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1 図書館の新型コロナ対策ガイド 吉井潤著 ⻘⼸社 2020 9784787200754

2 忖度しません 斎藤美奈⼦著 筑摩書房 2020 9784480815576

3
⾺⿅ブス貧乏な私たちを待つろくでもない近未来を迎
え撃つために書いたので読んでください。

藤森かよこ著 ベストセラーズ 2020 9784584139752

4
Before/Withコロナに⽣きる社会をみつめる2020年前
半

⼭⼝幹幸, ⾼⾒沢実編著 ; 磯友輝⼦ [ほ
か] 著

ロギカ書房 2021 9784909090546

5
定点観測新型コロナウイルスと私たちの社会 : 忘却さ
せない。⾵化させない。(2020年前半)

森達也編著 論創社 2020 9784846019518

6
定点観測新型コロナウイルスと私たちの社会 : 忘却さ
せない。⾵化させない。(2020年後半)

森達也編著 論創社 2021 9784846020156

7 コロナ対策各国リーダーたちの通信簿 栗⽥路⼦, プラド夏樹, ⽥⼝理穂ほか著 光⽂社 2021 9784334045166

8
コロナ禍における⽇⽶のNPO : 増⼤するニーズと悪化
する経営へのチャレンジ

柏⽊宏編著 明⽯書店 2020 9784750351148

9
これからはじめる在宅勤務制度 : 導⼊のステップと適
正な労務管理

毎熊典⼦著 中央経済社 2018 9784502271311

10 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 ⾃由国⺠社 2020 9784426126308

11 テレワークの「落とし⽳」とその対策 ⼩林剛著 ⼤空出版 2020 9784903175959

12
テレワーク時代の「⼼のケア」マネジメント : 労務管
理者必読 : テレワーカーが抱える重⼤リスクとその対
策

和⽥隆著 ⽅丈社 2020 9784908925672

13 コロナ移住のすすめ : 2020年代の⼈⽣設計 藻⾕ゆかり著 毎⽇新聞出版 2020 9784620326535

14 キャリアを創る : ⼥性のキャリア形成論⼊⾨ 天童睦⼦編 学⽂社 2021 9784762030925

15 パワハラ問題 : アウトの基準から対策まで 井⼝博著 新潮社 2020 9784106108785

16
⼥⼦学⽣のキャリアデザイン : ⾃分らしさとワークラ
イフバランス

野村康則, ⽵内雄司著 ⽔曜社 2021 9784880655048

17
読売新聞「シングルスタイル」編集⻑は、独⾝・ひと
り暮らしのページをつくっています。

森川暁⼦編著 中央公論新社 2020 9784120053580

18 どうして男は恋⼈より男友達を優先しがちなのか 桃⼭商事著 イースト・プレス 2021 9784781619453

19 ガラスの50代 酒井順⼦著 講談社 2020 9784065211212

20
コロナ禍の東京を駆ける : 緊急事態宣⾔下の困窮者⽀
援⽇記

稲葉剛, ⼩林美穂⼦, 和⽥靜⾹編 岩波書店 2020 9784000614412
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21 コロナ禍、貧困の記録 : 2020年、この国の底が抜けた ⾬宮処凛著 かもがわ出版 2021 9784780311556

22
⽇本が壊れる前に : 「貧困」の現場から⾒えるネオリ
ベの構造

中村淳彦, 藤井達夫著 亜紀書房 2020 9784750516639

23 ⼤阪ミナミの貧困⼥⼦ 村上薫, 川澄恵⼦著 宝島社 2021 9784299013552

24 新型コロナと貧困⼥⼦ 中村淳彦著 宝島社 2020 9784299006301

25
考える⼒を⾼めるキャリアデザイン⼊⾨ : なぜ⼤学で
学ぶのか

藤村博之編 有斐閣 2021 9784641165762

26 武漢⽀援⽇記 : コロナウイルスと闘った68⽇の記録 査瓊芳著 ; 宋春暁訳 岩波書店 2020 9784000614320

27 コロナの時代の歴史学 歴史学研究会編 績⽂堂出版 2020 9784881161364

28
レスキューナースが教える新型コロナ×防災マニュア
ル : コロナ禍で災害が起きても⽣き抜く!

辻直美著 扶桑社 2020 9784594086282

29 新型コロナウイルス ナースたちの現場レポート ⽇本看護協会出版会編集部編 ⽇本看護協会出版会 2021 9784818023253

30 コロナが加速する格差消費 : 分断される階層の真実 三浦展著 朝⽇新聞出版 2020 9784022950819

31
美しいボディラインをつくる⼥性の筋⼒トレーニング
解剖学

フレデリック・ドラヴィエ著 ; ⻑崎幸
雄, 清⽔章弘訳

⼤修館書店 2005 9784469265667

32
ピラティス&セレブヨガ : 2つのエクササイズで全⾝美
⼈になる!

⼭岡有美著 PHP研究所 2004 9784569636748

33
40歳からきれいな⾝体をつくる : 筋⼒をつけて、10歳
若く

⼭岡有美著 草思社 2000 9784794209738

34
新型コロナウイルス対策!職場の労働問題Q&A : 働くも
のと企業を守る

淺野⾼宏, 倉茂尚寛, 庄⼦浩平著 旬報社 2020 9784845116478

35 新型格差社会 ⼭⽥昌弘著 朝⽇新聞出版 2021 9784022951205

36
永寿総合病院看護部が書いた新型コロナウイルス感染
症アウトブレイクの記録

⾼野ひろみ, 武⽥聡⼦, 松尾晴美著 医学書院 2021 9784260046312

37
⺟と⼦の新型コロナ : 社会医学と現場の専⾨家がアド
バイス

渡邊⾹編著 ; 林謙治編著 世界書院 2021 9784792795863

38 産婦⼈科医が伝えたいコロナ時代の妊娠と出産 宋美⽞著 星海社 2020 9784065212837

39
おばあちゃんは、ぼくが介護します。 : アラサー男
性、とことん在宅介護で学んだこと

奥村シンゴ著 法研 2020 9784865138214

40 ⼥⼦⼤⽣⾵俗嬢 : 性とコロナ貧困の告⽩ 中村淳彦著 宝島社 2021 9784299014733


