
読書で考える

書名 著者名 出版者 所在 資料ID 請求記号

1 暴力と不平等の人類史 : 戦争・革命・崩壊・疫病
ウォルター・シャイデル著/鬼澤
忍, 塩原通緒訳 東洋経済新報社 1F 0541661 204/Sc2 

2 負債論 : 貨幣と暴力の5000年
デヴィッド・グレーバー著/高祖
岩三郎, 佐々木夏子訳 以文社 1F 0534697 209/G75

3 2052 : 今後40年のグローバル予測
ヨルゲン・ランダース著/野中香
方子訳 日経BP社 1F 0503710 304/R14

4 ぼくらの民主主義なんだぜ 高橋源一郎 朝日新聞出版 1F 0530019 304/Ta33

5 しょぼい生活革命
内田樹, えらいてんちょう(矢内
東紀)著/中田考司会 晶文社 1F 0542404 304/U14

6 資本主義の終焉と歴史の危機 水野和夫 集英社 2F 0526370 332.06/Mi96

7
14歳からの世界恐慌入門。 : 1929年を知れば、2009年が見えてくる! :
45分でわかる!

池上彰 マガジンハウス 2F 0362731 337.99/I33/2

8 国家は破綻する : 金融危機の800年
カーメン・M・ラインハート, ケネ
ス・S・ロゴフ著/村井章子訳 日経BP社 2F 0535799 338.19/R25

9 人口減少社会のデザイン 広井良典 東洋経済新報社 2F 0541829 364.1/H71

10 未来の働き方を考えよう ちきりん 文藝春秋 2F 0507822 366.29/C44

11 フィンランド人はなぜ午後4時に仕事が終わるのか 堀内都喜子 ポプラ社 2F 0543146 366.7/H89

12 はたらく細胞 （1～5巻） 清水茜 講談社 リハ2 0538275-9 491.11/Sh49/1～5

13 美しき免疫の力 : 人体の動的ネットワークを解き明かす 
ダニエル・M.デイヴィス著/久保
尚子訳 NHK出版 リハ2 0538894 491.8/D46

14 カミング・プレイグ : 迫りくる病原体の恐怖　（上・下）
ローリー・ギャレット著/野中浩
一, 大西正夫訳 河出書房新社 リハ2 0300955,8 493.8/G24

15 よみがえる感染症 竹田美文 岩波書店 リハ2 0329074 493.8/Ta59

16 呼吸器内科医が解説! 新型コロナウイルス感染症COVID-19 
粟野暢泰, 出雲雄大監修・
編集

医療科学社 リハ2 0543179 493.87/Ko54

17 正しく怖がる感染症 岡田晴恵 筑摩書房 特別展示（2F） 0534773 ちくまプリマー新書 ; 274

18 極北
マーセル・セロー著/村上春樹
訳 中央公論新社 ブラウジング 0542764 中公文庫 ; む-4-12

19 バベル 福田和代 文藝春秋 文庫・新書（2F) 0542971 文春文庫 ; ふ-45-1 

20 感染症の中国史 : 公衆衛生と東アジア 飯島渉 中央公論新社 文庫・新書（2F) 0410114 中公新書 ; 2034

21 感染症 : 広がり方と防ぎ方　増補版 井上栄 中央公論新社 文庫・新書（2F) 0543330 中公新書 ; 1877
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22 人類 vs 感染症 岡田晴恵 岩波書店 文庫・新書（2F) 0334962 岩波ジュニア新書 ; 491

23 ペスト大流行 : ヨ-ロッパ中世の崩壊 村上陽一郎 岩波書店 文庫・新書（2F) 0449949 岩波新書 黄版 ; 225

24 感染症とたたかう : インフルエンザとSARS 岡田晴恵, 田代眞人 岩波書店 文庫・新書（2F) 0327398 岩波新書 ; 新赤版 870

25 パンデミックとたたかう 押谷仁, 瀬名秀明 岩波書店 文庫・新書（2F) 0409610 岩波新書 ; 新赤版 1219

26 感染症と文明 : 共生への道 山本太郎 岩波書店 文庫・新書（2F) 0465877 岩波新書 ; 新赤版 1314

27 チェルノブイリの祈り : 未来の物語 
スベトラーナ・アレクシエービッ
チ著/松本妙子訳 岩波書店 文庫・新書（2F) 0531191 岩波現代文庫 ; 社会 ; 225

28 復活の日 小松左京 KADOKAWA 文庫・新書（2F) 0543451 角川文庫 ; こ2-14

29 「感染症パニック」を防げ！ : リスク・コミュニケーション入門 岩田健太郎 光文社 文庫・新書（2F) 0543427 光文社新書 ; 725

30 DNA医学の最先端 : 自分の細胞で病気を治す 大野典也 講談社 文庫・新書（2F) 0500427 講談社現代新書 ; 2191

31 謎の感染症が人類を襲う 藤田紘一郎 PHP研究所 文庫・新書（2F) 0328389 PHP新書 ; 165 

32 生命の内と外 永田和宏 新潮社 文庫・新書（2F) 0534062 新潮選書 ; 484

33 カエルの楽園 百田尚樹 新潮社 文庫・新書（2F) 0538690 新潮文庫 ; ひ-39-2 

34 ペスト カミュ著/宮崎嶺雄訳 新潮社 文庫・新書（2F) 0421514 新潮文庫 ; カ-2-3
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書名 著者名 出版者 所在 資料ID 請求記号

1 背高泡立草　（芥川賞） 古川真人 集英社 1F 0542326 913.6/F93

2 デッドライン 千葉雅也 新潮社 1F 0542758 913.6/C42 

3 熱源　（直木賞）（本屋大賞5位） 川越宗一 文藝春秋 1F 0541523 913.6/Ka92

4 落日 湊かなえ 角川春樹事務所 1F 0541525 913.6/Mi39

5 流浪の月　（本屋大賞） 凪良ゆう 東京創元社 1F 0541541 913.6/N26

6 ライオンのおやつ　（2位） 小川糸 ポプラ社 1F 0541792 913.6/O24 

7 線は、僕を描く　（3位） 砥上裕將 講談社 1F 0541402 913.6/To21

8 ノースライト　（4位） 横山秀夫 新潮社 1F 0540145 913.6/Y79

9 medium : 霊媒探偵城塚翡翠　（6位） 相沢沙呼 講談社 1F 0542409 913.6/A26

10 夏物語　（7位） 川上未映子 文藝春秋 1F 0541401 913.6/Ka94



11 アーモンド　（本屋大賞翻訳部門）
ソン・ウォンピョン著/矢島暁子
訳 祥伝社 1F 0541331 929.13/So41

12 掃除婦のための手引き書 : ルシア・ベルリン作品集　（2位）
ルシア・ベルリン著/岸本佐知
子訳 講談社 1F 0542243 933.7/B38

13 三体　（3位） 劉慈欣著/大森望ほか訳 早川書房 1F 0541293 923.7/R98

14 ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー　（ノンフィクション大賞2019）ブレイディみかこ 新潮社 特別展示（2F） 0541303 376.333/B71

15 東京貧困女子。 : 彼女たちはなぜ躓いたのか 中村淳彦 東洋経済新報社 特別展示（2F） 0541060 367.213/N37

16 安楽死を遂げた日本人 宮下洋一 小学館 リハ2 0540931 490.154/Mi83 

17 吃音 : 伝えられないもどかしさ 近藤雄生 新潮社 リハ2 0540826 496.9/Ko73

18 ストーカーとの七〇〇日戦争 内澤旬子 文藝春秋 1F 0541404 916/U25

19 オーバーストーリー　（ピュリッツアー賞）
リチャード・パワーズ著/木原善
彦訳 新潮社 1F 0541855 933.7/P87


