
タイトル 著者名 出版社 刊行年 資料コード

ニュースで読み解くネット社会の歩き方 塚越健司／著 出版芸術社 2019 1111024830

流言のメディア史 佐藤卓己／著 岩波書店 2019 1110907084

その情報、本当ですか? 塚田祐之／著 岩波書店 2018 1110596820

メディア不信 林香里／著 岩波書店 2017 1110593611

「感染症パニック」を防げ! 岩田 健太郎／著 光文社 2014 1110502224

ネットで勝つ情報リテラシー 小木曽健／著 筑摩書房 2019 1111042535

情報戦争を生き抜く 津田大介／著 朝日新聞出版 2018 1111008775

情報生産者になる 上野千鶴子／著 筑摩書房 2018 1110797428

権力と新聞の大問題 望月衣塑子／著 集英社 2018 1110792122

報道しない自由 西村幸祐／著 イースト・プレス 2017 1110757018

国民のしつけ方 斎藤貴男／著 集英社インターナショナル 2017 1110855465

「ポスト真実」時代のネットニュースの読み方 松林薫／著 晶文社 2017 1110712997

リスク・コミュニケーションの思想と技術 木下冨雄／著 ナカニシヤ出版 2016 1110493192

昭和30年代に学ぶコミュニケーション 宮田穣／著 彩流社 2016 1110478623

なぜネット社会ほど権力の暴走を招くのか ジュリア・カジェ／著 徳間書店 2015 1110439039

情報倫理 高橋 慈子／著 技術評論社 2015 1110413026

スケープゴーティング 釘原 直樹／編 有斐閣 2014 1110410790

たったひとつの「真実」なんてない 森 達也／著 筑摩書房 2014 1110402789

情報汚染の時代 高田 明典／[著] KADOKAWA 2014 1110171343

メディアの苦悩 長澤 秀行／編著 光文社 2014 1110180047

有事対応コミュニケーション力 岩田 健太郎／著 技術評論社 2011 1108773928

池上彰のメディア・リテラシー入門 池上 彰／著 オクムラ書店 2008 1108458785

メディア・リテラシー 菅谷 明子／著 岩波書店 2000 1105961633

メディア・リテラシーを学ぶ人のために 鈴木 みどり／編 世界思想社 2000 1106172545

フェイクニュースに震撼する民主主義 清原聖子／編著 大学教育出版 2019 1110982236

フェイクウェブ 高野聖玄／著 文藝春秋 2019 1110960166

なぜ人は騙されるのか 岡本真一郎／著 中央公論新社 2019 1111031066

すべてを疑え! 古賀純一郎／著 旬報社 2019 1111025688

メディアは誰のものか 一色清／モデレーター 集英社 2019 1110955570

フェイクニュースを科学する 笹原和俊／著 化学同人 2019 1110815543

社会学はどこから来てどこへ行くのか 岸政彦／著 有斐閣 2018 1111008718

フェイクと憎悪 永田浩三／編著 大月書店 2018 1110791454

ファクトチェックとは何か 立岩陽一郎／著 岩波書店 2018 1110597943

「ポスト真実」の世界をどう生きるか 小森陽一／編著 新日本出版社 2018 1110783022

メディア社会の情報　～インフォデミックを防ぐ～

ネットなどで噂やデマを含めて大量の情報が氾濫し、現実社会に影響を及ぼすインフォデミック。
正しく情報を扱うために参考となる図書を集めました。

ピックアップ図書

メディアリテラシー　　-メディア社会を主体的に生きるために-

フェイクニュース　　-情報社会で事実（ファクト）を探す-
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権力者とメディアが対立する新時代 マーティン・ファクラー／著 詩想社 2018 1110769427

フェイクニュースの見分け方 烏賀陽弘道／著 新潮社 2017 1110853197

信じてはいけない 平和博／著 朝日新聞出版 2017 1110733530

ネットメディア覇権戦争 藤代裕之／著 光文社 2017 1110811823

今すぐソーシャルメディアのアカウントを削除す
べき10の理由

ジャロン・ラニアー／著 亜紀書房 2019 1110965694

インターネットの光と影
情報教育学研究会・情報倫
理教育研究グループ／編

北大路書房 2018 1110883053

ソーシャルメディアと公共性 遠藤薫／編 東京大学出版会 2018 1110771258

ツイッターの心理学 北村智／著 誠信書房 2016 1110824842

情報社会における法・ルールと倫理 清野正哉／著 中央経済社 2016 1110476882

ネット炎上の研究 田中辰雄／著 勁草書房 2016 1110472386

ソーシャルメディア論 藤代 裕之／編著 青弓社 2015 1110453154

「炎上」と「拡散」の考現学 小峯 隆生／著 祥伝社 2015 1110438759

ソーシャルメディアの罠 宮田 穣／著 彩流社 2015 1110542873

ネットが生んだ文化(カルチャー) 川上 量生／監修 KADOKAWA 2014 1110502505

インターネットはなぜ人権侵害の温床になるの
か

吉冨 康成／編著 ミネルヴァ書房 2014 1110391826

ソーシャルメディアの何が気持ち悪いのか 香山 リカ／著 朝日新聞出版 2014 1110380282

誤解学 西成 活裕／著 新潮社 2014 1110173588

ネット釣り師が人々をとりこにする手口はこんな
に凄い

Hagex／著 KADOKAWA 2014 1110173943

ゴミ情報の海から宝石を見つけ出す 津田 大介／著 PHP研究所 2014 1110169131

ネットのバカ 中川 淳一郎／著 新潮社 2013 1110321237

災害とソーシャルメディア 小林 啓倫／著 毎日コミュニケーションズ 2011 1108738376

あなたがメディア! ダン・ギルモア／著 朝日新聞出版 2011 1108709336

火星からの侵略 ハドリー・キャントリル／著 金剛出版 2017 1110884465

うわさとは何か 松田 美佐／著 中央公論新社 2014 1110374103

うわさとデマ ニコラス・ディフォンツォ／著 講談社 2011 1108705052

噂の研究
ハンス=ヨアヒム・ノイバウ
アー／著

青土社 2000 1106262460

流言、うわさ、そして情報 佐藤 達哉／編集 至文堂 1999 1107089771

パニック人間学 高橋 郁男／著 朝日新聞社 1995 1106699398

火星からの侵入 H.キャントリル／著 川島書店 1979 1100991353

デマ戦争 中島 陽一郎／著 野田経済社 1974 1100995669

デマ・うわさ　　-古来からの「デマ・うわさ」で情報化社会を捉える-

ＳＮＳ（ソーシャルネットワーキングサービス）・インターネット　　-特性を知る-

〒606-8343 京都市左京区岡崎成勝寺町
TEL 075-762-4655  FAX 075-762-4653
ホームページ https://www.library.pref.kyoto.jp/


