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新型コロナ流行

資料ID タイトル 責任表示 出版者 出版日付 請求記号

0002709042 感染症 (ビジュアル博物館:84)
Ward, Brian R. / DeSalle, Rob / 唐
木, 利朗 同朋舎 2001.1 403.8/BI/84

0001065434 衛生化学・公衆衛生学マニュアル 第2版 中澤, 泰男(1926-) / 濱田, 昭 南山堂 1992.3 498/NA

0003012753 院内感染防止手順 : すぐ実践できる 第2版

倉辻, 忠俊 / 吉倉, 廣(1938-) / 宮崎,
久義 / 切替, 照雄 / 山西, 文子 / 平
出, 朝子 メヂカルフレンド社 2006.10 498.6/KU

0002872013 世界を脅かす感染症とどう闘うか (別冊日経サイエンス:143) 日経サイエンス編集部 日経サイエンス 2003.11 405/NI

0002792627 感染症の調査と危機管理のためのマニュアル [1]
東京都衛生局医療福祉部結核感染
症課 東京都衛生局 2000.5 493.8/TO

0002792618 東京都感染症マニュアル 改訂版

東京都衛生局医療福祉部結核感染
症課 / 東京都新たな感染症対策委
員会 東京都政策報道室 2000.3 493.8/TO

0002808371 一目でわかる微生物学と感染症

Gillespie, Stephen H. / Gillespie,
Janet P. / 山本, 直樹 / 山岡, 昇司 /
堀内, 三吉 / 山本, 典生(感染症) /
寺嶋, 一夫 / 斉藤, 直人

メディカル・サイエ
ンス・インターナ
ショナル 2002.1 493.8/GI

0002550398 殺菌・消毒マニュアル カラー版(第8刷)
殺菌・消毒マニュアル編集委員会
/ 都築, 正和 医歯薬出版 1998.4 491.72/SA

0003288391 感染症キャラクター図鑑 : 気になるあの病気から自分を守る! 岡田, 晴恵(1963-) / いとう, みつる 日本図書センター 2016.1 493.8/KA

0002440851 マンガ免疫学 : 「細胞」がつくる「自己」の世界
萩原, 清文(1971-) / 多田, 富雄
(1934-2010) / 谷口, 維紹(1948-) 哲学書房 1996.4 491.8/HA

0002607963 初学者のための免疫学問答 改訂7版 矢田, 純一(1934-) 中外医学社 1997.7 491.8/YA
0001715975 免疫 : からだを護る不思議なしくみ 矢田, 純一(1934-) 東京化学同人 1987.12 491.8/YA
0003362785 人が病気で死ぬワケを考えてみた : ねじ子の医療絵図 森皆, ねじ子 主婦と生活社 [2014.11] 492/MO

0003331299 キャラ勉!抗菌薬データ 黒山,政一 / 小原, 美江 / 村木, 優一 羊土社 2017.10 493.8/KU
0003232826 絵でわかる免疫 安保, 徹(1947-) 講談社 2001.6 491.8/AB
0002583708 からだと免疫のしくみ (入門ビジュアルサイエンス) 上野川, 修一(1942-) 日本実業出版社 1996.1 491.8/KA
0002671641 したたかなウイルスたち (ポピュラーサイエンス:224) 生田, 和良(1950-) 裳華房 2000.8 491.77/IK

0002886884 感染症の科学 : うつるしくみと予防 (メディカルサイエンスシリーズ:1) 宮地, 勇人(1956-) 東海大学出版会 2004.5 493.8/MI

目で見る感染症

今知りたい　感染症のこと、　疫病流行の歴史と私たちの生活
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0002786512 見えざる敵ウイルス : その自然誌
Crawford, Dorothy H. / 寺嶋, 英志
(1941-) 青土社 2002.11 491.77/CR



3/5

資料ID タイトル 責任表示 出版者 出版日付 請求記号
0002980556 動物ウイルスが人間を襲う! : エイズ、鳥インフルエンザ、サーズ… 中島, 捷久 / 澤井, 仁(1943-) PHP研究所 2006.12 491.77/NA
0002706407 科学者として 新井, 秀雄 幻冬舎 2000.11 491.7/AR

0003063652 強毒性新型インフルエンザの脅威 増補新版

岡田, 晴恵(1963-) / 速水, 融(1929-
) / 立川, 昭二(1927-) / 田代, 眞人
(1948- ) 藤原書店 2009.3 493.87/OK

0002657990 インフルエンザウイルスを追う (Newton science series) Kolata, Gina. / 淵脇, 耕一 ニュートンプレス 2000.8 493.87/KO
0002670993 インフルエンザの流行は警告する 栗村, 敬(1933-) 化学同人 1999.3 493.8/KU

0002673118 四千万人を殺したインフルエンザ : スペイン風邪の正体を追って
Davies, Pete, 1959- / 高橋, 健次
(1937-) 文藝春秋 1999.11 493.87/DA

0003045850 史上最悪のインフルエンザ : 忘れられたパンデミック 新装版
Crosby, Alfred W. / 西村, 秀一
(1955-) みすず書房 2009.1 493.87/CR

0002960385 病が語る日本史 酒井, シヅ(1935-) 講談社 2002.5 490.21/SA

0002930074 感染爆発 : 鳥インフルエンザの脅威
Davis, Mike, 1946- / 柴田, 裕之
(1959-) / 斉藤, 隆央(1967-) 紀伊國屋書店 2006.3 493.87/DA

0002695990 カミング・プレイグ : 迫りくる病原体の恐怖 下
Garrett, Laurie / 野中, 浩一(1954-)
/ 大西, 正夫(1946-) / 山内, 一也 河出書房新社 2000.11 493.8/GA/2

0002695981 カミング・プレイグ : 迫りくる病原体の恐怖 上
Garrett, Laurie / 野中, 浩一(1954-)
/ 大西, 正夫(1946-) / 山内, 一也 河出書房新社 2000.11 493.8/GA/1

0002112914 病気の社会史 : 文明に探る病因 (NHKブックス:152) 立川, 昭二(1927-) 日本放送出版協会 1971.12 080/NH/152
0002782934 忍び寄るバイオテロ (NHKブックス:961) 山内, 一也 / 三瀬, 勝利(1938-) 日本放送出版協会 2003.2 080/NH/961
0002929811 感染症は世界史を動かす (ちくま新書:580) 岡田, 晴恵(1963-) 筑摩書房 2006.2 493.8/OK
0002980467 インフルエンザ危機 (クライシス) (集英社新書:0313I) 河岡, 義裕 集英社 2005.10 493.87/KA

0002680711 感染症の時代 : エイズ、O157、結核から麻薬まで (講談社現代新書:1523) 井上, 榮 講談社 2000.10 493.8/IN

0003077058 パンデミックとたたかう (岩波新書:新赤版 1219)
押谷, 仁(1959-) / 瀬名, 秀明(1968-
) 岩波書店 2009.11 080/IW-4/1219

0003129155 感染症と文明 : 共生への道 (岩波新書:新赤版 1314) 山本, 太郎(1964-) 岩波書店 2011.6 080/IW-4/1314
0002769100 ヒトは細菌に勝てるのか (丸善ライブラリー:344) 吉川, 昌之介(1934-) 丸善 2001.7 491.7/YO

0002825247 感染症とたたかう : インフルエンザとSARS (岩波新書:新赤版 870)
岡田, 晴恵(1963-) / 田代, 眞人
(1948- ) 岩波書店 2003.12 080/IW-4/870

0001818275 現代ウイルス事情 : インフルエンザからエイズまで (岩波新書:新赤版 224) 畑中, 正一(1933-) 岩波書店 1992.4 080/IW-4/224

0001810644 インフルエンザ : 人類最後の大疫病 (岩波新書:黄版 42)

Beveridge, W. I. B. (William Ian
Beardmore), 1908- / 林, 雄次郎
(1920-) 岩波書店 1978.3 080/IW-3/42

0001812317 ペスト大流行 : ヨーロッパ中世の崩壊 (岩波新書:黄版 225) 村上, 陽一郎(1936-) 岩波書店 1983.3 080/IW-3/225

人類は疫病と共に



4/5

0003024753 流行性感冒 : 「スペイン風邪」大流行の記録 (東洋文庫:778) 内務省衛生局 平凡社 2008.9 080/TO/778
0003036753 北里柴三郎 : 熱と誠があれば (ミネルヴァ日本評伝選) 福田, 眞人(1951-) ミネルヴァ書房 2008.10 289.1/MI/64

0002603385 疫病の時代
酒井, シヅ(1935-) / 村上, 陽一郎
(1936-) 大修館書店 1999.2 493.8/SA

0002685154 銃・病原菌・鉄 : 一万三〇〇〇年にわたる人類史の謎 上
Diamond, Jared M. / 倉骨, 彰
(1947-) 草思社 2000.10 204/DI/1

0002685163 銃・病原菌・鉄 : 一万三〇〇〇年にわたる人類史の謎 下
Diamond, Jared M. / 倉骨, 彰
(1947-) 草思社 2000.10 204/DI/2
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0001783786 ホット・ゾーン
Preston, Richard, 1954- / 高見, 浩
(1941-) 飛鳥新社 1994.12 936/PR/1

0001783795 ホット・ゾーン
Preston, Richard, 1954- / 高見, 浩
(1941-) 飛鳥新社 1994.12 936/PR/2

0002429558 エボラ : 殺人ウイルスが初めて人類を襲った日
ウィリアム・T.クロ-ズ / Close,
William T. / 羽生, 真 文芸春秋 1995.10 933/CL

0003365133 ペスト 改版 (新潮文庫:カ-2-3)
Camus, Albert, 1913-1960 / 宮崎,
嶺雄(1908-1980) 新潮社 2004.1 953/CA

0003365124 首都感染 (講談社文庫:[た-110-3]) 高嶋, 哲夫(1949-) 講談社 2013.11 913.6/TA

0001657094 ロンドン・ペストの恐怖 (地球人ライブラリー:004)
Defoe, Daniel, 1661?-1731 / 栗本,
慎一郎(1941-) 小学館 1994.7 936/DE

0002598192 デフォー/スウィフト (筑摩世界文學大系:20)

Defoe, Daniel, 1661?-1731 / Swift,
Jonathan, 1667-1745 / 平井, 正穂
(1911-) / 中野, 好夫(1903-1985) 筑摩書房 1974.5 908/CH/20

0003238328 コレラの時代の愛 (Obra de García Márquez:1985)
García Márquez, Gabriel, 1928- /
木村, 栄一(1943-) 新潮社 2006.10 963/GA

0003358914 世界史を変えた13の病
Wright, Jennifer Ashley, 1986- / 鈴
木, 涼子(翻訳者) 原書房 2018.9 490.21/WR

0003244380 医学探偵の歴史事件簿 ファイル2 (岩波新書:新赤版 1474, 1529) 小長谷, 正明(1949-) 岩波書店 2014.2- 080/IW-4/1529

資料ID タイトル 責任表示 出版者 出版日付 請求記号

0003201198 ウェブ社会のゆくえ : 「多孔化」した現実のなかで (NHKブックス:1207) 鈴木, 謙介(1976-) NHK出版 2013.8 080/NH/1207
0003251965 鈴木さんにも分かるネットの未来 (岩波新書:新赤版 1551) 川上, 量生(1968-) 岩波書店 2015.6 080/IW-4/1551
0001805670 うわさと誤報の社会心理 (NHKブックス:562) 広井, 脩(1946-) 日本放送出版協会 1988.11 080/NH/562
0003339580 流言のメディア史 (岩波新書:新赤版 1764) 佐藤, 卓己(1960-) 岩波書店 2019.3 080/IW-4/1764
0002484826 人と人との快適距離 : パ-ソナル・スペ-スとは何か (NHKブックス:605||605) 渋谷, 昌三 日本放送出版協会 1990.10 080/NH/605

0003135144 本当にわかる社会学 : フシギなくらい見えてくる!

現代位相研究所 / 堀内, 進之介
(1977-) / 大河原, 麻衣(1979-) / 山
本, 祥弘(1978-) / 塚越, 健司(1984-
) 日本実業出版社 2010.4 361/GE

資料ID タイトル 責任表示 出版者 出版日付 請求記号
0001558318 水木しげるの妖怪事典 続 水木, しげる(1924-) 東京堂出版 1981.9-1984388.1/MI/2
0003229543 妖怪図譜 : 江戸の化物大集合 (別冊太陽. 日本のこころ:219) 竹内, 清乃 / 安村, 敏信(1953-) 平凡社 2014.7 721/TA

あたらしい生活様式

疫病　退散！
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