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№ カテゴリー リンク タイトル 編著者名 出版者 出版年 ISBN／ISSN 一言コメント

1 テレワーク https://www.amazon.co.jp/dp/4426126304
『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 9784426126308
テレワークがうまくいくために必要な「3つの力」とは。IT企業で20年以上働き、テ
レワークで実績を上げてきた著者による超実戦的導入メソッド。主にソフト面に焦

点を当て、自身の仕事上の価値を高めるヒントを伝える。

2 テレワーク
実践事例

https://www.amazon.co.jp/dp/4474062949/
『事例と解説でよくわかる中小企業必

見！テレワーク導入・実践ガイド』
今泉千明／著 第一法規 2018 9784474062948 上記の本と同様に、関心が高まっているジャンルとして挙げました。

3 テレワーク
実践事例

https://www.amazon.co.jp/dp/4296106872 『テレワーク大全』
日経BP総合研究所 イノ
ベーションICTラボ／著

日経BP社 2020 9784296106875
調査に基づき、具体的なテレワークの課題と解決法を解説する。必須アイテムなど

もかなり細かく紹介。成功事例も取り上げており、テレワーク導入の参考になる。

4 テレワーク
オンライン

https://www.amazon.co.jp/dp/4478105871 『プレゼン資料のデザイン図鑑』 前田鎌利／著 ダイヤモンド社 2019 9784478105870
オンラインで説明する機会が増えているのでこの一冊

プレゼンの分析や事例を確認してみよう

5
よみもの

外国文学

エッセイ

https://www.amazon.co.jp/dp/4152099453/ 『コロナの時代の僕ら』
パオロ・ジョルダーノ／

著，飯田亮介／訳
早川書房 2020 9784152099457

ローマ在住の物理学者が、ロックダウン期間に書いて現地の新聞に連載したエッセ

イ。コロナショックで、色んな間違いや愚かなことをしてしまったり、すべきこと

をしなかったりした「僕ら」。「コロナウイルスが過ぎたあとも、それを僕らは忘

れてはいけない」。

6

よみもの

感染症

英米文学

エッセイ

https://bit.ly/3bAfeYx 『ボッティチェリ：疫病の時代の寓話』
バリー・ユアグロー／

著，柴田元幸／訳
ignition gallery 2020 -

ニューヨーク在住の作家が、4月～5月のロックダウン下の時期に執筆した短編１２
作。「自分の正気を保つために書いた」と言っているだけに、恐怖と絶望が伝わっ
てくる文章。日本よりもずっと苦しいリアルな現状がわかる。15ｃｍ43ｐの小冊
子。

7
よみもの

思考方法

考え方

https://www.shueisha-int.co.jp/coronablue 『コロナブルーを乗り越える本』
集英社インターナショナ

ル／編

集英社インターナ

ショナル
2020 -

コロナの時代に出版社として世の中にできることは何か？各界の精鋭が紹介する

「コロナブルー」を乗り越えるためのブックガイド。特設サイトもあります。

https://www.shueisha-int.co.jp/coronablue

8 感染症 https://www.amazon.co.jp/dp/4622087537/ 『ウイルスの意味論』 山内一也／著 みすず書房 2018 9784622087533
ウイルスとは何者かを知ることのできる一冊。ウイルス研究がどれだけ進歩してき

たかも学べる。ウイルスと共存しなければならないこれからの世界に。

9 感染症 https://www.amazon.co.jp/dp/486313455X
『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 9784863134553 人類は伝染病にどう立ち向かってきたか確認するのにいかがでしょうか

10 企業再生 https://www.amazon.co.jp/dp/4862575048
『乾坤一擲　ザスパクサツ群馬社長・奈

良知彦「人生最後の大勝負」』
伊藤寿学／著 内外出版社 2019 9784862575043

高校サッカー名門校の監督が、畑違いのＪリーグクラブの社長になって経営を建て

直した話。コロナ禍の中、誰もが未曽有の世界であっても、困難を乗り切っていく

ヒントが詰まっている。

11 企業再生 https://www.amazon.co.jp/dp/4334962394/ 『問いこそが答えだ！』 ハル・グレガーセン／著 光文社 2020 9784334962395

課題を乗り越えるためには、正しい問いが必要になる。そのために必要な問いをど

のように立てるのかを、事例を用いながら語り掛けてくれる１冊。コロナウイルス

というこれまで経験したことない世界規模の難局だからこそ、どのような問いを立

てるのかを本書から考えてみてはどうか。

12 企業再生 https://www.amazon.co.jp/dp/4163912290/ 『コロナショック・サバイバル』 富山和彦／著 文藝春秋 2020 9784163912295

企業再生機構などで、多くの日本企業再生に携わってきた著者による緊急提言。人

も企業も「基礎疾患」を抱えていると重症化しやすい、という言葉に納得。続編

『コーポレート・トランスフォーメーション』で具体策を論じる前の基本的考え方

を示したもの

13 企業再生
企業戦略

https://www.amazon.co.jp/dp/4163912339
『コーポレート・トランスフォーメー

ション』
冨山和彦／著 文藝春秋 2020 9784163912332

ポストコロナ時代に生き残る企業に変革する方法。デジタル・中小企業・地方シフ

トがキーワード。

14 思考方法
考え方

https://www.amazon.co.jp/dp/4309227880
『21 Lessons ：21世紀の人類のための21の
思考』

ユヴァル・ノア・ハラリ

／著，柴田裕之／訳
河出書房新社 2019 9784309227887

我々が直面している課題とは何か？その課題をどう解決し、これからの世界をどう

生きるか？
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15 実践 実例 https://www.amazon.co.jp/dp/449553601X/

『小さな店でも大きく儲かる出前・宅

配・デリバリーで売上げ・利益を伸ばす

法』

牧泰嗣／著 同文舘出版 2016 9784495536015
最新の本は貸出されているため、例として挙げました。コロナ禍で出前やデリバ

リーを始めた飲食店は多いです。そういうお店は自分で購入されると思いますが、

とっかかりとしてこのようなハウツー本が図書館にあってもよいかと思います。

16 実践 実例 https://www.amazon.co.jp/dp/4480434550/ 『ナリワイをつくる』 伊藤洋志／著 ちくま学芸文庫 2017 9784480434555
「ナリワイ」とは何か、ナリワイで生きるということはどのようなことか、コロナ

の時代に改めて考える「人生を盗まれない生き方」について。

17 統計を読む https://www.amazon.co.jp/dp/4822289605
『FACTFULNESS：10の思い込みを乗り越え、
データを基に世界を正しく見る習慣』

ハンス・ロスリング／著

，オーラ・ロスリング／

著， アンナ・ロスリン
グ・ロンランド／著， 上
杉周作／訳， 関美和/訳

日経BP社 2019 9784822289607

事実に基づいて世界を正しく見ることを教えてくれる本。コロナ禍の中でも10の
ルールから未来を予測し危機に対応できる新しい価値観を提供してくれる。

「事実に基づいた世界観(fact-based world view)」データと事実を基に自分で考えるこ
との大切さを知る一冊

ハンス・ロスリング「世界について無知にならないために」の講演映像 - TEDカン
ファレンス、2014年4月
https://www.ted.com/talks/hans_and_ola_rosling_how_not_to_be_ignorant_about_the_wo
rld?utm_campaign=tedspread&utm_medium=referral&utm_source=tedcomshare

19 統計を読む https://www.amazon.co.jp/dp/4315522481 『統計：データがわかる数字に強くなる』 - ニュートンプレス 2020 9784315522488
データのとり方やグラフの見せ方によって物事の印象はガラリと変わるデータの基

礎をおさえる為の一冊

20 法律 制度 https://www.amazon.co.jp/dp/4805839589
『逐条解説新型インフルエンザ等対策特

別措置法』

新型インフルエンザ等対

策研究会／編
中央法規出版 2013 9784805839584

https://www.chuohoki.co.jp/topics/info/2001291648.html
この逐条解説のPDFを，中央法規HPにて無償公開。
新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正（新型コロナ特措法）は，改正部分が多
くないので，この逐条解説は，2013年段階であっても，有益です。

以下，補足として，改正法（新型コロナ特措法）へのリンク。
新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律　令和2年3月13日法律第4
号
閣法 第201回国会 46 新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律案
法律案五点セットはこちら。https://www.cas.go.jp/jp/houan/201.html

↓ポンチ絵。（但し，どこの政府サイトに含まれているかは未確認。）
https://ajhc.or.jp/siryo/20200313.pdf

政府の新型インフルエンザ等対策特別措置法のページからは，「新型コロナウイルス感染
症対策」の下掲ページへリンクされています。

21 法律 制度 https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11502548

「新型コロナウイルス感染症の状況 : 感
染拡大防止に向けた経緯と課題」

『調査と情報 = Issue brief』
(1099):2020.6.15 pp.1-15.

竹内優平／著
国立国会図書館調

査及び立法考査局
2020 13493019

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11502548
本レポートのp.5。感染症法（平成10年法律第114号）等との関係を端的に述べている。

法令や政府の動向については，さまざまなリンク集があるが，
国立国会図書館『調査と情報 Issue Brief』
https://www.ndl.go.jp/jp/diet/publication/issue/index.html
No.1109（本レポート）のほか，No.1101,1102も，端的な解説があり，調査の出発点になる。


