえる!アセスメント力が

つく!　Vol.2
瀬戸奈津子, 菅原美樹総監修 学研メディカル秀潤社 2020 N220/JI/2

11 ここだけおさえて!院内で出合う症状・疾患がわかるBOOK 山中克郎編著 照林社 2020 N220/KO

12
看護サービスの経済・政策論 : 看護師の働き方を経済学から読み解く　第2

版
角田由佳著 医学書院 2020 N230/KA

13
令和2年度改定対応 : 診療報酬・介護報酬のしくみと考え方 : 改定の意図

を知り看護管理に活かす　第5版
福井トシ子, 齋藤訓子編集 日本看護協会出版会 2020 N230/SH

14 看護職員の惨事ストレスとケア : 災害・暴力から心を守る 松井豊編著 朝倉書店 2020 N232/KA

15 看護カンファレンスガイドブック : 運営・実際・評価・見直し　増補版 看護の科学社「看護実践の科学」編集部編 看護の科学社 2020 N234/KA

16
看護の現場ですぐに役立つ感染症対策のキホン : 患者さんが安心できる処

置が身に付く!　第2版
大口祐矢著 秀和システム 2020 N237/KA

17 看護教員ハンドブック　第2版 古橋洋子編集 ; 高橋佳子 [ほか] 執筆 医学書院 2020 N245/KA

18 看護教員必携資料集　第4版 田村やよひ, 山田百合子, 石井邦子編集 メヂカルフレンド社 2020 N245/KA

19 教育と学習の原理 中井俊樹編集 ; 森千鶴編集 医学書院 2020 N245/KA/1 (看護教育実践シリーズ ; 1)

20 基本がわかる看護研究ビギナーズNOTE　改訂第2版 古橋洋子著 学研メディカル秀潤社 2020 N250/KI

21
マンガでわかるナースの統計学 : データの見方から説得力ある発表資料の作

成まで　第2版

田久浩志, 小島隆矢共著 ; こやまけいこ作

画
オーム社 2020 N251/MA

22 根拠と事故防止からみた母性看護技術　第3版 石村由利子編集 ; 佐世正勝編集協力 医学書院 2020 N340/KO

23 根拠と事故防止からみた小児看護技術　第3版 浅野みどり編集 医学書院 2020 N440/KO

24 循環器内科エキスパートナーシング 三浦稚郁子, 井口信雄編集 南江堂 2020 N545/JU

25
臓器別やさしい消化器がん化学療法・薬物療法 : 32のレジメン×副作用ケ

ア×退院指導
古瀬純司編集 メディカ出版 2020 N548/SH/20 (消化器ナーシング ; 2020秋季増刊)

26 眼科検査黄金マニュアル : 現場ですぐに使えるテクニック満載 林泰子編 メディカ出版 2020 N564/GA/20 (眼科ケア ; 2020年秋季増刊)

27
自己効力感とレジリエンスを高める看護の実践 : 高齢者リハビリテーションに焦

点をあてた
バーバラ・レズニック監修・編集 学研メディカル秀潤社 2020 N600/JI

28 根拠と事故防止からみた老年看護技術　第3版 亀井智子編集 医学書院 2020 N640/KO

29 生活機能からみた老年看護過程+病態・生活機能関連図　第4版 山田律子, 内ケ島伸也編集 医学書院 2020 N640/SE

30
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 日本看護協会出版会 2020 N680/NI/11 (認知症plusシリーズ ; 11)

31
はじめてのフォーカスチャーティング : 情報開示とケアの質を高める精神科看護

記録の実際　第2版
焼山和憲著 医歯薬出版 2020 N700/HA

32 フォレンジック看護ハンドブック : 法と医療の領域で協働する看護実践
ローズ・E.コンスタンティノ, パトリシア・A.クレイ

ン, スーザン・E.ヤング編著 ; 柳井圭子監訳
福村出版 2020 N710/FO

33 家族看護学 : 家族のエンパワーメントを支えるケア 中野綾美, 瓜生浩子編著 メディカ出版 2020 N860/KA

34
看護の現場ですぐに役立つリハビリ看護の基本 : 患者さんに寄り添った自立

支援のスキルが身に付く!
リハビリテーションチーム医療研究会著 秀和システム 2020 N920/KA (ナースのためのスキルアップノート)

35 急性期実習に使える!周術期看護ぜんぶガイド 北島泰子, 中村充浩著 照林社 2020 N951/KY (プチナース)

36 巨大ブラックホール : 宇宙と銀河の進化を探る 日経サイエンス編集部編 日経サイエンス社 2020 405/BE/241 (別冊日経サイエンス ; 241)

37 キッチンサイエンスラボ : 親子で楽しむ52の科学体験
Liz Lee Heinecke著 ; 竹内薫監訳 ; 竹

内さなみ訳
オライリー・ジャパン 2020 407/KI (Make: kids)

38 やってくる 郡司ペギオ幸夫著 医学書院 2020 461.1/YA (シリーズケアをひらく)

39 CRISPR (クリスパー) 究極の遺伝子編集技術の発見
ジェニファー・ダウドナ, サミュエル・スターンバー

グ著 ; 櫻井祐子訳
文藝春秋 2017 467.2/CR

40 Excelで学ぶ医療・看護のための統計入門 石村友二郎, 今福恵子著 東京図書 2020 490.19/EX

41
「治る」ってどういうことですか? : 看護学生と臨床医が一緒に考える医療の難

問
國頭英夫著 医学書院 2020 490.4/NA

　　　　　　　                   ＊＊新着資料案内＊＊

医学

看護学

自然科学

12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

42 解剖生理をおもしろく解く : 問題集 増田敦子著 サイオ出版 2020 491.1/KA

43 消化器のしくみ : オールカラー 山田篤生監修 マイナビ出版 2020 491.34/SH (運動・からだ図解)

44 診察基本手技マニュアル　第2版 建部一夫, 鈴木勉, 冨木裕一編集 医歯薬出版 2020 492.1/SH

45 つながる!臨床検査 : データから患者を知る 長尾哲彦著 医学と看護社 2020 492.1/TS

46 やさしくわかる心臓カテーテル : 解剖生理から検査・治療・看護まで　第2版 齋藤滋監修 ; 高橋佐枝子, 島袋朋子編集 照林社 2020 492.12/YA

47 電解質輸液塾　改訂2版 門川俊明著 中外医学社 2020 493.12/DE

48 パーキンソン病患者に対するトータルアプローチ 内田学編 メジカルビュー社 2020 493.74/PA (姿勢から介入する摂食嚥下)

49
こどもの心臓病と手術 : 患者説明にそのまま使える : 不安なパパ・ママにイラ

ストでやさしく解説　改訂2版
立石実著 メディカ出版 2020 493.94/KO

50 はじめてとりくむ小児の栄養ケア : 病態別栄養食事指導ケースブック 位田忍, 西本裕紀子編 医歯薬出版 2020 493.98/HA (臨床栄養 ; 別冊)

51 がん医療の臨床倫理
Colleen Gallagher, Michael Ewer編 ;

清水千佳子, 高島響子, 森雅紀訳
医学書院 2020 494.5/GA

52
がん患者の診かた・接し方 : 病棟・外来の最前線でできること : 副作用・合

併症・急性症状に対応する、納得の緩和ケアを目指し、家族とも適切に対話
山内照夫編 羊土社 2020 494.5/GA (レジデントノート ; Vol. 22-No.11 ; 増刊)

53 患者さんと家族のための放射線治療Q&A　第2版　2020年版 日本放射線腫瘍学会編 金原出版 2020 494.5/KA

54 認知症の排泄ケアベッドサイドマニュアル 榊原隆次, 関戸哲利, 西村かおる編著 中外医学社 2020 494.95/NI

55 月経前症候群PMS正しい知識をもつために 武谷雄二著 メジカルビュー社 2020 495.13/GE

56 新型コロナウイルスと感染症対策 : 特集 厚生労働統計協会編 厚生労働統計協会 2020 498.021/ZU/20-21 (図説国民衛生の動向 ; 2020/2021)

57 ヘルス・エスノグラフィ : 医療人類学の質的研究アプローチ 道信良子著 医学書院 2020 498.07/HE

58 年報医事法学　35 (2020) 日本医事法学会編 日本評論社 2020 498.12/NE/35

59 毎日をごきげんにする方法 : セルフコーチング　Enjoy Life篇 井上和著 デンタルダイヤモンド社 2020 498.14/MA

60 Dr.雨海の女性臨床栄養学 雨海照祥著 医歯薬出版 2020 498.58/DR (臨床栄養 ; 別冊)

61 はじめてとりくむ栄養管理のためのフィジカルアセスメント 谷口英喜著 医歯薬出版 2020 498.58/HA (臨床栄養 ; 別冊)

62 新在宅訪問栄養実践ガイド : 知っておきたい在宅高齢者の食事と栄養 在宅チーム医療栄養管理研究会編集 医歯薬出版 2020 498.59/SH (臨床栄養 ; 別冊)

63 中年の本棚 荻原魚雷著 紀伊國屋書店 2020 019/CH

64 鎌田實の人生図書館 : あなたを変える本と映画と絵本たち400 鎌田實著 マガジンハウス 2020 019/KA

65 マルジナリアでつかまえて : 書かずば読めぬの巻 山本貴光著 本の雑誌社 2020 019/MA

66 パンデミック : 世界をゆるがした新型コロナウイルス スラヴォイ・ジジェク著 ; 中林敦子訳 Pヴァイン 2020 139.3/PA

67 子ども虐待を考えるために知っておくべきこと 滝川一廣, 内海新祐編 日本評論社 2020 140.5/KO/20 (こころの科学増刊)

68 小さなことで感情をゆさぶられるあなたへ 大嶋信頼著 PHP研究所 2017 141.6/CH

69 敏感すぎる私の活かし方 : 高感度から才能を引き出す発想術 エレイン・N.アーロン著 ; 片桐恵理子訳 パンローリング 2020 146.8/BI (フェニックスシリーズ ; 112)

70 モヤモヤそうだんクリニック 池谷裕二文 ; ヨシタケシンスケ絵 NHK出版 2020 159/MO

71 スタンフォード式生き抜く力 星友啓著 ダイヤモンド社 2020 159/SU

72 私は私のままで生きることにした キム・スヒョン著 ; 吉川南訳 ワニブックス 2019 159/WA

73 Auオードリー・タン : 天才IT相7つの顔 アイリス・チュウ, 鄭仲嵐著 文藝春秋 2020 289.2/TA

74 RCT大全 : ランダム化比較試験は世界をどう変えたのか アンドリュー・リー [著] ; 上原裕美子訳 みすず書房 2020 301/RC

75
危険人物をリーダーに選ばないためにできること : ナルシストとソシオパスの見分

け方
ビル・エディ著 ; 宮崎朔訳 プレジデント社 2020 310.4/KI

76 ナッジで、人を動かす : 行動経済学の時代に政策はどうあるべきか キャス・サンスティーン著 ; 田総恵子訳 NTT出版 2020 331/NA

77 異文化コミュニケーションの基礎知識 : 「私」を探す、世界と「関わる」 伊藤明美著 大学教育出版 2020 361.45/IB

78 在宅での療養と介護を支える制度のかしこい使い方 : 乳幼児から高齢者まで 島内節編集 ; 栗盛須雅子編集 医学と看護社 2020 364.4/ZA

79 目に見えない傷 : ドメスティック・バイオレンスを知り、解決するために
レイチェル・ルイーズ・スナイダー [著] ; 庭田よ

う子訳
みすず書房 2020 367.2/ME

80 「母親に、死んで欲しい」 : 介護殺人・当事者たちの告白 NHKスペシャル取材班著 新潮社 2017 367.3/HA

81 人生のやめどき : しがらみを捨ててこれからを楽しむ 樋口恵子, 上野千鶴子著 マガジンハウス 2020 367.7/JI

82
地域特性がみえてくる地域診断 : 地域包括支援センターの活動充実を目指

して
都筑千景編著 医歯薬出版 2020 369.26/CH

83 精神保健福祉システムの再構築 : 非拘束社会の地平 岡村正幸編著 ミネルヴァ書房 2020 369.28/SE

84 障がいのある子どもと家族の伴走者 (ファン) : えがおさんさん物語 松尾陽子 [ほか] 編著 クリエイツかもがわ 2020 369.49/SH

85 教室でできる気になる子への認知行動療法　実践ワーク編 松浦直己著 中央法規出版 2020 371.43/KY

86 素が出るワークショップ : 人とまちへの視点を変える22のメソッド
饗庭伸, 青木彬, 角尾宣信編著 ; アサダワ

タル [ほか] 著
学芸出版社 2020 379.6/SU

読書法

個人伝記

社会科学

哲学



 書　　名  編　著　者  出 版 社  出版年 ラベルの番号 備考

87 シンプルなクローゼットが地球を救う : ファッション革命実践ガイド エリザベス・L・クライン著 ; 加藤輝美訳 春秋社 2020 589.2/SH

88
忙しいお母さんとお父さんのためのマインドフルペアレンティング : 子どもと自分を

癒し、絆を強める子育てガイド
スーザン・ボーゲルズ著 ; 戸部浩美訳 北大路書房 2020 599/IS

89 猫と東大。 : 猫を愛し、猫に学ぶ 東京大学広報室編 ミネルヴァ書房 2020 645.6/NE

90 コウノドリ　32 鈴ノ木ユウ著 講談社 2020 726.1/KO/32 (モーニングKC ; 3623)

91 やめてみた。 : 本当に必要なものが見えてくる暮らし方・考え方 わたなべぽん著 幻冬舎 2016 726.1/YA/1

92 もっと、やめてみた。 : 「こうあるべき」に囚われなくなる暮らし方・考え方 わたなべぽん著 幻冬舎 2017 726.1/YA/2

93 さらに、やめてみた。 : 自分のままで生きられるようになる、暮らし方・考え方 わたなべぽん著 幻冬舎 2020 726.1/YA/3

94 映えるデザイン : どこで、誰に、何を見せる? ARENSKI編著 日貿出版社 2020 727/HA

95 行った気になる世界遺産 鈴木亮平 [著] ワニブックス 2020 778.21/IT

96 勝つための実践的スポーツ心理学 : 試合で力を発揮する練習と心のもち方 江川玟成著 金子書房 2020 780.14/KA

97 ヒロシのソロキャンプ : 自分で見つけるキャンプの流儀 ヒロシ著 学研プラス 2020 786.3/HI

98 好日絵巻 : 季節のめぐり、茶室のいろどり 森下典子著 パルコエンタテインメント事業部 2020 791.04/KO

99 グループディスカッション : 心理学から考える活性化の方法 西口利文, 植村善太郎, 伊藤崇達著 金子書房 2020 809.6/GU

100 英語日記boy : 海外で夢を叶える英語勉強法 新井リオ著 左右社 2020 830.7/EI

101 きのうのオレンジ 藤岡陽子著 集英社 2020 913.6/FU

102 生かさず、殺さず 久坂部羊著 朝日新聞出版 2020 913.6/KU

103 滅びの前のシャングリラ 凪良ゆう著 中央公論新社 2020 913.6/NA

104 盤上の向日葵 柚月裕子著 中央公論新社 2017 913.6/YU

105 ほんとうのリーダーのみつけかた 梨木香歩著 岩波書店 2020 914.6/NA

106 兄の終い 村井理子著 CCCメディアハウス 2020 916/MU

107 医療短編小説集
W. C. ウィリアムズ, F. S. フィッツジェラルドほ

か著
平凡社 2020 933/WI (平凡社ライブラリー ; 909)

108 見えない宇宙の正体 : ダークマターの謎に迫る 鈴木洋一郎著 講談社 2020 02/B/2155 (ブルーバックス ; B-2155)

109 新型コロナ7つの謎 : 最新免疫学からわかった病原体の正体 宮坂昌之著 講談社 2020 02/B/2156 (ブルーバックス ; B-2156)

110 法華経とは何か : その思想と背景 植木雅俊著 中央公論新社 2020 07/C/2616 (中公新書 ; 2616)

111 暗殺の幕末維新史 : 桜田門外の変から大久保利通暗殺まで 一坂太郎著 中央公論新社 2020 07/C/2617 (中公新書 ; 2617)

112 板垣退助 : 自由民権指導者の実像 中元崇智著 中央公論新社 2020 07/C/2618 (中公新書 ; 2618)

113 もののけの日本史 : 死霊、幽霊、妖怪の1000年 小山聡子著 中央公論新社 2020 07/C/2619 (中公新書 ; 2619)

114 コロナ危機の政治 : 安倍政権vs.知事 竹中治堅著 中央公論新社 2020 07/C/2620 (中公新書 ; 2620)

115 人は見た目!と言うけれど : 私の顔で、自分らしく 外川浩子著 岩波書店 2020 08/I/926 (岩波ジュニア新書 ; 926)

116 電柱鳥類学 : スズメはどこに止まってる? 三上修著 岩波書店 2020 11/I/298 (岩波科学ライブラリー ; 298)

117 SDGs : 危機の時代の羅針盤 南博, 稲場雅紀著 岩波書店 2020 13/I/1854 (岩波新書 ; 新赤版 1854)

118 地方の論理 小磯修二著 岩波書店 2020 13/I/1855 (岩波新書 ; 新赤版 1855)

119 がんと外科医 阪本良弘著 岩波書店 2020 13/I/1856 (岩波新書 ; 新赤版 1856)

120 文在寅時代の韓国 : 「弔い」の民主主義 文京洙著 岩波書店 2020 13/I/1857 (岩波新書 ; 新赤版 1857)

121 グローバル・タックス : 国境を超える課税権力 諸富徹著 岩波書店 2020 13/I/1858 (岩波新書 ; 新赤版 1858)

122 部長って何だ! 丹羽宇一郎著 講談社 2020 14/K/2593 (講談社現代新書 ; 2593)

123 やばいデジタル : "現実 (リアル)" が飲み込まれる日 NHKスペシャル取材班著 講談社 2020 14/K/2594 (講談社現代新書 ; 2594)

124 はじめてのスピノザ : 自由へのエチカ 國分功一郎著 講談社 2020 14/K/2595 (講談社現代新書 ; 2595)

125 経済学の堕落を撃つ : 「自由」VS「正義」の経済思想史 中山智香子著 講談社 2020 14/K/2596 (講談社現代新書 ; 2596)

126 左翼の逆襲 : 社会破壊に屈しないための経済学 松尾匡著 講談社 2020 14/K/2597 (講談社現代新書 ; 2597)

127 自由意志の向こう側 : 決定論をめぐる哲学史 木島泰三著 講談社 2020 15/K/737 (講談社選書メチエ ; 737)

128 イスラエルの起源 : ロシア・ユダヤ人が作った国 鶴見太郎著 講談社 2020 15/K/738 (講談社選書メチエ ; 738)
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129 南極ダイアリー 水口博也著 講談社 2020 15/K/739 (講談社選書メチエ ; 739)

130 新宗教を問う : 近代日本人と救いの信仰 島薗進著 筑摩書房 2020 16/C/1527 (ちくま新書 ; 1527)

131 レイシズムとは何か 梁英聖著 筑摩書房 2020 16/C/1528 (ちくま新書 ; 1528)

132 村の日本近代史 荒木田岳著 筑摩書房 2020 16/C/1529 (ちくま新書 ; 1529)

133 メディア論の名著30 佐藤卓己著 筑摩書房 2020 16/C/1530 (ちくま新書 ; 1530)

134 言霊と日本語 今野真二著 筑摩書房 2020 16/C/1531 (ちくま新書 ; 1531)

135 医者は患者の何をみているか : プロ診断医の思考 國松淳和著 筑摩書房 2020 16/C/1532 (ちくま新書 ; 1532)

136 新作らくごの舞台裏 小佐田定雄著 筑摩書房 2020 16/C/1533 (ちくま新書 ; 1533)

137 未来をひらく 伊藤邦武 [ほか] 責任編集 筑摩書房 2020 16/C/1534 (ちくま新書 ; 1534 . 世界哲学史 ; 別巻)

138 ヴェーバー入門 : 理解社会学の射程 中野敏男著 筑摩書房 2020 16/C/1535 (ちくま新書 ; 1535)

139 医学全史 : 西洋から東洋・日本まで 坂井建雄著 筑摩書房 2020 16/C/1536 (ちくま新書 ; 1536)

140 定年後の作法 林望著 筑摩書房 2020 16/C/1537 (ちくま新書 ; 1537)

141 貿易の世界史 : 大航海時代から「一帯一路」まで 福田邦夫著 筑摩書房 2020 16/C/1538 (ちくま新書 ; 1538)

142 アメリカ黒人史 : 奴隷制からBLMまで ジェームス・M・バーダマン著 ; 森本豊富訳 筑摩書房 2020 16/C/1539 (ちくま新書 ; 1539)

143 飯舘村からの挑戦 : 自然との共生をめざして 田尾陽一著 筑摩書房 2020 16/C/1540 (ちくま新書 ; 1540)

144 看護白書 : 特定行為研修を修了した認定看護師の活用　令和2年版 日本看護協会編 日本看護協会出版会 2020 N051/KA/20 持出禁止

145 老年看護学　Vol.25 No.1(2020) 日本老年看護学会 2020 N600/RO/25-1 持出禁止

146 日本在宅ケア学会誌　Vol 24 No 1(September, 2020) 日本在宅ケア学会 2020 N820/NI/24-1 持出禁止

147
コロナ危機 : 日本経済変革のラストチャンス(経済財政白書 / 内閣府編 ;

令和2年版)
内閣府編 日経印刷 2020 330.59/KE/20 持出禁止

148 日本統計年鑑　第70回(令和3年) 総務省統計局編 日本統計協会 2020 351/NI/21 持出禁止

149 21世紀出生児縦断調査 : (平成22年出生児)　第9回(令和元年)
厚生労働省政策統括官 (統計・情報政策

担当)編
厚生労働統計協会 2020 358.1/NI/9 持出禁止

150 児童福祉六法　令和3年版 中央法規出版 2020 369.4/JI/21 持出禁止

151 発達障害白書　2021年版 日本発達障害連盟編 明石書店 2020 378.6/HA/21 持出禁止

152 結核の統計　2020年版 結核予防会編 結核予防会 2020 493.89/KE/20 持出禁止

153 地域保健・健康増進事業報告　平成30年度 健康増進編
厚生労働省政策統括官(統計・情報政策

担当)編
厚生労働統計協会 2020 498.1/CH/18 持出禁止

154 地域保健・健康増進事業報告　平成30年度 地域保健編
厚生労働省政策統括官(統計・情報政策

担当)編
厚生労働統計協会 2020 498.1/CH/18 持出禁止

155 令和時代の社会保障と働き方を考える(厚生労働白書 ; 令和2年版) 厚生労働省編 日経印刷 2020 498.1/KO/20 持出禁止

156 現代用語の基礎知識　2021 自由国民社編 自由国民社 2021 813.7/GE/21 持出禁止
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