
 ２０１７年３月特集展示「裏側を覗く」

請求記号 書名 著者名 出版者名
070シ 騙されてたまるか 清水　潔 新潮社
070タ 闇の新聞裏面史 高屋　肇 花伝社
070タ 真実 高田　昌幸 柏書房
070フ 「本当のこと」を伝えない日本の新聞 マーティン・ファクラー 双葉社
070ロ 全貌ウィキリークス マルセル・ローゼンバッハ 早川書房
145オ あなたの中の異常心理 岡田　尊司 幻冬舎
147オ ルポ現代のスピリチュアリズム 織田　淳太郎 宝島社
147ハ 心を上手に透視する方法 トルステン・ハーフェナー サンマーク出版
185シ ぼうず丸もうけのカラクリ ショーエンＫ ダイヤモンド社
198ハ ヴァチカンの謎と真実 齋藤　かおる 青春出版社
204ウ スキャンダルの世界史 海野　弘 文藝春秋
210イ 歴史不思議物語 井沢　元彦 広済堂出版
211ナ 「通」のための裏返し日本史 中村　直勝 主婦の友インフォス情報社

213セ かごめ歌の暗号 関　裕二 東京書籍
213ヘ 平城京のごみ図鑑 奈良文化財研究所 河出書房新社
215ア 大名行列の秘密 安藤　優一郎 日本放送出版協会
215ス 大奥の奥 鈴木　由紀子 新潮社
222ヤ 裏中国史 山本　展男 講談社
223フ 人はなぜ人を殺したのか 舟越　美夏 毎日新聞社
253レ ＪＦＫ暗殺 ウィリアム・レモン 原書房

289.2キ わが教え子、金正日に告ぐ 金　賢植 新潮社
289.2フ 禁城の虜 加藤　康男 幻冬舎
302.2ヒ Ｃｈｉｎａ　２０４９ マイケル・ピルズベリー 日経ＢＰ社
304タ 政府・マスコミは「言葉の魔術」でウソをつく 武田　邦彦 日本文芸社

312.1ア 平成闇の権力 朝倉　秀雄 イースト・プレス
312.1コ 利権の復活 古賀　茂明 ＰＨＰ研究所
312.1マ 政治家秘書裏工作の証言 松田　賢弥 さくら舎
312.1モ 田中角栄に消えた闇ガネ 森　省歩 講談社
312.1ヤ ＹＫＫ秘録 山崎　拓 講談社
314イ 政策秘書という仕事 石本　伸晃 平凡社
316サ さらば、ヘイト本！ 大泉　実成 ころから
317テ 本当にワルイのは警察 寺澤　有 宝島社

319.1ハ 仮面の日米同盟 春名　幹男 文藝春秋
319.8シ 原爆と検閲 繁沢　敦子 中央公論新社
332.1イ バブルの死角 岩本　沙弓 集英社
335.8コ 公益法人改革の深い闇 ＮＨＫクローズアップ現代取材班 宝島社
336.3ク 知らないと危ない、会社の裏ルール 楠木　新 日本経済新聞出版社
337ム 偽札百科 村岡　伸久 国書刊行会

345.1オ 有名人がやった脱税マニュアル 大村　大次郎 晋遊舎
361.6ウ 世界陰謀全史 海野　弘 朝日新聞出版
365シ 事故物件サイト・大島てるの絶対に借りてはいけない物件 主婦の友インフォス情報社 主婦の友インフォス情報社

365タ 迷惑メール、返事をしたらこうなった。 多田　文明 イースト・プレス
366.8ナ 中高年ブラック派遣 中沢　彰吾 講談社
368カ 漂白される社会 開沼　博 ダイヤモンド社

385.4イ 披露宴司会者は見た！ 石川　楽子 講談社
391ア 北朝鮮に潜入せよ 青木　理 講談社
392サ 中国人民解放軍総覧 笹川　英夫 双葉社
395キ 基地はなぜ沖縄に集中しているのか ＮＨＫ取材班 ＮＨＫ出版

490.1チ 死体闇取引 アニー・チェイニー 早川書房
490.4フ 人殺し医療 ベンジャミン・フルフォード ベストセラーズ
492サ 再生医療の光と闇 坂上　博 講談社
497ス ルポ「中国製品」の闇 鈴木　譲仁 集英社

498.5ア 食品の裏側 安部　司 東洋経済新報社
498.5ア 食品の裏側　２　実態編 安部　司 東洋経済新報社
498.5オ カロリーゼロにだまされるな 大西　睦子 ダイヤモンド社
499ト 新薬の罠 鳥集　徹 文藝春秋
510セ 潜入！ＴＯＫＹＯ地下ダンジョン 宝島社
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518ア 新説東京地下要塞 秋庭　俊 講談社
538ホ ＮＡＳＡ秘録 リチャード・ホーグランド 学研
540イ 東芝不正会計 今沢　真 毎日新聞出版
588イ 産廃Ｇメンが見た食品廃棄の裏側 石渡　正佳 日経ＢＰ社
673カ 「外食の裏側」を見抜くプロの全スキル、教えます。 河岸　宏和 東洋経済新報社
673カ スーパーの裏側 河岸　宏和 東洋経済新報社
673サ コンビニ店長の残酷日記 三宮　貞雄 小学館
673ト 堕落のグルメ 友里　征耶 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
673ヤ 東京アンダーナイト 山本　信太郎 廣済堂出版
673ヨ セブン－イレブンおでん部会 吉岡　秀子 朝日新聞社
699コ 「きょうの料理」のヒミツ 後藤　繁榮 平凡社
699コ 紅白歌合戦の舞台裏 合田　道人 全音楽譜出版社
699シ 笑点の謎 笑点探偵団 河出書房新社
699ナ ＮＨＫ、鉄の沈黙はだれのために 永田　浩三 柏書房
706タ 美術館の舞台裏 高橋　明也 筑摩書房
723ナ 新怖い絵 中野　京子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
760ア 誰がＪ－ＰＯＰを救えるか？ 麻生　香太郎 朝日新聞出版
760オ 音楽奇談 大日方　俊子 ヤマハミュージックメディア

778エ 映画になった奇跡の実話 鉄人ノンフィクション編集部 鉄人社
778モ ハリウッドを笑い飛ばせ！ 森　マサフミ 小学館集英社プロダクション

783.4シ ＦＩＦＡ腐敗の全内幕 アンドリュー・ジェニングス 文藝春秋
783.7ニ 巨人軍「闇」の深層 西崎　伸彦 文藝春秋
784ネ フィギュアスケート疑惑の高得点 猫宮　黒埜 東京図書出版
788フ 騎手の一分 藤田　伸二 講談社
789ミ 性と柔 溝口　紀子 河出書房新社
796ヨ われ敗れたり 米長　邦雄 中央公論新社
801ヒ 本音は顔に書いてある アラン・ピーズ 主婦の友社
814イ 辞書に載る言葉はどこから探してくるのか？ 飯間　浩明 ディスカヴァー・トゥエンティワン

910イ 〈悪口〉の文学、文学者の〈悪口〉 井上　泰至 新典社
914ハ 世界はまわり舞台 半藤　一利 創元社
916ハ 救命センター 浜辺　祐一 集英社
B916マ 日本の黒い霧　上 松本　清張 文芸春秋
B916マ 日本の黒い霧　下 松本　清張 文芸春秋
916ヤ 潜入閉鎖病棟 柳田　勝英 現代書館
932コ リチャード三世は悪人か 小谷野　敦 ＮＴＴ出版

B933カ 冷血 カポーティ 新潮社
933レ 私が売られた日 ジュリアス・レスター あすなろ書房
956ヘ 私はガス室の「特殊任務」をしていた シュロモ・ヴェネツィア 河出書房新社
BFア 震える牛 相場　英雄 小学館
Fア 公器の幻影 芦崎　笙 小学館
Fイ 七つの会議 池井戸　潤 日本経済新聞出版社
Fオ 小説防衛省 大下　英治 徳間書店
Fキ 満鉄外史 菊池　寛 原書房
Fキ 捏造のロジック 喜多　喜久 宝島社
Fサ 小説大逆事件 佐木　隆三 文芸春秋
Fシ インドクリスタル 篠田　節子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
Fシ ブラックボックス 篠田　節子 朝日新聞出版
BFヒ 白夜行 東野　圭吾 集英社
BFマ 砂の器　下巻　改版 松本　清張 新潮社
BFマ 砂の器　上巻　改版 松本　清張 新潮社
BFヤ 闇の子供たち 梁　石日 幻冬舎

2 江戸川区立篠崎図書館


