
15 

 

 

開架図書 

17||4-3||Dai||2 

1001070150 

大恐慌期日本の経済統制 / 平沢照雄著. -- 日本経済評論社, 2001. 

 

開架図書 

17||4-3||Sho||2 

1040058027 

昭和恐慌の研究 / 岩田規久男編著. -- 東洋経済新報社, 2004. 

 

開架図書 

17||4-7||Sho||3 

200025818874 

昭和恐慌と金融政策 / 原田泰, 佐藤綾野著. -- 日本評論社, 2012. 

 

書庫 1F 和図書 

2||2-2||Dai 

1880875249 

大恐慌とニューディール財政 / 土生芳人著. -- 東京大学出版会, 1989. 

 

書庫 1F 和図書 

17||4-7||Sho||2 

1020157852 

昭和金融恐慌の構造 / 伊牟田敏充著. -- 経済産業調査会, 2002. -- (現代産業選

書). 

 

書庫 1F 和図書 

17||4-7||Sho 

8750058119 

昭和恐慌 / 中村政則 [著]. -- 岩波書店, 1989. -- (岩波ブックレット . シリーズ

昭和史 ; No.1). 

 
書庫 1F 和図書 

17||4-7||Sho 

8750267359 

昭和金融恐慌史 / 高橋亀吉,森垣淑著. -- 清明会出版部, 1968. -- (清明会新書 ; 

1). 

 

雑誌 

21||Sek 

500009881374 

世界, 933 2020 年 6 月号 

 

 

No 
Image 

No 
Image 

 

展示資料リスト 



1 

 

 

  

はじめに 

 

 

新型コロナウイルス感染症の流行や各地で絶えない紛争や軍事侵攻。動

乱の只中にある現在、この困難を抜け出そうと足掻（あが）けども、なか

なか突破口は見つかりません。しかし人類の歴史を振り返ると、これまで

幾度も困難な時代に直面し、その度にそれらに立ち向かってきました。 

経済学部図書室では「疫病」「戦争」「恐慌」「危機」に焦点を当て、経済

的側面から論じた文献約 100 点を紹介します。 

先人たちの知恵と知識に学び、困難の先に訪れる未来を考える機会とし

ていただけるよう、ぜひご覧ください。 

 

 

2022.10.3 

京都大学大学院経済学研究科・経済学部図書室 

14 

 

テーマ：恐慌 
 

配置場所 

請求記号 

資料 ID 

書誌事項 

 

開架図書 

2||2-2||Kyo||2 

1020069934 

恐慌の罠 : なぜ政策を間違えつづけるのか / ポール・クルーグマン著 ; 中岡

望訳. -- 中央公論新社, 2002. 

 

開架図書 

2||2-2||Kyo||4 

1050101044 

恐慌と不況 / 中村泰治著. -- 御茶の水書房, 2005. 

 

開架図書 

2||2-2||Kyo||5 

1050547488 

恐慌論の形成 : ニューエコノミーと景気循環の衰減 / 大内秀明著. -- 日本評

論社, 2005. 

 

開架図書 

2||2-2||Kyo||8 

200002962356 

恐慌論 : マルクス的弁証法の経済学批判的な検証の場 / いいだもも著. -- 論

創社, 2007. 

 

開架図書 

2||2-2||Mar||16 

200041404767 

マルクスの恐慌論 : 久留間鮫造編『マルクス経済学レキシコン』を軸に / 大

谷禎之介, 前畑憲子編. -- 桜井書店, 2019. 

 

開架図書 

2||2-2||Shi||52 

200016414007 

資本の「謎」 : 世界金融恐慌と 21 世紀資本主義 / デヴィッド・ハーヴェイ著 ; 

森田成也 [ほか] 訳. -- 作品社, 2012. 

 

開架図書 

17||1||Nek||1 

200038506254 

熱狂、恐慌、崩壊 : 金融危機の歴史 / C.P. キンドルバーガー, R.Z. アリバー

著 ; 高遠裕子訳. -- 日本経済新聞出版社, 2014. 



13 

 

 

雑誌 

21||Gen 

200042774775 

現代思想, 50(6) 2022 年 6 月臨時増刊号 

 

雑誌 

21||Jok 

200042757927 

情況, 5(2) 2022 年春 

 

雑誌 

21||Nik 

200025858393 

日経ビジネス, 2135 2022 年 4 月 4 日 

 

雑誌 

21||Sek 

200042774784 

世界, 957 臨時増刊ウクライナ侵略戦争  

 

雑誌 

21||Toy 

200042645859 

週刊東洋経済, 7040 2022 年 3 月 19 日 

 

雑誌 

21||Toy 

200025858348 

週刊東洋経済, 7042 2022 年 4 月 2 日 特大号 

 

雑誌 

21||Toy 

200042761878 

週刊東洋経済, 7050 2022 年 5 月 14 日 

 

雑誌 

21||Toy 

200042763551 

週刊東洋経済, 7053 2022 年 5 月 28 日 

 

  

2 

 

テーマ：疫病 

 

配置場所 

請求記号 

資料 ID 

書誌事項 

 

開架図書 

2||2-2||Kik||1-58-4 

200042619083 

コロナ危機下の財政政策と MMT / 経済理論学会編. -- 経済理論学会, 2022. -

- (季刊経済理論 ; 第 58 巻第 4 号(2022 年 1 月)). 

 

開架図書 

2||2-2||Kik||1-59-1 

200042754524 

コロナ禍と現代資本主義 / 経済理論学会編. -- 経済理論学会, 2022. -- (季刊

経済理論 ; 第 59 巻第 1 号(2022 年 4 月)). 

 

開架図書 

3||1-3||Kor||1 

200042599635 

コロナ危機の経済学 : 提言と分析 / 小林慶一郎, 森川正之編著. -- 日経 BP

日本経済新聞出版本部, 2020. 

 

開架図書 

3||2-2||Kor||1 

200042657810 

コロナ時代の日本経済 : パンデミックが突きつけた構造的課題 / 福田慎一

編. -- 東京大学出版会, 2022. 

 

開架図書 

8||3-1||Pos||1 

200042710351 

ポストコロナ時代のプライベート・エクイティ / 幸田博人, 木村雄治編著. -

- 金融財政事情研究会, 2022. 

 

開架図書 

10||2-1||Kan||4 

200042709867 

感染症と経営 : 戦前日本企業は「死の影」といかに向き合ったか / 清水剛

著. -- 中央経済社, 2021. 

 

開架図書 

10||2-2||Pos||4 

200042581355 

ポストコロナのマーケティング・ケーススタディ / 池尾恭一編著. -- 碩学舎, 

2021. 



3 

 

 

開架図書 

12||4||Inb||4 

200041404659 

インバウンド再生 : コロナ後への観光政策をイタリアと京都から考える / 

宗田好史著. -- 学芸出版社, 2020. 

 

開架図書 

12||4||Kan||29 

200041404668 

観光立国政策と観光都市京都 : インバウンド、新型コロナに翻弄された京都

観光 / 広原盛明著. -- 文理閣, 2020. 

 

開架図書 

12||2-3||Kor||1 

200042580464 

コロナ後のエアライン / 鳥海高太朗著. -- 宝島社, 2021. 

 

開架図書 

13||2-1||San||1 

200041904942 

「3 密」から「3 疎」への社会戦略 : ネットワーク分析で迫るリモートシフ

ト / 金光淳著. -- 明石書店, 2020. 

 

開架図書 

13||2-2||Ame||9 

200042619498 

アメリカの病 : パンデミックが暴く自由と連帯の危機 / ティモシー・スナ

イダー著 ; 池田年穂訳. -- 慶應義塾大学出版会, 2021. 

 

開架図書 

13||2-2||Sha||39-40 

200042771327 

「特集」パンデミックと社会政策の未来 / 社会政策学会編. -- 社会政策学会

本部, 2022. -- (社会政策 : 社会政策学会誌 = Social policy and labor studies ; 第

13 巻第 3 号). 

 

開架図書 

13||2-2||Shi||14 

1010814807 

疾病・開発・帝国医療 : アジアにおける病気と医療の歴史学 / 見市雅俊 [ほ

か] 編. -- 東京大学出版会, 2001. 

 

開架図書 

13||2-8||Shi||39 

200042620649 

新型コロナとまちづくり : リスク管理型エリアマネジメント戦略 / 足立基

浩著. -- 晃洋書房, 2021. 

 
開架図書 

14||1||Kok||1-20 

200041405810 

ガバナンス研究の新たな地平 ; 公共政策学教育におけるケース・メソッド ; 

COVID-19 への公共政策学からのアプローチ : 特集 / 日本公共政策学会

2020 年度年報委員会編集. -- 日本公共政策学会, 2020. -- (公共政策研究 ; 第

20 号(2020)). 

No 
Image 

12 

 

 

開架図書 

19||1-3||Rei||5 

200042710199 

冷戦期アジアの軍事と援助 / 横井勝彦編著. -- 日本経済評論社, 2021. -- (明治

大学国際武器移転史研究所研究叢書 ; 6). 

 
書庫 1F 和図書 

3||2-1||Rei 

1930002894 

冷戦後の世界政治経済 : 覇権システムから多極的協調システムへ / 吉田和男

著. -- 有斐閣, 1992. 

 

書庫 1F 和図書 

7||1-1||Nip 

1990950021 

日本戦時企業論序説 : 日本鋼管の場合 / ⾧島修著. -- 日本経済評論社, 2000. 

 

書庫 4F 洋図書 

BI||6-7a||CHOU 

2920571405 

The challenge of Japan before World War II and after : a study of national growth and 

expansion / Nazli Choucri, Robert C. North, Susumu Yamakage. -- Routledge, 1992. 

 

書庫 4F 洋図書 

BI||6-8b||GLOS 

200016325565 

The making of the German post-war economy : political communication and public 

reception of the social market economy after World War II / Christian L. Glossner. -- 

Tauris Academic Studies, 2010. -- (International library of twentieth century history ; 

25). 

 

書庫 4F 洋図書 

BIV||25||HARR 

2970856390 

The economics of World War II : six great powers in international comparison / edited 

by Mark Harrison. -- Cambridge University Press, 1997. 

 
書庫 B2 南書庫 

19||1-3||Sip 

8750219266 

SIPRI 年鑑 : 世界の軍備と軍縮 / ストックホルム国際平和研究所編 ; 東海大

学総合研究機構監修 ; 松前達郎, 坂田俊文監訳 ; 1985 - 1995 下. -- 東海大学出

版会, 1985. 

 

雑誌 

21||Dai 

200042765838 

週刊ダイヤモンド, 110(23) 2022 年 6 月 18 日 

 

雑誌 

21||Eko 

200042723311 

エコノミスト, 100(13) 2022 年 3 月 29 日 

No 
Image 

No 
Image 
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開架図書 

17||4-2||Sen||4 

200016405692 

戦時経済総動員体制の研究 / 山崎志郎著. -- 日本経済評論社, 2011. 

 

開架図書 

17||4-2||Sen||5 

200016405683 

戦時経済体制の構想と展開 : 日本陸海軍の経済史的分析 / 荒川憲一著. -- 岩

波書店, 2011. 

 

開架図書 

17||4-2||Sen||6 

1060059310 

戦時日本の経済再編成 / 原朗, 山崎志郎編著. -- 日本経済評論社, 2006. 

 

開架図書 

17||4-2||Sen||7 

200007126449 

戦前・戦時日本の経済思想とナチズム / 柳澤治著. -- 岩波書店, 2008. 

 

開架図書 

17||4-6||Sen||3 

1010327684 

戦時期航空機工業と生産技術形成 : 三菱航空エンジンと深尾淳二 / 前田裕子

著. -- 東京大学出版会, 2001. 

 

開架図書 

17||4-11||Sen||1 

1020071163 

戦間期日本財政の研究 / 石田隆造著. -- 青山社, 2001. 

 

開架図書 

19||1-2||Dok||2 

1030709800 

ドキュメント・プーチンのロシア / 山内聡彦著. -- 日本放送出版協会, 2003. -- 

(NHK スペシャル・セレクション). 

 

開架図書 

19||1-3||Gun||3 

200042581968 

軍備と影響力 : 核兵器と駆け引きの論理 / トーマス・シェリング著 ; 斎藤剛

訳. -- 勁草書房, 2018. 

 

開架図書 

19||1-3||Kei 

200038433507 

経済学者たちの日米開戦 : 秋丸機関「幻の報告書」の謎を解く / 牧野邦昭著. 

-- 新潮社, 2018. -- (新潮選書). 

4 

 

 

開架図書 

14||3-2||Kok||13 

200042619425 

公共事業が日本を救う : 「コロナ禍」を乗り越えるために / 藤井聡著. -- 令

和版. -- 育鵬社, 2020. 

 

開架図書 

18||2-1||Pan||1 

200042784990 

パンデミックの世紀 : 感染症はいかに「人類の脅威」になったのか / マー

ク・ホニグスバウム著 ; 鍛原多惠子訳. -- NHK 出版, 2021. 

 

開架図書 

19||2-1||Yui||1-26 

200042542114 

コロナが暴く支配と抑圧 : 生の蹂躙に抗う / 唯物論研究協会編. -- 大月書

店, 2021. -- (唯物論研究年誌 ; 第 26 号). 

 
書庫 1F 和図書 

3||2-2||Afu||1 

200042618949 

アフターコロナに向けた特別推進研究 : 九産大メソッド提案課題研究成果

報告書 / 安煕卓編集. -- 九州産業大学産業経営研究所, 2021. 

 

書庫 1F 和図書 

13||2-8||Koz 

1950399938 

人口・疫病・災害 / 速水融, 町田洋編. -- 朝倉書店, 1995. -- (講座文明と環境 

/ 梅原猛, 伊東俊太郎, 安田喜憲編 ; 第 7 巻). 

 
書庫 4F 洋図書 

BI||5-7||AKIR 

200033441701 

The influenza pandemic in Japan, 1918-1920 : the first world war between 

humankind and a virus / Hayami Akira ; translation by Lynne E. Riggs and Takechi 

Manabu. -- International Research Center for Japanese Studies, 2015. -- 

(Nichibunken monograph series ; no. 18). 

 

書庫 4F 洋図書 

BI||4-38||RATT||1 

200042709326 

COVID-19 and entrepreneurship : challenges and opportunities for small business / 

edited by Vanessa Ratten ; : hbk. -- Routledge, 2021. 

 

書庫 4F 洋図書 

BI||6-7a||KHAR||1 

200042600696 

Japanese business operations in an uncertain world / edited by Anshuman Khare, 

Nobutaka Odake, and Hiroki Ishikura ; : hbk. -- Routledge, 2022. -- (Routledge 

advances in management and business studies). 

 

雑誌 

21||Gen 

500009971680 

現代思想, 48(10) 2020 年 8 月 

No 
Image 

No 
Image 



5 

 

 

雑誌 

21||Gen 

500009878512 

現代思想, 48(7) 2020 年 5 月 

 

雑誌 

21||Gen 

500009984406 

現代思想, 48(11) 2020 年 9 月 臨時増刊号 

 

雑誌 

21||Gen 

200041410454 

現代思想, 48(14) 2020 年 10 月 

 

雑誌 

21||Gen 

200041415549 

現代思想, 48(16) 2020 年 11 月 

 

雑誌 

21||Har 

200042584613 

Harvard business review, 47(1) 2020 年 1 月 

 

雑誌 

21||Kei 

200041911863 

経済セミナー, 増刊号 新型コロナ危機に経済学で挑む 

 

雑誌 

21||Nik 

500009973769 

日経コンピュータ, 1022 2020 年 8 月 6 日 

 

雑誌 

21||Nik 

200042607987 

日経ビジネス, 2122 2021 年 12 月 27 日-2022 年 1 月 3 日 合併号 

 

雑誌 

21||Sek 

500009862852 

世界, 932 2020 年 5 月 

10 

 

テーマ：戦争 
 

配置場所 

請求記号 

資料 ID 

書誌事項 

 

開架図書 

3||3||Nip||2 

200042580211 

日本戦争経済史 : 戦費、通貨金融政策、国際比較 / 小野圭司著. -- 日経 BP 日

本経済新聞出版本部, 2021. 

 

開架図書 

3||3||Sek||1 

200005269191 

世界を不幸にするアメリカの戦争経済 : イラク戦費 3 兆ドルの衝撃 / ジョセ

フ・E・スティグリッツ, リンダ・ビルムズ著 ; 楡井浩一訳. -- 徳間書店, 2008. 

 

開架図書 

3||3||Sen||4 

200031304156 

戦争の経済学 / ポール・ポースト著 ; 山形浩生訳. -- バジリコ, 2007. 

 

開架図書 

10||2-1||Sen||4 

1050138589 

戦時期日本の企業経営 / 龍谷大学社会科学研究所編. -- 第 1 版. -- 文眞堂, 

2005. -- (龍谷大学社会科学研究所叢書 ; 第 64 巻). 

 
開架図書 

17||3-2||Jug||1-1 

200030162812 

大東亜建設の基本綱領 / 企畫院研究會著. -- クレス出版, 2013. -- (一五年戦争

期東アジア経済史資料 / 広瀬順皓編・解説 ; 第 1 巻). 

 

開架図書 

17||3-2||Sen||3 

1040067131 

戦時下アジアの日本経済団体 / 柳沢遊, 木村健二編著. -- 日本経済評論社, 

2004. 

 

開架図書 

17||4-2||Sen||3 

200016289575 

戦時下の経済学者 / 牧野邦昭著. -- 中央公論新社, 2010. -- (中公叢書). 

No 
Image 



9 

 

 
開架図書 

3||1-2||Ris||1 

200033636435 

リスク、人間の本性、経済予測の未来 / アラン・グリーンスパン著 ; 斎藤聖美

訳. -- 日本経済新聞出版社, 2015. 

 

雑誌 

21||Dai 

200042721746 

週刊ダイヤモンド, 110(11) 2022 年 3 月 12 日 

 

雑誌 

21||Eko 

200042803510 

エコノミスト, 100(32) 2022 年 8 月 23 日 

 

雑誌 

21||Nik 

200042803899 

日経ビジネス, 2154 2022 年 8 月 22 日 

 

  

6 

 

 

雑誌 

21||Sek 

200041476344 

世界, 939 2020 年 12 月 

 
雑誌 

21||Tos 

200041360649 

都市問題, 111(12) 2020 年 12 月 

 

雑誌 

21||Toy 

200042617175 

週刊東洋経済, 7036 2022 年 2 月 19 日 

 

雑誌 

21||Uny 

200042737488 

運輸と經濟, 82(6) 2022 年 6 月 

 
雑誌 

中国語||21||Chu 

500009873760 

中國改革, 2020(2-3)  

 

  

No 
Image 

No 
Image 



7 

 

テーマ：危機 
 

配置場所 

請求記号 

資料 ID 

書誌事項 

 

開架図書 

2||2-2||Kik||2 

200038564593 

「危機の領域」 : 非ゼロリスク社会における責任と納得 / 齊藤誠著. -- 勁草書

房, 2018. -- (けいそうブックス). 

 

開架図書 

2||2-2||Shi||65 

200040435944 

資本主義の政治経済学 : 調整と危機の理論 / ロベール・ボワイエ [著] ; 原田

裕治訳. -- 藤原書店, 2019. 

 

開架図書 

3||4||Kur||2 

200042580743 

クライシスを乗り越えるマネジメント・コントロール : 東日本大震災の復興事
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