
リレーエッセイ「感染症と人類」参考資料リスト

書名 紹介回 排架場所　 請求記号

大島建彦『疫神とその周辺』（岩崎美術社、1985年）
2021年05月06日

【リレーエッセイ　感染症と人類１】
本館 1階3門 380.8/19/Cu98

加古喜一・本郷辰佶『高砂市史　曽根篇』（高砂市教育委員会、1964年）
2021年05月06日

【リレーエッセイ　感染症と人類１】
なし

奈良県教育委員会『奈良県指定文化財』第1集（奈良県教育委員会、1956年）
2021年05月06日

【リレーエッセイ　感染症と人類１】
なし

H.O.ローテルムンド『疱瘡神　江戸時代の病をめぐる民間信仰の研究』（岩波書

店、1995年）

2021年05月06日

【リレーエッセイ　感染症と人類１】
なし

幡鎌一弘「幕末期における宮津藩の宗教政策」（『日本宗教文化史研究』8-1、2004

年）。

2021年05月06日

【リレーエッセイ　感染症と人類２】
なし

宮津市史編さん委員会『宮津市史』下巻（宮津市役所、2004年）。
2021年05月06日

【リレーエッセイ　感染症と人類２】
なし

山本俊一『日本コレラ史』（東京大学出版会、1982年）。
2021年05月06日

【リレーエッセイ　感染症と人類２】
医療大 書庫2_B 493.845/Y/007153

奥武則『感染症と民衆　明治日本のコレラ体験』（平凡社新書、2020年）。
2021年05月06日

【リレーエッセイ　感染症と人類２】
本館 2階新書 081/1469/Cu961

呉座勇一『応仁の乱』（中央公論新社、2016年）
2021年05月06日

【リレーエッセイ　感染症と人類３】
本館 2階新書 080/33/Cu2401

大薮海『応仁・文明の乱と明応の政変』（吉川弘文館、2021年）
2021年05月06日

【リレーエッセイ　感染症と人類３】
本館 シラバス関連本 210.5/785/Cu2

加藤茂孝「天然痘の根絶—人類初の勝利」（『モダンメディア』第55巻11号、栄研

化学、2009年）

2021年05月14日

【リレーエッセイ　感染症と人類４】
なし

『膽大小心録』（『上田秋成全集』第9巻、中央公論社、1992年）
2021年05月14日

【リレーエッセイ　感染症と人類４】
なし

『武家義理物語』（『新編 日本古典文学全集』69、小学館、2000年）
2021年05月14日

【リレーエッセイ　感染症と人類４】
本館 1階9門 910.8/325/Cu69

『女殺油地獄』（『新編 日本古典文学全集』74、小学館、1997年）
2021年05月14日

【リレーエッセイ　感染症と人類４】
本館 1階9門 910.8/325/Cu74

『金砂』（『上田秋成全集』第3巻、中央公論社、1991年）
2021年05月14日

【リレーエッセイ　感染症と人類４】
なし

『清世祖実録』『清聖祖実録』『康煕起居注』『聖祖仁皇帝庭訓格言』
2021年05月14日

【リレーエッセイ　感染症と人類５】
なし

孟森「世祖出家事考実」（『明清史論著集刊続編』中華書局、1986年）
2021年05月14日

【リレーエッセイ　感染症と人類５】
なし



リレーエッセイ「感染症と人類」参考資料リスト

ブーヴェ著、後藤末雄訳『康熙帝伝』（平凡社〈東洋文庫〉、1970年）
2021年05月14日

【リレーエッセイ　感染症と人類５】
本館 2階新書 080/73/Cu155

矢沢利彦編訳『中国の医学と技術』（平凡社〈東洋文庫〉、1977年）
2021年05月14日

【リレーエッセイ　感染症と人類５】
本館 2階新書 080/73/Cu301

志賀市子編『潮州人　－華人移民のエスニシティと文化をめぐる歴史人類学』（風

響社、2018年）。

2021年05月20日

【リレーエッセイ　感染症と人類６】
なし

G.M.フォスター・B.G.アンダーソン『医療人類学』（中川米造監訳、リブロポー

ト、1987年）。

2021年05月20日

【リレーエッセイ　感染症と人類６】
なし

斎藤良輔『郷土玩具辞典』（東京堂出版、1976年）。
2021年05月20日

【リレーエッセイ　感染症と人類７】
本館 3階参考5門 588/13/Cu  

天理ギャラリー第91回展図録 『祈りと願いの人形－日本の郷土玩具』（天理ギャラ

リー、1992年）。

2021年05月20日

【リレーエッセイ　感染症と人類７】
本館 3階天大関連 709/61/Cu91-100  

天理教療養所布教協議会編『ハンセン氏病布教史録』天理教国内布教伝道部、1976

年。

2021年05月28日

【リレーエッセイ　感染症と人類８】
3階天文献   50/59/Cu

天理教道友社編『明日への伝言』天理教道友社、2010年。
2021年05月28日

【リレーエッセイ　感染症と人類８】
3階天文献 08/229/Cu3

北川扶生子『結核がつくる物語 感染と読者の近代』（岩波書店、2021年）
2021年06月04日

【リレーエッセイ　感染症と人類10】
1階教員著作コーナー 910.2/4025/Cu

北川扶生子『コレクション・モダン文化都市 第53巻 結核』（ゆまに書房、2009年）
2021年06月04日

【リレーエッセイ　感染症と人類10】
なし

速水融『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』（藤原書店、2006年）。

2021年06月04日

【リレーエッセイ　感染症と人類11】
本館1階4門 496/2519/Cu

丁崑健「1918-20年台北地區的H1N1流感疫情」（国立空中大学生活科学系『生活科

学学報』第12号、2008年）。

2021年06月04日

【リレーエッセイ　感染症と人類11】
なし

立川武蔵・石黒淳・菱田邦男・島岩『ヒンドゥーの神々』（せいか書房、1980）。
2021年06月11日

【リレーエッセイ　感染症と人類12】
なし

辻直四郎訳『リグ・ヴェーダ讃歌』（岩波文庫、1978）。
2021年06月11日

【リレーエッセイ　感染症と人類12】
なし

橋本泰元・宮本久義・山下博司『ヒンドゥー教の事典』（東京堂出版、2005）。
2021年06月11日

【リレーエッセイ　感染症と人類12】
本館 1階1門 169.1/79/Cu

前田專學『インド哲学への誘い』（NHK出版、2000）。
2021年06月11日

【リレーエッセイ　感染症と人類12】
なし
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Rajbali Pandey, Hindu Saṃskāra: Socio-Religious Study of the Hindu

Sacraments,.  (Motila Banarsidass Publishers, 1969)

2021年06月11日

【リレーエッセイ　感染症と人類12】
なし

植木行宣監修『山・鉾・屋台の祭り研究事典』思文閣出版、2021年。
2021年06月11日

【リレーエッセイ　感染症と人類13】
なし

田中眞人『奈良大和路の年中行事』淡交社、2009年。
2021年06月11日

【リレーエッセイ　感染症と人類13】
本館 1階3門 384/1089/Cu

山中健太「戦後南予における「蚊とハエのいない生活」の展開」日常と文化研究会

『日常と文化』(5)、2018年。

2021年06月18日

【リレーエッセイ　感染症と人類14】
なし

関なおみ「戦後日本の「蚊とハエのいない生活実践運動」－住民参加と国際協力の

視点から」日本国際保健医療学会『国際保健医療』24(1)、2009年。

2021年06月18日

【リレーエッセイ　感染症と人類14】
なし

杉田映理「援助実施機関の組織文化と「住民参加」－タンザニア・マラリア対策プ

ロジェクトの事例－」日本文化人類学会『民族學研究』64(3)、1999年。

2021年06月18日

【リレーエッセイ　感染症と人類14】
なし

船田クラーセンさやか編『アフリカ学入門　ポップカルチャーから政治経済まで』

（明石書店、2013年、第７章：「アフリカにおける保健・環境衛生論─マラリアと

の戦いを中心として」）。

2021年06月18日

【リレーエッセイ　感染症と人類15】
本館 シラバス関連本 294/169/Cu

松田素二編『アフリカ社会を学ぶ人のために』（世界思想社、2014年、第４部４：

「感染症」）。

2021年06月18日　【リレーエッセイ　感

染症と人類15】
本館 1階2門 294/211/Cu

峯陽一・武内進一・笹岡雄一（編）『アフリカから学ぶ』（有斐閣、2010年、第12

章：「エイズとともに生きる人びと─アフリカ的連帯」）。

2021年06月18日

【リレーエッセイ　感染症と人類15】
本館 1階2門 294/171/Cu

梅原末治『考古学60年』平凡社、1973年。
2021年06月25日

【リレーエッセイ　感染症と人類16】
なし

金関恕『考古学は謎解きだ』東京新聞出版局、1999年。
2021年06月25日

【リレーエッセイ　感染症と人類16】
本館 1階2門 289/3223/Cu

藤森栄一『二粒の籾』河出書房、1967年。
2021年06月25日

【リレーエッセイ　感染症と人類16】
なし

アン・ジャネッタ『種痘伝来：日本の〈開国〉と知の国際ネットワーク』（廣川和

花・木曾明子訳、岩波書店、2013年）。

2021年06月25日

【リレーエッセイ　感染症と人類17】
なし

緒方洪庵記念財団除痘館記念資料室編『大坂除痘館の引札と摺りもの』（同所、

2018年）。

2021年06月25日

【リレーエッセイ　感染症と人類17】
なし

加西市史編さん委員会編『加西市史』第2巻本編2近世・近現代（加西市、2011

年）。

2021年06月25日

【リレーエッセイ　感染症と人類17】
なし
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古西義麿『緒方洪庵と大坂の除痘館』（東方出版、2002年）。
2021年06月25日

【リレーエッセイ　感染症と人類17】
本館 1階集密一般  496/1877/Cu

仲　新 　『明治初期の教育政策と地方への定着』講談社、1962年。
2021年07月02日

【リレーエッセイ　感染症と人類18】
なし

梅村佳代「豪農民権地域における民衆の公教育組織化運動について」『季刊教育運

動研究』創刊号、1976年。

2021年07月02日

【リレーエッセイ　感染症と人類18】
なし

宮地正人『幕末維新期の社会的政治史研究』岩波書店、1999年。
2021年07月02日

【リレーエッセイ　感染症と人類18】
なし

酒井シズ『病が語る日本史』講談社、2008年。
2021年07月02日

【リレーエッセイ　感染症と人類18】
本館 1階集密一般 490/1459/Cu

高橋裕子『明治期地域学校衛生史研究』学術出版社、2014年。
2021年07月02日

【リレーエッセイ　感染症と人類18】
体育分室 閲覧室 371.9/1191/Cu[体]

オードリー・タン『オードリー・タン　デジタルとAIの未来を語る』プレジデント

社、2020年。

2021年07月13日

【リレーエッセイ　感染症と人類19】
なし

オードリー・タン「緊急独占インタビュー IQ180・台湾IT担当大臣 オードリー・タ

ン 親愛なる日本のみなさんに、国家総デジタル化のヒントをお教えしましょう」

『プレジデント』第58巻第20号、プレジデント社、2020年、12-15頁。

2021年07月13日

【リレーエッセイ　感染症と人類19】
なし


