
 ２０１８年４月特集展示「篠崎春の新書祭り」

請求記号 書名 著者名 出版者名

002ナ 情報の「捨て方」　知的生産、私の方法 成毛　眞 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

007カ ソーシャルメディアの何が気持ち悪いのか 香山　リカ 朝日新聞出版

007コ ＡＩの衝撃　人工知能は人類の敵か 小林　雅一 講談社

007シ ヤバいＬＩＮＥ　日本人が知らない不都合な真実 慎　武宏 光文社

007ノ 「超」集中法　成功するのは２割を制する人 野口　悠紀雄 講談社

007ハ 「デジタル遺品」が危ない　そのパソコン遺して逝けますか？ 萩原　栄幸 ポプラ社

019サ 文庫解説ワンダーランド 斎藤　美奈子 岩波書店

019ナ インテリジェンス読書術　年３０００冊読破する私の方法 中島　孝志 講談社

019ハ ベスト珍書　このヘンな本がすごい！ ハマザキカク 中央公論新社

024イ すごい古書店　変な図書館 井上　理津子 祥伝社

024オ 蔵書の苦しみ 岡崎　武志 光文社

024ナ 書店員Ｘ　「常識」に殺されない生き方 長江　貴士 中央公論新社

028ナ 教養は「事典」で磨け　ネットではできない「知の技法」 成毛　眞 光文社

028ニ 日本の名著　近代の思想　改版 桑原　武夫 中央公論新社

031ス 図解・日本人のランキング 統計・確率研究会 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

031ノ つい話したくなる世界のなぞなぞ のり・たまみ 文藝春秋

049メ 「目安」の早わかり便利帳　世界でいちばん役に立つ！ ホームライフ取材班 青春出版社
049ヤ 雑学の威力 やく　みつる 小学館

070シ ジャーナリストはなぜ「戦場」へ行くのか　取材現場からの自己検証 危険地報道を考えるジャーナリストの会 集英社

070フ ネットメディア覇権戦争　偽ニュースはなぜ生まれたか 藤代　裕之 光文社

070ミ ウェブニュース一億総バカ時代 三田　ゾーマ 双葉社

070ロ ６枚の壁新聞　石巻日日新聞・東日本大震災後７日間の記録 石巻日日新聞社 角川マガジンズ

100ヌ 哲学マップ 貫　成人 筑摩書房

102ウ 思想家の自伝を読む 上野　俊哉 平凡社

112イ 時間は実在するか 入不二　基義 講談社
114カ 死後のプロデュース 金子　稚子 ＰＨＰ研究所
121フ 西田幾多郎　生きることと哲学 藤田　正勝 岩波書店
124ト バカボンのパパと読む「老子」 ドリアン助川 角川マガジンズ
133ミ ラッセルのパラドクス　世界を読み換える哲学 三浦　俊彦 岩波書店
139コ 入門ユダヤ思想 合田　正人 筑摩書房
140シ 使える行動分析学　じぶん実験のすすめ 島宗　理 筑摩書房
141イ 意思決定トレーニング 印南　一路 筑摩書房

J141エ 〈自分らしさ〉って何だろう？　自分と向き合う心理学 榎本　博明 筑摩書房
145フ 「金縛り」の謎を解く　夢魔・幽体離脱・宇宙人による誘拐 福田　一彦 ＰＨＰ研究所

151ナ 悪について 中島　義道 岩波書店
159タ キャリアポルノは人生の無駄だ 谷本　真由美 朝日新聞出版
162カ 世界を動かす「宗教」と「思想」が２時間でわかる 蔭山　克秀 青春出版社
163ア ご近所富士山の「謎」　富士塚御利益散策ガイド 有坂　蓉子 講談社
175イ 鳥居 稲田　智宏 光文社
J175コ １４歳からの靖国問題 小菅　信子 筑摩書房
175ニ 犬の伊勢参り 仁科　邦男 平凡社
182エ 戦国坊主列伝 榎本　秋 幻冬舎
185カ いいお坊さんひどいお坊さん 勝　桂子 ベストセラーズ
193ハ 教養としての聖書 橋爪　大三郎 光文社
198コ バチカン　ローマ法王庁は、いま 郷　富佐子 岩波書店
198ハ バチカン　ミステリアスな「神に仕える国」 秦野　るり子 中央公論新社
210シ 暴言で読む日本史 清水　義範 メディアファクトリー

213シ 古事記で読みとく地名の謎　神話ゆかりの地名１４８ 島崎　晋 廣済堂出版
213ヤ 王朝貴族物語　古代エリートの日常生活 山口　博 講談社
214オ 家訓で読む戦国　組織論から人生哲学まで 小和田　哲男 ＮＨＫ出版
215エ 殿様の左遷・栄転物語 榎本　秋 朝日新聞出版
215フ 悪代官は実はヒーローだった江戸の歴史 古川　愛哲 講談社
215ヤ 大名の家計簿　“崖っぷち”お殿様、逆転の財政改革 山下　昌也 角川マガジンズ
217イ 「月給百円」サラリーマン　戦前日本の「平和」な生活 岩瀬　彰 講談社
219ト 東京の古墳を歩く　ヴィジュアル版 大塚　初重 祥伝社
222ツ 四字熟語で愉しむ中国史 塚本　青史 ＰＨＰ研究所
234ツ ヒトラーに抵抗した人々　反ナチ市民の勇気とは何か 對馬　達雄 中央公論新社
235フ 人はなぜ裏切るのか　ナポレオン帝国の組織心理学 藤本　ひとみ 朝日新聞出版
280イ 世界を動かす巨人たち　政治家編 池上　彰 集英社
280イ 世界を動かす巨人たち　経済人編 池上　彰 集英社
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281チ 弔辞　劇的な人生を送る言葉 文藝春秋 文藝春秋
289.1ト 捏造されたヒーロー、遠山金四郎 棚橋　正博 小学館
289.1ヤ 幕末下級武士のリストラ戦記 安藤　優一郎 文藝春秋
291ウ 数字が語る現代日本の「ウラ」「オモテ」　地図と統計で見る意外な実態 宇田川　勝司 学研教育出版

291.6キ ほんとうは怖い京都の地名散歩　碁盤の目には謎がいっぱい！ 浅井　建爾 ＰＨＰ研究所
294ア アフリカ大陸一周ツアー　大型トラックバスで２６カ国を行く 浅井　宏純 幻冬舎
297ヤ 世界でいちばん石器時代に近い国パプアニューギニア 山口　由美 幻冬舎
302.1イ ２３区大逆転 池田　利道 ＮＨＫ出版
302.2ア 中国人の「財布の中身」　誰も知らない中国人の本当の経済力 青樹　明子 詩想社
302.2サ 戦場を歩いてきた　カラー写真で読み解く戦場のリアル 佐藤　和孝 ポプラ社
302.5モ 宗教国家アメリカのふしぎな論理 森本　あんり ＮＨＫ出版
311ミ ポピュリズムとは何か　民主主義の敵か、改革の希望か 水島　治郎 中央公論新社

312.5カ ルポ　トランプ王国　もう一つのアメリカを行く 金成　隆一 岩波書店
316サ 在日二世の記憶 小熊　英二 集英社
316タ ＩＳの人質　１３カ月の拘束、そして生還 プク・ダムスゴー 光文社
317ク 警視庁捜査一課長の「人を見抜く」極意 久保　正行 光文社
317タ 大手新聞・テレビが報道できない「官僚」の真実 高橋　洋一 ＳＢクリエイティブ
317フ 警察手帳 古野　まほろ 新潮社
319.3ト なぜローマ法王は世界を動かせるのか　インテリジェンス大国バチカンの政治力 徳安　茂 ＰＨＰ研究所
320シ 本当にあったトンデモ法律トラブル　突然の理不尽から身を守るケース・スタディ３６ 荘司　雅彦 幻冬舎
326サ 恩赦と死刑囚 斎藤　充功 洋泉社
326ソ エロスと「わいせつ」のあいだ　表現と規制の戦後攻防史 園田　寿 朝日新聞出版

327.1カ 密着最高裁のしごと　野暮で真摯な事件簿 川名　壮志 岩波書店
327.6ア 「この人、痴漢！」と言われたら　冤罪はある日突然あなたを襲う 粟野　仁雄 中央公論新社
327.6オ 元検事が明かす「口の割らせ方」 大澤　孝征 小学館
327.6ハ 裁判の非情と人情 原田　國男 岩波書店
331ウ 今こそ『資本論』　資本主義の終焉を生き抜くために フランシス・ウィーン ポプラ社

335.5ホ 本社はわかってくれない　東南アジア駐在員はつらいよ 下川　裕治 講談社
336.1フ 数学的コミュニケーション入門　「なるほど」と言わせる数字・論理・話し方 深沢　真太郎 幻冬舎
336.4ケ 「敬語」と「マナー」は一緒に覚えるとうまくいく！ 知的生活研究所 青春出版社
338マ 仮想通貨で銀行が消える日 真壁　昭夫 祥伝社

345.3キ 日本の長者番付　戦後億万長者の盛衰 菊地　浩之 平凡社
360ハ フォト・ドキュメンタリー人間の尊厳　いま、この世界の片隅で 林　典子 岩波書店
361.4タ 論理的に説得する技術　相手を意のままに操る極意 立花　薫 ＳＢクリエイティブ
361.4ナ 縁の切り方　絆と孤独を考える 中川　淳一郎 小学館
361.5ア 世界のタブー 阿門　禮 集英社
364キ 「人間の尊厳」を考えるための練習問題 岸　邦和 幻冬舎メディアコンサルティング

365フ 新築マンションは９割が欠陥 船津　欣弘 幻冬舎
367.3オ 親子共依存 尾木　直樹 ポプラ社
367.4イ 「魔性の女」に美女はいない 岩井　志麻子 小学館
367.4ニ 未婚当然時代　シングルたちの“絆”のゆくえ にらさわ　あきこ ポプラ社
367.4ミ 妻と別れたい男たち 三浦　展 集英社
367.6モ 「プチ虐待」の心理　まじめな親ほどハマる日常の落とし穴 諸富　祥彦 青春出版社
367.7カ 下流中年　一億総貧困化の行方 雨宮　処凛 ＳＢクリエイティブ
368.6タ 大阪人はなぜ振り込め詐欺に引っかからないのか 竹山　隆範 扶桑社
375フ 今じゃありえない！！１００年前のビックリ教科書　明治・大正・昭和の授業風景 福田　智弘 実業之日本社
377ノ ノーベル賞の舞台裏 共同通信ロンドン支局取材班 筑摩書房

383.8ア 小林カツ代と栗原はるみ　料理研究家とその時代 阿古　真理 新潮社
383.9シ 奇食珍食糞便録 椎名　誠 集英社
401オ 理系思考術 岡嶋　裕史 ソフトバンククリエイティブ

407ヤ 理化学研究所　１００年目の巨大研究機関 山根　一眞 講談社
419タ やわらか頭「江戸脳」をつくる和算ドリル 高橋　誠 講談社
421ヤ ゼロからわかるアインシュタインの発見 山田　克哉 講談社
440タ ガリレオ裁判　４００年後の真実 田中　一郎 岩波書店
443コ ダークマターとは何か　天の川銀河探査で挑む宇宙論最大の謎 郷田　直輝 ＰＨＰ研究所
448マ グーグルマップの社会学　ググられる地図の正体 松岡　慧祐 光文社
451フ 地球はもう温暖化していない　科学と政治の大転換へ 深井　有 平凡社
469タ 結局、人は顔がすべて 竹内　一郎 朝日新聞出版
470ツ スキマの植物の世界　カラー版 塚谷　裕一 中央公論新社
481タ 本当は怖い動物の子育て 竹内　久美子 新潮社

2 江戸川区立篠崎図書館



 ２０１８年４月特集展示「篠崎春の新書祭り」

請求記号 書名 著者名 出版者名

487マ したたかな魚たち　カコクな世界を生きぬけ！ 松浦　啓一 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
489ヤ ゴリラは戦わない　平和主義、家族愛、楽天的 山極　壽一 中央公論新社

490.1キ 生命に部分はない Ａ．キンブレル 講談社
491.5サ 身近に迫る危険物　人体をおびやかす危ないモノたち 齋藤　勝裕 ＳＢクリエイティブ
492.1オ 健康診断その「Ｂ判定」は見逃すと怖い 奥田　昌子 青春出版社
492.1コ “これ”に気づくと人生が一気に好転する。　働く世代が意外と気づかない体の危険 ライオン歯科衛生研究所 扶桑社
493.4キ キラーストレス　心と体をどう守るか ＮＨＫスペシャル取材班 ＮＨＫ出版
493.7シ 大人の人見知り 清水　栄司 ワニブックス
493.9シ 跳び箱に手をつき骨折する子ども　子どもの「運動機能の低下」の実態 柴田　輝明 ポプラ社
498オ 東京２３区健康格差 岡島　慎二 マイクロマガジン社
498.1イ 医療事故に「遭わない」「負けない」「諦めない」 石黒　麻利子 扶桑社
498.8マ クラッシャー上司　平気で部下を追い詰める人たち 松崎　一葉 ＰＨＰ研究所
504シ 透明人間になる方法　スーパーテクノロジーに挑む 白石　拓 ＰＨＰ研究所
509コ にっぽん町工場遺産 小林　泰彦 日本経済新聞出版社
516カ 鉄道をつくる人たち　安全と進化を支える製造・建設現場を訪ねる 川辺　謙一 交通新聞社
518ア ウンコに学べ！ 有田　正光 筑摩書房
518コ 「ガード下」の誕生　鉄道と都市の近代史 小林　一郎 祥伝社
519ｻ 恐怖の環境テロリスト 佐々木　正明 新潮社
519ﾐ 蝶の道 南　孝彦 ソニー・マガジンズ
528ﾊ 世界一のトイレ　ウォシュレット開発物語 林　良祐 朝日新聞出版
536ﾃ 列車名の謎　鉄道ファンも初耳の「名・珍列車」伝説 寺本　光照 イースト・プレス
538ｵ ドキュメント宇宙飛行士選抜試験 大鐘　良一 光文社
547ｱ ＹｏｕＴｕｂｅで食べていく　「動画投稿」という生き方 愛場　大介 光文社
548ｲ ロボットは涙を流すか　映画と現実の狭間 石黒　浩 ＰＨＰ研究所
559ｳ 江戸の砲術師たち 宇田川　武久 平凡社
579ｲ 人体特許　狙われる遺伝子情報 五十嵐　享平 ＰＨＰ研究所
588ｸ 日本全国「ローカル缶詰」驚きの逸品３６ 黒川　勇人 講談社
589ｲ 男はなぜネクタイを結ぶのか 出石　尚三 新潮社
591ﾊ 金遣いの王道 林　望 日本経済新聞出版社
596ﾂ 家飲みを極める 土屋　敦 ＮＨＫ出版

596.2ﾁ 父子 陳　建一 祥伝社
598ﾀ 赤ちゃんはなぜ父親に似るのか　育児のサイエンス 竹内　薫 ＮＨＫ出版
610ﾌ 戦争と農業 藤原　辰史 集英社インターナショナル

612ｻ 食の人類史　ユーラシアの狩猟・採集、農耕、遊牧 佐藤　洋一郎 中央公論新社
617ﾕ ヒョウタン文化誌　人類とともに一万年 湯浅　浩史 岩波書店
626ｻ 有機野菜はウソをつく 齋藤　訓之 ＳＢクリエイティブ
641ﾔ バターが買えない不都合な真実 山下　一仁 幻冬舎
645ﾐ 秋田犬 宮沢　輝夫 文藝春秋
652ﾀ 森と日本人の１５００年 田中　淳夫 平凡社
661ｶ 魚が食べられなくなる日 勝川　俊雄 小学館
664ﾄ イルカ漁は残酷か 伴野　準一 平凡社
666ﾖ 金魚はすごい 吉田　信行 講談社
672ﾐ 商店街はいま必要なのか　「日本型流通」の近現代史 満薗　勇 講談社
673ｵ ブラック葬儀屋 尾出　安久 幻冬舎
675ｵ あなたのアクセスはいつも誰かに見られている　Ａｍａｚｏｎ、Ｙａｈｏｏ！、Ｇｏｏｇｌｅ…大手サイトの 小川　卓 扶桑社
678ｶ 〈図説〉「資源大国」東南アジア　世界経済を支える「光と陰」の歴史 加納　啓良 洋泉社
685ｶ そうだったのか、都バス　懐かしの車両から最新システムまで 加藤　佳一 交通新聞社
686ﾀ 東京駅「１００年のナゾ」を歩く　図で愉しむ「迷宮」の魅力 田村　圭介 中央公論新社
689ｲ 帝国ホテルの流儀 犬丸　一郎 集英社
693ｸ 伝書鳩　もうひとつのＩＴ 黒岩　比佐子 文芸春秋
693ﾅ 外国切手に描かれた日本 内藤　陽介 光文社
699ｸ テレビの企画書　新番組はどうやって生まれるか？ 栗原　美和子 ポプラ社
702ﾐ アトリエの巨匠に会いに行く　ダリ、ミロ、シャガール… 南川　三治郎 朝日新聞出版
704ｻ タイトルの魔力　作品・人名・商品のなまえ学 佐々木　健一 中央公論新社
707ﾐ 現代アートを買おう！ 宮津　大輔 集英社
709ｺ 日本の国宝、最初はこんな色だった 小林　泰三 光文社
J709ﾋ 裏読み世界遺産　カラー版 平山　和充 筑摩書房
712ｵ デスマスク 岡田　温司 岩波書店
721ｺ 百鬼夜行絵巻の謎 小松　和彦 集英社
721ﾂ 奇想の江戸挿絵 辻　惟雄 集英社
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請求記号 書名 著者名 出版者名

726ｵ サンデーとマガジン　創刊と死闘の１５年 大野　茂 光文社
740ﾜ 戦場カメラマンの仕事術 渡部　陽一 光文社
749ﾏ 本を読む人のための書体入門 正木　香子 星海社
750ｱ 若き女職人たち 阿部　純子 集英社
757ｼ 色彩の世界地図 ２１世紀研究会 文芸春秋
760ﾋ 笑えるクラシック　不真面目な名曲案内 樋口　裕一 幻冬舎
760ﾖ クラシック音楽は「ミステリー」である 吉松　隆 講談社
764ﾅ ロックの歴史 中山　康樹 講談社
770ﾔ ジャニーズと日本 矢野　利裕 講談社
J778ｵ 「世界征服」は可能か？ 岡田　斗司夫 筑摩書房
779ﾋ タモリ論 樋口　毅宏 新潮社
780ｲ 目の見えないアスリートの身体論　なぜ視覚なしでプレイできるのか 伊藤　亜紗 潮出版社
788ﾓ 競馬の世界史　サラブレッド誕生から２１世紀の凱旋門賞まで 本村　凌二 中央公論新社
796ｶ 負けて強くなる　通算１１００敗から学んだ直感精読の心得 加藤　一二三 宝島社
798ﾀ 教養としてのゲーム史 多根　清史 筑摩書房
801ｿ 同時通訳はやめられない 袖川　裕美 平凡社
801ﾀ 〈辞書屋〉列伝　言葉に憑かれた人びと 田澤　耕 中央公論新社
801ﾑ シェークスピアは誰ですか？　計量文献学の世界 村上　征勝 文芸春秋
807ｵ ことばと文字の遊園地 小野　恭靖 新典社
809ﾔ キラークエスチョン　会話は「何を聞くか」で決まる 山田　玲司 光文社

810ｷ 金田一家、日本語百年のひみつ 金田一　秀穂 朝日新聞出版

811ｸ いい男は「や行」でねぎらう　いい女は「は行」で癒す 黒川　伊保子 宝島社

811ｸ 怪獣の名はなぜガギグゲゴなのか 黒川　伊保子 新潮社

811ﾔ ん　日本語最後の謎に挑む 山口　謠司 新潮社

812ﾜ 地団駄は島根で踏め　行って・見て・触れる《語源の旅》 わぐり　たかし 光文社

813ｺ 超明解！国語辞典 今野　真二 文藝春秋

814ｲ 辞書に載る言葉はどこから探してくるのか？　ワードハンティングの現場から 飯間　浩明 ディスカヴァー・トゥエンティワン

816ｺ 必ず書ける「３つが基本」の文章術 近藤　勝重 幻冬舎

816ﾉ ＳＮＳ時代の文章術 野地　秩嘉 講談社

818ｼ 新聞社も知りたい日本語の謎 橋本　五郎 ベストセラーズ

818ﾀ 方言萌え！？　ヴァーチャル方言を読み解く 田中　ゆかり（１９６４～ 岩波書店

831ｾ 英語リスニング聴き取れないのはワケがある デイビッド・セイン 青春出版社

836ﾖ 名演説で学ぶ英語 米山　明日香 祥伝社

837ﾀ 英語は「リズム」で９割通じる！　カタコトでもいますぐ話せる裏ワザ 竹下　光彦 青春出版社

904ｺ 『こころ』は本当に名作か　正直者の名作案内 小谷野　敦 新潮社

904ｺ 純文学とは何か 小谷野　敦 中央公論新社

910ｳ 芥川賞の謎を解く　全選評完全読破 鵜飼　哲夫（１９５９～ 文藝春秋

910ﾅ 日本の官能小説　性表現はどう深化したか 永田　守弘 朝日新聞出版

910ﾅ 知っているようで知らない夏目漱石 出口　汪 講談社

911.3ｵ 俳句と暮らす 小川　軽舟 中央公論新社

911.3ｸ 猫俳句パラダイス 倉阪　鬼一郎 幻冬舎

911.4ｵ 吉原の江戸川柳はおもしろい 小栗　清吾 平凡社

911.4ｵ 男と女の江戸川柳 小栗　清吾 平凡社

913ﾃ 鉄道落語　東西の噺家４人によるニューウェーブ宣言 古今亭　駒次 交通新聞社

914ｲ 無頼のススメ 伊集院　静 新潮社

914ｲ エゴの力 石原　慎太郎 幻冬舎

914ｴ ５０歳からの教養力 江上　剛 ベストセラーズ

914ｵ ひとまず、信じない　情報氾濫時代の生き方 押井　守 中央公論新社

914ｵ おとなの始末 落合　恵子 集英社

914ｼ 大人のコミュニケーション術　渡る世間は罠だらけ 辛酸　なめ子 光文社

916ﾋ ヒキタさん！ご懐妊ですよ　男４５歳・不妊治療はじめました ヒキタ　クニオ 光文社

917ｿ 人間の分際 曽野　綾子 幻冬舎

932ｼ あらすじで読むシェイクスピア全作品 河合　祥一郎 祥伝社

953ﾕ 『レ・ミゼラブル』の世界 西永　良成 岩波書店
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