ＬＣセンター特集展示

知りたい!感染症
2020年6月17日（水）～8月1日（土）
書名

請求記号

資料ＩＤ

1

人類vs感染症 / 岡田晴恵著. -- 岩波書店, 2004. -- (岩波ジュニア新書 ; 491).

081/Ij/491

040035263

2

ウイルスってなんだろう / 岡田吉美著. -- 岩波書店, 2005. -- (岩波ジュニア新書 ; 503).

081/Ij/503

050004274

3

現代の感染症 コレラから肝炎、エイズまで ブルーバックス B738 / 今西二郎/著. -- 講談社.

081/BB/738

880032818

4

ウイルスは生物をどう変えたか : 進化の演出者・ウイルスの世界を探る / 畑中正一/著. -- 講談社. -- (ブ
081/BB/949
ルーバックス ; 949).

920044930

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 / 河岡義裕, 堀本研子著. -- 講談社, 2009. -(ブルーバックス ; B-1647).

081/Bb/1647

090019209

6

新しいウイルス入門 : 単なる病原体でなく生物進化の立役者? / 武村政春著. -- 講談社, 2013. -- (ブルー
081/Bb/1801
バックス ; B-1801).

130002959

7

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 / 武村政春著. -- 講談社, 2017. -- (ブ
081/Bb/2010
ルーバックス ; B-2010).

170005375

8

細菌の逆襲 : ヒトと細菌の生存競争 / 吉川昌之介/著. -- 中央公論社. -- (中公新書 ; 1234).

081/Cs/1234

950003210

9

感染症 : 広がり方と防ぎ方 / 井上栄著. -- 中央公論新社, 2006. -- (中公新書 ; 1877).

081/Cs/1877

070000625

10

感染症の中国史 : 公衆衛生と東アジア / 飯島渉著. -- 中央公論新社, 2009. -- (中公新書 ; 2034).

081/Cs/2034

090031212

11

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/著. -- 岩波.

081/IS-K/225

850014226

12

現代の感染症 / 相川正道,永倉貢一/著. -- 岩波書店. -- (岩波新書 ; 新赤版513).

081/IS-R/513

970017950

13

感染症とたたかう : インフルエンザとSARS / 岡田晴恵, 田代眞人著. -- 岩波書店, 2003. -- (岩波新書 ;
081/Is-R/870
新赤版 870).

040001067

14

新型インフルエンザ : 世界がふるえる日 / 山本太郎著. -- 岩波書店, 2006. -- (岩波新書 ; 新赤版 1035).081/Is-R/1035 060042132

15

ウイルスvs.人体 / 山本三毅夫,山本直樹/著. -- 講談社. -- (講談社現代新書 ; 1370).

081/KS/1370

970026977

16

微生物 vs.人類 : 感染症とどう戦うか / 加藤延夫著. -- 講談社, 2005. -- (講談社現代新書 ; 1771).

081/Ks/1771

040036600

17

厚労省と新型インフルエンザ / 木村盛世著. -- 講談社, 2009. -- (講談社現代新書 ; 2026).

081/Ks/2026

090031253

18

ウイルスは生きている / 中屋敷均著. -- 講談社, 2016. -- (講談社現代新書 ; 2359).

081/Ks/2359

160004214

19

ウイルスは悪者か : お侍先生のウイルス学講義 / 高田礼人著. -- 亜紀書房, 2018.

465.8/Ta 28

190000844

20

ヒトは細菌に勝てるのか / 吉川昌之介著. -- 丸善, 2001. -- (丸善ライブラリー ; 344).

491.7/Y 89

010014215

21

最新ウイルスと感染のしくみ / 生田哲著. -- 日本実業出版社, 2001. -- (入門ビジュアルサイエンス).

491.77/I 39

010031193

22

猛威をふるう「ウイルス・感染症」にどう立ち向かうのか / 河岡義裕, 今井正樹監修. -- ミネルヴァ書房,
491.77/Mo 18
2018. -- (Minerva excellent series ; 2 . サイエンスnow!).

180013179

23

ウイルスと人間 / 山内一也著. -- 岩波書店, 2005. -- (岩波科学ライブラリー ; 104).

050012566

24

新型・殺人感染症 : SARSも鳥インフルエンザもほんの始まりにすぎない / エリノア・レビー, マーク・フィ
493.8/L 57
シェッティ著 ; 日向やよい訳. -- 日本放送出版協会, 2004.

050042514

25

パンデミック・シミュレーション : 感染症数理モデルの応用 / 大日康史, 菅原民枝著. -- 技術評論社,
2009. -- (tanQブックス ; 1).

090017468

26

感染爆発 : 鳥インフルエンザの脅威 / マイク・デイヴィス著 ; 柴田裕之, 斉藤隆央訳. -- 紀伊國屋書店,
493.87/D 46
2006.

090008350

27

日本を襲ったスペイン・インフルエンザ : 人類とウイルスの第一次世界戦争 / 速水融著. -- 藤原書店

493.87/H 47

200002608

28

インフルエンザ大流行の謎 / 根路銘国昭著. -- 日本放送出版協会, 2001. -- (NHKブックス ; 907).

493.87/N 65

000036327

29

グローバル時代のウイルス感染症 / 西條政幸編著. -- 日本医事新報社, 2019.

493.87/Sa 19

190002295

30

インフルエンザ : 新型ウイルスの脅威 / 菅谷憲夫著. -- 丸善, 1999. -- (丸善ライブラリー ; 308).

493.87/Su29

000007211

31

インフルエンザ・ハンター : ウイルスの秘密解明への100年 / ロバート・ウェブスター[著]. -- 岩波書店,
493.87/W 52
2019.

190000687

491.77/Y 46

493.8/O 57

