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ミニ展示チラシ No.１7 

香川県立図書館ビジネス情報・しごと応援コーナー  

ミニ展示「新型コロナウイルスで変わる経済・社会」 
 

ビジネス情報・しごと応援コーナーでは、ビジネスやしごとに関連するテーマで、資料のミニ展示

を行っています。第 17 回目は「新型コロナウイルスで変わる経済・社会」です。 

急速な勢いで広がり、世界を震撼させた新型コロナウイルスは、暮らしに停滞を引き起こすだけで

なく、経済・社会への大きな変革を迫っています。 

この展示では、「新型コロナウイルス感染症」「感染症の歴史」「経済・社会への影響と展開」 

「企業・職場の新型コロナウイルスへの対応」「テレワーク」の 5つのテーマのもとに集めた資料を

紹介して、新型コロナウイルスや過去の感染症について学び、この感染症がもたらす経済・社会への

影響を知るとともに、コロナ後の社会のあり様について考えるための情報提供を行います。 

 

このチラシには一部の資料を掲載しています。展示資料は全て貸出ができます。 

展示期間：令和 2(２０20)年８月４日(火)～１０月４日(日) 

 

○ 新型コロナウイルス感染症 
タイトル 著者 出版者 発行年月 資料番号 請求記号 

世界一わかりやすい新型コロナウイルス徹底防御 BOOK 

（寺嶋 毅／監修 -- 宝島社 -- ２０２０．７） 
1110359682 4986/T18/2 

新型コロナの正体－日本はワクチン戦争に勝てるか!? 

（森下 竜一／著 -- ビジネス社 -- ２０２０．６） 
1110347067 4986/M17/ 

新型コロナはいつ終わるのか? 

（新型コロナ研究班／著 -- 宝島社 -- ２０２０．６） 
1110353008 4986/S20/ 

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） 
1110315643 4986/H11/1-2 

特集：解明進む 新型コロナウイルス 

（日経サイエンス 日経サイエンス 2020 年 8 月号） 
1204918021 雑誌は請求記号なし 

特集：パンデミック 

（日経サイエンス 2020 年 7 月号） 
1204911513 雑誌は請求記号なし 

特集：コロナ特効薬を探せ 

（Ｎｅｗｓｗｅｅｋ（日本版）2020 年 5 月 26 日号） 
1204910069 雑誌は請求記号なし 

 

○感染症の歴史 
タイトル 著者 出版者 発行年月 資料番号 請求記号 

ビジュアルパンデミック・マップ－伝染病の起源・拡大・根絶の歴史 

（サンドラ・ヘンペル／著 -- 日経ナショナルジオグラフィック社 -- ２０２０．３） 
1110280912 4938/H11/ 

世界史を変えた 13 の病 

（ジェニファー・ライト／著 -- 原書房 -- ２０１８．９） 
1110060041 4902/W2/ 

病いと癒しの人間史－ペストからエボラウイルスまで 

（岡田晴恵／著 -- 日本評論社 -- ２０１５．１０） 
1109325967 4938/O9/13 
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○ 経済・社会への影響と展開 
タイトル 著者 出版者 発行年月 資料番号 請求記号 

コロナ大不況後、日本は必ず復活する 

（高橋 洋一／著 -- 宝島社 -- ２０２０．６） 
1110346853 33210/T58/9 

コロナショック・サバイバル－日本経済復興計画 

（冨山 和彦／著 -- 文藝春秋 -- ２０２０．５） 
1110337936 33210/T70/3 

「2020」後新しい日本の話をしよう 

（河合 雅司／著 -- 講談社 -- ２０２０．５） 
1110350541 33431/K10/7 

特集：コロナ雇用崩壊 

（週刊東洋経済 2020 年 6 月 27 日号） 
1204916694 雑誌は請求記号なし 

特集：コロナ倒産連鎖 「衣・食・泊」存亡ランキング 

（週刊ダイヤモンド 2020 年 6 月 20 日号） 
1204915936 雑誌は請求記号なし 

特集：コロナ不況に勝つ最新ミクロ経済学 

（Ｎｅｗｓｗｅｅｋ（日本版）2020 年 6 月 2 日号） 
1204910440 雑誌は請求記号なし 

特集：ニューノーマル これから世界で起こること 

（日経ビジネス 2020 年 5 月 25 日号） 
1204911596 雑誌は請求記号なし 

特集：所得崩壊 年収 2 割減も現実に 

（日経ビジネス 2020 年 5 月 18 日号） 
1204908634 雑誌は請求記号なし 

特集：特集：ポストコロナを生き抜く 日本への提言 

（Ｎｅｗｓｗｅｅｋ（日本版）2020 年 5 月 5・12 日号） 
1204906182 雑誌は請求記号なし 

特集：コロナ危機後の世界経済 

（Ｎｅｗｓｗｅｅｋ（日本版）2020 年 4 月 7 日号） 
1204895104 雑誌は請求記号なし 

 

○ 企業・職場の新型コロナウイルスへの対応 
タイトル 著者 出版者 発行年月 資料番号 請求記号 

コロナ危機を生き残る!－資金繰りが不安な事業者必見!! 

（小山 晃弘／監修 -- ゴマブックス -- ２０２０．６） 
1110347489 33682/K15/ 

新型コロナ危機下の企業法務部門 

（経営法友会／編 -- 商事法務 -- ２０２０．６） 
1110362736 33500/H26/2 

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） 
1110321468 4988/K17/4 

 

○ テレワーク 
タイトル 著者 出版者 発行年月 資料番号 請求記号 

これからのテレワーク－新しい時代の働き方の教科書 

（片桐 あい／著 -- 自由国民社 -- ２０２０．６） 
1110347497 33600/K79/ 

すごいテレワーク－アイデア&成果を 2 倍にする方法 

（福山 誠一郎／著 -- PHP研究所 -- ２０２０．６） 
1110351416 33620/F2/ 

できるテレワーク入門－在宅勤務の基本が身に付く本 

（法林 岳之／著 -- インプレス -- ２０２０．６） 
1110351408 33657/H10/ 

 

令和２年 7月作成 (香川県立図書館ビジネス情報・しごと応援担当 Tel:087-868-0567) 


