
1 情報リテラシー

書名 著者名 出版者 出版年 資料コード

1 インターネットの心理学 パトリシア・ウォレス著 NTT出版 2001.9 5100018992

2 情報って何だろう 岩波ジュニア新書 457 春木 良且著 岩波書店 2004.1 5000065028

3
リスクのモノサシ 安全・安心生活はありう
るか NHKブックス 1063

中谷内 一也著 日本放送出版協会 2006.7 5000160225

4
安全。でも、安心できない… 信頼をめぐる
心理学 ちくま新書 746

中谷内 一也著 筑摩書房 2008.1 5000090760

5 疑う力、信じる力 斎藤 広達著 中経出版 2009.7 5000118264

6
ダメ情報の見分けかた メディアと幸福につ
きあうために 生活人新書 334

荻上 チキ著 日本放送出版協会 2010.12 5000097146

7
図書館活用術 情報リテラシーを身につけ
るために 新訂第3版

藤田 節子著 日外アソシエーツ 2011.1 5100173888

8
自分のアタマで考えよう 知識にだまされな
い思考の技術

ちきりん著 ダイヤモンド社 2011.1 5000108794

9
こうして世界は誤解する ジャーナリズムの
現場で私が考えたこと

ヨリス・ライエンダイク著 英治出版 2011.12 5000182427

10
有事対応コミュニケーション力 生きる技術!
叢書

岩田 健太郎著 技術評論社 2011.12 5100281483

11
予測できた危機をなぜ防げなかったのか?
組織・リーダーが克服すべき3つの障壁

マックス・H.ベイザーマン著東洋経済新報社 2011.12 5100173789

12
窓をひろげて考えよう 体験!メディアリテラ
シー 第2版

下村 健一著 かもがわ出版 2011.2 5100788388

13
社会の真実の見つけかた 岩波ジュニア新
書 673

堤 未果著 岩波書店 2011.2 5000066281

14
検証東日本大震災の流言・デマ 光文社新
書 518

荻上 チキ著 光文社 2011.5 5000094499

15 うわさとデマ 口コミの科学 ニコラス・ディフォンツォ著講談社 2011.6 5000159524

16
「過情報」の整理学 見極める力を鍛える
中公選書 008

上野 佳恵著 中央公論新社 2012.1 5100276517

17
たったひとつの「真実」なんてない メディア
は何を伝えているのか? ちくまプリマー新
書 221

森 達也著 筑摩書房 2014.11 5100535839

18
ゴミ情報の海から宝石を見つけ出す これ
からのソーシャルメディア航海術

津田 大介著 PHP研究所 2014.2 5100510535

19
10代からの情報キャッチボール入門 使え
るメディア・リテラシー

下村 健一著 岩波書店 2015.4 5100746568

20
僕らが毎日やっている最強の読み方 新
聞・雑誌・ネット・書籍から「知識と教養」を
身につける70の極意

池上 彰著 東洋経済新報社 2016.12 5100607604

21
新聞の正しい読み方 情報のプロはこう読
んでいる!

松林 薫著 NTT出版 2016.3 5100566388

22
想像力のスイッチを入れよう 世の中への
扉

下村 健一著 講談社 2017.1 5100745248

23 芸人式新聞の読み方 プチ鹿島著 幻冬舎 2017.3 5100675452

企画展示「この情報、信じていいの？自分の頭で考える2」展示本リ
スト



24
「ポスト真実」時代のネットニュースの読み
方

松林 薫著 晶文社 2017.3 5100639334

25 フェイクニュースの見分け方 新潮新書 721 烏賀陽 弘道著 新潮社 2017.6 5100630929

26 調べるチカラ 「情報洪水」を泳ぎ切る技術 野崎 篤志著 日本経済新聞出版社2018.1 5100676849

27
その情報、本当ですか? ネット時代の
ニュースの読み解き方 岩波ジュニア新書
866

塚田 祐之著 岩波書店 2018.2 5100698082

28
ファクトチェックとは何か 岩波ブックレット
No.982

立岩 陽一郎著 岩波書店 2018.4 5100669166

29
本質をつかむ聞く力 ニュースの現場から
ちくまプリマー新書 299

松原 耕二著 筑摩書房 2018.6 5100681062

30 必要な情報を手に入れるプロのコツ 喜多 あおい著 祥伝社 2018.8 5100709970

31
危機対策必携マニュアル 天災・人災・戦災
に備える

矢野 義昭著 勉誠出版 2018.8 5100698843

32 心と行動の科学 別冊日経サイエンス 236 日経サイエンス編集部編日経サイエンス 2019.12 5100726511

33
その情報はどこから? ネット時代の情報選
別力

猪谷 千香著 筑摩書房 2019.2 5100694081

34 図解眠れなくなるほど面白い社会心理学 亀田 達也監修 日本文芸社 2019.9 5100757201

35 なぜ、人は操られ支配されるのか 西田 公昭著 さくら舎 2019.9 5100723864

36
Think Smart 間違った思い込みを避けて、
賢く生き抜くための思考法

ロルフ・ドベリ著 サンマーク出版 2020.1 5100738722

37
まどわされない思考 非論理的な社会を批
判的思考で生き抜くために

デヴィッド・ロバート・グライムス著KADOKAWA 2020.3 5100759033

38
ステレオタイプの科学 「社会の刷り込み」
は成果にどう影響し、わたしたちは何がで
きるのか

クロード・スティール著 英治出版 2020.4 5100759025

39
アフターソーシャルメディア 多すぎる情報と
いかに付き合うか

法政大学大学院メディア環境設計研究所編日経BP 2020.6 5100775567

40
窓をひろげて考えよう 体験!メディアリテラ
シー

下村 健一著 かもがわ出版 2020.7 5100740942

2 ヘルスリテラシー

書名 著者名 出版者 出版年 資料コード

1
メディア・バイアス あやしい健康情報とニセ
科学 光文社新書 298

松永 和紀著 光文社 2007.4 5000093327

2
食のリスク学 氾濫する「安全・安心」をよみ
とく視点

中西 準子著 日本評論社 2010.1 5100219574

3 ニセ科学を10倍楽しむ本 山本 弘著 楽工社 2010.3 5100161651

4
もうダマされないための「科学」講義 光文
社新書 541

菊池 誠著 光文社 2011.9 5000150648

5
「リスク」の食べ方 食の安全・安心を考える
ちくま新書 982

岩田 健太郎著 筑摩書房 2012.1 5000240712

6
医学的根拠とは何か 岩波新書 新赤版
1458

津田 敏秀著 岩波書店 2013.11 5100501575

7
健康・医療の情報を読み解く 健康情報学
への招待 第2版 京大人気講義シリーズ

中山 健夫著 丸善出版 2014.4 5100699395



8
病気になるサプリ 危険な健康食品 幻冬舎
新書 さ-11-1

左巻 健男著 幻冬舎 2014.7 5100631299

9
効かない健康食品 危ない自然・天然 光文
社新書 885

松永 和紀著 光文社 2017.5 5100633873

10
だまされない 健康に関する「常識」は間違
いだらけ

鎌田 實著 KADOKAWA 2018.2 5100672632

11
健康を食い物にするメディアたち ネット時
代の医療情報との付き合い方 ディスカ
ヴァー携書 195

朽木 誠一郎著 ディスカヴァー・トゥエンティワン2018.3 5100688208

12
健康食品・サプリそのネーミングにだまされ
てますよ ワニブックス|PLUS|新書 263

若村 育子著 ワニ・プラス 2019.6 5100746444

13
医療情報を見る、医療情報から見る エビ
デンスと向き合うための10のスキル

青島 周一著 金芳堂 2020.1 5100744019

3 感染症と人類

書名 著者名 出版者 出版年 資料コード

1 クロニック世界全史 樺山 紘一ほか編集 講談社 1994.11 5100092799

2
銃・病原菌・鉄 上 一万三〇〇〇年にわた
る人類史の謎

ジャレド・ダイアモンド著草思社 2000.1 5100058451

3
銃・病原菌・鉄 下 一万三〇〇〇年にわた
る人類史の謎

ジャレド・ダイアモンド著草思社 2000.1 5100058469

4 人類vs感染症 岩波ジュニア新書 491 岡田 晴恵著 岩波書店 2004.12 5000067081

5
病魔という悪の物語 チフスのメアリー ちく
まプリマー新書 031

金森 修著 筑摩書房 2006.3 5100759041

6
黒死病 ペストの中世史 INSIDE
HISTORIES

ジョン・ケリー著 中央公論新社 2008.11 5100195261

7
進化から見た病気 「ダーウィン医学」のす
すめ ブルーバックス B-1626

栃内 新著 講談社 2009.1 5000084573

8 医学の歴史 ルチャーノ・ステルペローネ著原書房 2009.11 5100073658

9 Disease 人類を襲った30の病魔 Mary Dobson著 医学書院 2010.1 5100278067

10
感染症と文明 共生への道 岩波新書 新赤
版 1314

山本 太郎著 岩波書店 2011.6 5000195684

11
ビジュアル1001の出来事でわかる世界史
NATIONAL GEOGRAPHIC

ダン・オトゥールほか著 日経ナショナルジオグラフィック社2012.2 5000183102

12
人類と病 国際政治から見る感染症と健康
格差 中公新書 2590

詫摩 佳代著 中央公論新社 2020.4 5100757193

13 危機と人類 上 ジャレド・ダイアモンド著日本経済新聞出版社2019.10 5100735934

14 危機と人類 下 ジャレド・ダイアモンド著日本経済新聞出版社2019.10 5100735942

15
暴力と不平等の人類史 戦争・革命・崩壊・
疫病

ウォルター・シャイデル著東洋経済新報社 2019.6 5100730125

4 感染症とウィルス

書名 著者名 出版者 出版年 資料コード



1
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 晴恵監修 日本図書センター 2016.1 5100586717

2
恐怖の病原体図鑑 ウイルス・細菌・真菌完
全ビジュアルガイド

トニー・ハート著 西村書店 2006.7 5100073203

3
「抗体医薬」と「自然免疫」の驚異 新・現代
免疫物語 ブルーバックス B-1633

岸本 忠三著 講談社 2009.3 5000070101

4

新型インフルエンザの基礎知識。 14歳か
ら理解できる、迫りくる本当の危機!
MAGAZINE HOUSE 45 MINUTES SERIES
#06

池上 彰著 マガジンハウス 2009.1 5000077585

5
インフルエンザパンデミック 新型ウイルス
の謎に迫る ブルーバックス B-1647

河岡 義裕著 講談社 2009.9 5000070119

6
ウイルス!細菌!カビ!原虫! 微生物のことがよ
くわかる「20」の話

ヘールト・ブーカールト作くもん出版 2010.5 5000061654

7
ぼくのかわいい病原体 ライトノベルでざっく
り学べる感染病原体入門

夏 緑著 中外医学社 2011.6 5000119536

8
ウイルスと地球生命 岩波科学ライブラリー
192

山内 一也著 岩波書店 2012.4 5000222660

9 マンガでわかる免疫学 河本 宏著 オーム社 2014.6 5100545333

10
ウイルス・細菌の図鑑 感染症がよくわかる
重要微生物ガイド 知りたい!サイエンス
ILLUSTRATED 003

北里 英郎著 技術評論社 2016.1 5100751956

11
生物はウイルスが進化させた 巨大ウイル
スが語る新たな生命像 ブルーバックス B-
2010

武村 政春著 講談社 2017.4 5100635134

12
微生物の驚異 マイクロバイオームから多
剤耐性菌まで 別冊日経サイエンス 221

中西 真人編 日経サイエンス 2017.8 5100640639

13 ウイルス大感染時代 NHKスペシャル取材班著KADOKAWA 2017.10 5100647378

14
イラストでわかる微生物学超入門 病原微
生物の感染のしくみ

齋藤 光正著 南山堂 2018.1 5100676732

15
ウイルスの意味論 生命の定義を超えた存
在

山内 一也著 みすず書房 2018.12 5100752012

16 世界で一番美しい病原体と薬のミクロ図鑑 コリン・ソルター著 エクスナレッジ 2018.12 5100718740

17
美しい電子顕微鏡写真と構造図で見るウ
イルス図鑑101

マリリン・J.ルーシンク著創元社 2018.2 5100703577

18
猛威をふるう「ウイルス・感染症」にどう立ち
向かうのか MINERVA Excellent Series 2

河岡 義裕監修 ミネルヴァ書房 2018.2 5100751790

19 世にも危険な医療の世界史 リディア・ケイン著 文藝春秋 2019.4 5100719979

20
感染症 広がり方と防ぎ方 増補版 中公新
書 1877

井上 栄著 中央公論新社 2020.4 5100757177

4 新型コロナウィルス

書名 著者名 出版者 出版年 資料コード

1 キャラでわかる!はじめての感染症図鑑 岡田 晴恵著 日本図書センター 2020.4 5100753986

2 消毒と滅菌のガイドライン 2020年版 大久保 憲編集 へるす出版 2020.2 5100740124

3
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 暢康監修・編集 医療科学社 2020.3 5100752715



4
感染症ウイルス・細菌との闘い 別冊日経
サイエンス 238

中西 真人編 日経サイエンス 2020.4 5100745784

5
新型コロナウイルス緊急対策マニュアル こ
れでわが家の感染対策はバッチリ!

齋藤 勝裕編著 秀和システム 2020.4 5100746402

6 新型コロナウイルスの真実 ベスト新書 610 岩田 健太郎著 ベストセラーズ 2020.4 5100746451

7
図解新型コロナウイルス職場の対策マニュ
アル

亀田 高志著 エクスナレッジ 2020.4 5100746923

8
コロナと日本人 私たちはどう生きるか 文
春ムック

文藝春秋 2020.7 5100765782

9 日経サイエンス 2020.6月号 日経サイエンス社 5200112802

10 日経サイエンス 2020.5月号 日経サイエンス社 5200112307

11 日経サイエンス 2020.8月号 日経サイエンス社 5200120797

12 日経サイエンス 2020.7月号 日経サイエンス社 5200125101

13 日経サイエンス 2020.9月号 日経サイエンス社 5200121241

5 感染症と文学

書名 著者名 出版者 出版年 資料コード

1
世界文学全集 32 異邦人 ペスト 転落 誤
解

新潮社 1969 5100349983

2 いいなづけ 17世紀ミラ-ノ物語 アレッサンドロ・マンゾ-ニ 平川 祐弘 訳者   河出書房
1989

5100319499

3 小僧の神様・城の崎にて 改版 新潮文庫
志賀 直哉著 新潮社

2005.4
5000095587

4 隔離小屋 ジム・クレイス著 白水社
2010.6

5000167824

5 とにかくうちに帰ります 津村 記久子著 新潮社
2012.2

5000210129

6 生存者ゼロ 安生 正著 宝島社
2013.1

5000246487

7 封鎖 徳間文庫 せ4-2 仙川 環著 徳間書店
2013.7

5100667384

8 夏の災厄 角川文庫 し31-7 篠田 節子著 KADOKAWA
2015.2

5100753507

9 スカラムーシュ・ムーン 海堂 尊著 新潮社 2015.7 5100570869

10 復活の日 新装版 ハルキ文庫 こ1-32 小松 左京著 角川春樹事務所
2018.5

5100746618

11
北里柴三郎 上 雷と呼ばれた男 改版 新装
版 中公文庫 や32-5

山崎 光夫著 中央公論新社 2019.6 5100731495

12
北里柴三郎 下 雷と呼ばれた男 改版 新装
版 中公文庫 や32-6

山崎 光夫著 中央公論新社 2019.6 5100731487

13 月の落とし子 穂波 了著 早川書房
2019.11

5100752855


