
亜紀書房

宅間守 精神鑑定書
――精神医療と刑事司法のはざまで

岡江晃 9784750513102 2013年5月23日
宅間守と17回面接し、精神鑑定を行った精神科医による初の著書。大
阪地方裁判所へ提出された精神鑑定書を、ほぼそのまま収載。

2,640 416
四六
上製

殺人鬼ゾディアック
――犯罪史上最悪の猟奇事件、その隠された真
実

ゲーリー・L・スチュワート、スーザ
ン・ムスタファ 著／高月園子 訳

9784750514338 2015年8月25日
1960年代末に全米を震え上がらせた正体不明の猟奇殺人犯“ゾディ
アック”。迷宮入りした殺人事件の“真相”がついに明らかに!?

2,970 432
四六
上製

息子が殺人犯になった
――コロンバイン高校銃乱射事件・加害生徒の母
の告白

スー・クレボルド 著
仁木めぐみ 訳

9784750514468 2017年6月22日
全米を揺るがした銃乱射事件の実行犯の家族が揺れる心のままに綴
る、息子のこと、事件後のこと。

2,530 398
四六
上製

日本殺人巡礼 八木澤高明 9784750515199 2017年8月24日
戦前戦後から高度成長期を経てバブル、平成不況という歴史のうねり
のなかで、日本中を震撼させた恐ろしい凶悪殺人事件の数々。

1,870 360 四六

黄金州の殺人鬼
――凶悪犯を追いつめた執念の捜査録

ミシェル・マクナマラ 著
村井理子 訳

9784750516141 2019年9月28日
米国・カリフォルニア州を震撼させた連続殺人・強姦事件の犯人「黄金
州の殺人鬼」(ゴールデン・ステート・キラー)を追う。

2,750 460 四六

音楽之友社

アウシュヴィッツの音楽隊
シモン・ラックス&ルネ・クーディー
著
大久保喬樹訳

9784276214514 2009年3月20日
音楽と人間に対する眼差しを一変させるであろう必読の一冊（五木寛
之）。収容所に実在したユダヤ人音楽隊の稀有なドキュメント。

1,980 192 四六

新版  魔のヴァイオリン 佐々木庸一 9784276371071 2012年6月30日
16世紀の美しい装飾が加えられた「チェリーニ」は、呪われた楽器とし
て多くの人生を狂わせた事など楽器とその魔力について述べる。

2,420 224 四六

河出書房新社

サピエンス全史　上
ユヴァル・ノア・ハラ
柴田裕之 訳

9784309226712 2016年9月9日
ホモ・サピエンスの過去、現在、未来を俯瞰するかつてないスケールの
大著、ついに邦訳！

2,090 296 四六

サピエンス全史　下
ユヴァル・ノア・ハラリ
柴田裕之 訳

9784309226729 2016年9月9日
ホモ・サピエンスの過去、現在、未来を俯瞰するかつてないスケールの
大著、ついに邦訳！

2,090 296 四六

ソドム　バチカン教皇庁最大の秘密
フレデリック・マルテル
吉田春美 訳

9784309249568 2020年2月24日
バチカン教皇庁の中枢でひた隠しにされてきた同性愛をめぐるスキャ
ンダルをあらゆる手段を尽くして暴いた空前のルポ。

4,290 752 四六

黒魔術がひそむ国　ミャンマー政治の舞台裏 春日孝之 9784309249797 2020年10月14日
なぜ、国家元首の誕生日は最高機密なのか？謎多きミャンマーの現
代政治を、スリリングに描くノンフィクション。

2,200 288 四六判変

0

金の星社 0

魔女図鑑　魔女になるための11のレッスン
マルカム・バード 作・絵
岡部史 訳

9784323012544 1992年8月1日
魔女のファッションから空とぶほうきのつくり方、魔女のケーキの作り方
まで詳しく紹介。これさえ読めばあなたも魔女になれるかも…？

2,486 96 26.5×23.5cm

地獄の歩き方
田村正彦 監修
小野崎理香、水野ぷりん 絵

9784323074467 2019年8月8日
この本は、死後の世界を紹介しています。この本を読んでおけば、死
後迷うことはないでしょう。地獄と死後の世界をご案内します！

1,320 96 A5

勁草書房

悪への自由 中島義道 9784326154197 2011年10月7日
道徳的善さは、悪への自由の開かれているただ中で、それに逆行して
善いことを求めることのうちにある――カント倫理学の核心を抉る！

2,640 248 四六

ナチズムは夢か 南利明 9784326200566 2016年10月18日
ナチズムはドイツに固有の出来事、歴史上唯一の出来事か？ 近代に
固有の、これからも繰り返されうる、ありふれた結末ではないのか？

13,200 1024 A5

シャーデンフロイデ
リチャード・H・スミス著
澤田匡人訳

9784326299270 2018年1月26日
他人の失敗や不幸を見聞きしてほくそ笑み、心を弾ませる。雑誌、テレ
ビ、ネット上に溢れる密やかな喜び、その源泉を明らかに。

2,970 324 四六

魔女にされた女性たち
I.アーレント＝シュルテ著
野口芳子・小山真理子訳

9784326652815 2003年6月26日
呪術に支配された村社会と、知識層の抱く魔女像によって魔女は作り
出された。裁判記録などをひもとき、そのメカニズムを解明する。

2,750 192 四六

グリム童話と魔女 野口芳子 9784326851768 2002年2月20日
魔女とは何だったのか？ 史実／伝承／グリムによる近代的家庭像の
創出から魔女像の変容と真相に迫る！

3,190 272 四六

※価格は税込（10％）

「人類の暗黒面にようこそ」
2022年10号 図書館クラブ通信 拡大版

図書館は本の森。

出版梓会は事典から絵本までユニークな本を丁寧に作る出版社の集まりです。

この栞では毎回テーマを決めて、

読書の愉しみを、ひとりの時間を極上にしてくれるお宝本を、こっそりお教えします。

いまだからこそ、図書館と出版社が力を合わせて利用者が

ワクワクしてくれるような展示企画を作りませんか？

きれいはきたない、きたないはきれい。
人間と悪について考えてみます。
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レイシズムを解剖する 高史明 9784326299089 2019年10月7日
偏見を持つ人は右翼的傾向にあるのか、それとも別の要因によるの
か。ネット利用との関係は？　偏見を理解するための社会心理学。

2,530 240 四六

幻戯書房

マクティーグ　サンフランシスコの物語
フランク・ノリス
高野泰志訳

9784864881784 2019年10月7日
歯科医は宿命を背負い内面の「獣」性を制御しきれず妻を殺してしま
う。ノワール小説の先駆的作品。

4,400 552
四六変
上製

ミルドレッド・ピアース 未必の故意
ジェイムズ・M・ケイン
吉田恭子訳

9784864882170 2021年4月9日
役立たずの夫を追い出した妻が奮闘する愛と金と逸脱の物語。娘も鬼
畜。ノワール文学の傑作。本邦初訳

4,180 432
四六変
上製

工作舎

ジョルダーノ・ブルーノとヘルメス教の伝統 フランセス・イエイツ 9784875024293 2010年5月1日
火刑に処せられたジョルダーノ・ブルーノ。その放浪を辿りながら、ルネ
サンスに隠されたヘルメス教と魔術的世界観を解き明かす。

11,000 880
A5

上製

ハンセン病　日本と世界 ハンセン病フォーラム　編 9784875024705 2016年2月1日
日本で、世界で施設に隠されたハンセン病患者・回復者。感染力が弱
いとわかってからも差別が続くのはなぜか。ハンセン病の全体像を捉
えなおす。

2,750 376 A5変判

佼成出版社

〈大逆事件〉と禅僧内山愚童の抵抗  眞田芳憲  9784333027767  2018年3月15日
〈大逆事件〉に連座し刑死した禅僧・内山愚童。危険な反逆者という側
面ばかりが強調されてきた愚童の思想やその実像に迫る。

2,200 240 四六

許せないを気にしない。 名取芳彦 9784333028412 2021年1月30日
不安と怒りの毎日を智慧と慈悲で抜け出せ！人気和尚が穏やかに過
ごす生き方を説く。「許せない」に翻弄される人々に捧げる仏教放言。

1,650 236 四六並製

人は人を裁けるか 眞田芳憲 9784333024490 2010年5月30日
法学者である著者が、法華経を信仰する仏教徒として死刑制度の問
題と向き合い、人が人に罪を問い罰を科すことの意味を問いかける。

990 304 新書判

蓬州宮嶋資夫の軌跡 黒古一夫 9784333028481 2021年5月30日
小説家・僧侶であった宮嶋資夫（蓬州）の評伝。プロレタリア作家から
禅門での出家という特異な一生を作品と時代考証とともに描く。

2,420 256 四六並製

じごくへいった三人
谷真介・文
赤坂三好・絵

9784333015252 1991年7月1日
綱渡りに失敗した軽業師が、医者と山伏を巻き添えにして地獄に落ち
てしまう。みんなが地獄で見たものとは･･･。

1,175 32 A4判変型

三省堂

犯罪学大図鑑
ＤＫ社 編
宮脇孝雄 遠藤裕子 大野晶子 訳

9784385162393 2019年8月5日
世界中の歴史に残る犯罪を図説。事件の概要から、犯罪者の心理や
多様な捜査方法、社会に与えた影響まで幅広く考察。オールカラー。

4,620 352 B5変型判

税務経理協会

最近の粉飾　第７版 井端　和男 著 9784419063566 2016年9月15日
筆者の実務経験に基づく粉飾発見法を詳述。東芝粉飾、シャープ経営
破綻をエクセル利用の統計的分析手法を取り入れ徹底究明。

3,740 404 A5

筑摩書房

魔女・怪物・天変地異 黒川 正剛 9784480016713 2018年8月10日
魔女狩りが激烈をきわめる中、各地で怪物、凶兆、天罰等々が大増殖
した。ヨーロッパ中世怪異をたどり近代的思考の誕生を切り出す。

1,760 249 四六

生まれてこないほうが良かったのか？
――生命の哲学へ！

森岡正博 9784480017154 2020年10月13日
自分が生まれてきたことを否定する思想は、長い歴史を持つ。古今東
西の哲学・思想、文学を往還し、この思想を徹底検証。その超克を図る
「生命の哲学」の試み！

1,980 368 四六

紅衛兵とモンゴル人大虐殺
――草原の文化大革命

楊 海英 9784480017260 2021年3月17日
文化大革命で、内モンゴルのモンゴル人346000人を逮捕し、27900人
を殺害した。紅衛兵の実態を暴き、虐殺の真相に迫る。

2,090 416 四六

ルポ 虐待: 大阪二児置き去り死事件 杉山 春 9784480067357 2013年9月4日
2010年夏、3歳の女児と1歳9カ月の男児の死体が大阪市内のマンショ
ンで発見された。なぜ幼い二人は命を落としたのか。

946 265 新書

文学と悪
ジョルジュ・バタイユ
山本功訳

9784480084156 1998年4月1日
文学にとって至高のものとは、悪の極限を掘りあてることではないの
か。サド、プルースト、カフカなど八人の作家を巡る論考。解説・吉本隆
明。

1,430 345 文庫

増補 魔女と聖女: 中近世ヨーロッパの光と影 池上 俊一 9784480096807 2015年6月10日
魔女と聖女はあらゆる点で表裏の関係にあった。なぜ同時期に女性に
対する嫌悪と礼賛とがこれほどまでに高まっていったのか?

1,210 280 文庫

責任と判断
ハンナ・アレント
中山元訳

9784480097453 2016年8月8日
人間の責任の意味と判断の能力について考察し、考える能力の喪失
により生まれる“凡庸な悪”を明らかにする。

1,760 558 文庫

悪について
エーリッヒ・フロム
渡会圭子訳

9784480098412 2018年1月11日
私たちはなぜ生を軽んじ、自由を放棄し、進んで悪に身をゆだねてしま
うのか。人間の本性を克明に描き出した不朽の名著、待望の新訳。解
説　出口剛司

1,100 235 文庫

裏社会の日本史
フィリップ・ポンス
安永愛訳

9784480098818 2018年8月8日
中世における賤民から現代社会の経済的弱者まで、また江戸の博徒
や義賊から近代以降のやくざまで――フランス知識人が描いた貧困と
犯罪の裏日本史。

1,870 640 文庫

増補 普通の人びと:
ホロコーストと第101警察予備大隊

クリストファー・R・ブラウニング 9784480099204 2019年5月10日
私たちと同じごく平凡な人びとが、無抵抗なユダヤ人を並び立たせ、ひ
たすら銃殺しつづける―そんなことがなぜ可能だったのか。

1,760 528 文庫

証言集 関東大震災の直後 朝鮮人と日本人 西崎 雅夫 編 9784480435361 2018年8月9日
1923(大正12)年の関東大震災。その直後から日本人による朝鮮人へ
の虐殺行為が始まる。公的史料が伝える約180編を収録。

990 413 文庫

悪の愉しみ――現代マンガ選集 山田英生編 9784480436764 2020年10月8日
子ども向けから脱却し、青年層の読者を獲得していったマンガ。貸本
劇画から現在まで、表現の幅を広げたそれらの多様な傑作19編を収
録する。

880 400 文庫

解放されたゴーレム
――科学技術の不確実性について

ハリー・コリンズ、トレヴァー・ピン
チ著／村上陽一郎、平川秀幸訳

9784480510150 2020年11月10日
科学技術は強力だが不確実性に満ちた「ゴーレム」である。チェルノブ
イリ原発、エイズなど7つの事例をもとに、その本質を科学社会的に繙
く。

1,430 320 文庫

終末論の系譜
――初期ユダヤ教からグノーシスまで

大貫隆 9784480847478 2019年1月15日
ユダヤ教の中から生まれた終末思想はいかにしてイエスに継承された
のか。聖書正典のほか外典偽典等の史料を渉猟し、現代思想との対
話も試みる渾身の書き下ろし。

4,620 576
四六
上製
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ブラッドランド 上:
ヒトラーとスターリン 大虐殺の真実

ティモシー スナイダー 9784480861290 2015年10月15日
ウクライナ、ベラルーシ、ポーランド。ドイツとソ連に挟まれ、双方から
蹂躙されたその地で何があったのか?真実がいま明らかに―。

3,080 346
四六
上製

ブラッドランド 下:
ヒトラーとスターリン 大虐殺の真実

ティモシー スナイダー 9784480861306 2015年10月15日
この惨劇は、度重なる政治の嘘によって隠蔽された。歴史家の執念が
掘りあてた真実とは?

3,300 397
四六
上製

築地書館

怠惰を手に入れる方法
ウェンディ・ワッサースタイン・著
屋代通子・訳

9784806713869 2009年7月31日
キリスト教における怠惰から日常生活における怠惰まで、ユーモアたっ
ぷりに幅広く紹介。巻末エッセイはしりあがり寿氏。

1,650 184 四六

嫉妬の力で世界は動く
ジョゼフ・エプスタイン・著
屋代通子・訳

9784806713944 2009年10月22日
なぜ人は嫉妬を抱くのか。俗物研究者として定評のある著者が、ありと
あらゆる嫉妬エピソードを紹介。巻末エッセイは香山リカ氏。

1,650 208 四六

暴食の世界史
フランシーン・プローズ・著
屋代通子・訳

9784806713951 2010年1月8日
「暴食」の歴史が明かす、人と食欲との知られざる攻防！　巻末エッセ
イは森達也氏。

1,650 172 四六

強欲の宗教史
フィリス・A・ティックル・著
屋代通子・訳

  9784806714293 2011年8月31日
なぜ人は欲しがるのか。ヒンドゥー教、仏教、キリスト教における「貪
欲」を探り、絵画の世界から人間の欲望を紹介する。

1,320 104 四六

戦前の少年犯罪 管賀 江留郎  9784806713555 2007年10月30日
現代より遥かに凶悪で不可解な心の闇を抱える子どもたちの犯罪目
録。膨大な実証データで戦前の道徳崩壊の凄まじさを明らかにする。

2,310 336 四六

チベット仏教が教える怒りの手放し方
ロバート・A・F・サーマン・著
屋代通子・訳

 9784806714217 2011年5月10日
怒りのからくりを理解すれば、簡単に幸福を探せるのだ。巻末エッセイ
は中沢新一氏。

1,650 204 四六

プライドーアメリカ社会と黒人
マイケル・エリック・ダイソン・著
屋代通子・訳

 9784806714231 2011年6月7日
プライド（誇り）は大切だが高すぎるプライド（驕り）は？アメリカ社会に
おける黒人のプライドを描き人が誇りを持つ事の意味を探る。

1,650 204 四六

哲人たちはいかにして色欲と闘ってきたのか
サイモン・ブラックバーン・著
屋代通子・訳

 9784806714262 2011年7月1日
プラトン、シェイクスピア、ホッブス――先人達も頭を悩ませ続けた「色
欲」の世界へ、いざ出発！　巻末エッセイは岩井志麻子氏。

1,650 216 四六

西村書店

世界 魔法道具の大図鑑

ピエルドメニコ・バッカラリオ／ヤ
コポ・オリヴィエーリ 文　マルコ・
ソーマ 絵　小谷真理 日本語版監
修　山崎瑞花 訳

9784867060087 2020年3月15日
夢のある道具から恐ろしいものまで、人々の希望や欲望を映し出す
「魔法道具」を古今東西の物語から210アイテム集めて一挙公開！

3,080 160 B5変型

日本教文社

私の牛がハンバーガーになるまで
ピーター・ローベンハイム著
石井　礼子訳

9784531081394 2004年5月20日
一人のジャーナリストが自分の買った牛に愛情を抱いてしまった。人が
「肉」を食べることの意味を改めて考えさせる書。

2,200 416 四六

遺伝子組み換え作物が世界を支配する
ビル・ランブレクト著
柴田　譲治訳

9784531081424 2004年12月15日 遺伝子組み換えは食の福音か、災厄の始まりか？ 2,409 560 四六

生命操作は人を幸せにするのか
レオン・Ｒ・カス著
堤　理華訳

9784531081455 2005年4月15日
元米大統領生命倫理委員会のトップによる、迫りくる『人間の終わり』
への警鐘。

2,724 432
四六
上製

私が肉食をやめた理由 ジョン・ティルストン 9784531015511 2007年3月15日
バーベキュー好きの一家がなぜベジタリアンに転向したのか？著者の
体験的レポート。

1,320 172 四六

コリン・ウィルソン ハワード・Ｆ・ドッサー 9784531081004 1996年9月20日
『アウトサイダー』以来人間の進化へのエネルギーを、闇の面から明ら
かにしてきたウィルソン。その人間像と思想を検証した大作。

4,486 572
四六
上製

原書房

悪態の科学――あなたはなぜ口にしてしまうのか
エマ・バーン 著
黒木章人 訳

9784562055913 2018年8月13日
人間にとって重要な意味をもつ悪態は歴史の中でどのように変化して
きたか。神経科学、言語学、行動心理学などから多角的に解き明か
す。

2,420 288 四六

暗殺が変えた世界史　上
ジャン=クリストフ･ビュイッソン 著
／神田順子・田辺希久子 訳

9784562057146 2019年12月6日
カエサルからフランツ＝フェルディナントまで、暗殺されるまでの数か
月、数週間、数日、数時間、数秒を可能なかぎり正確にたどる。

2,200 264 四六

暗殺が変えた世界史　下
ジャン=クリストフ･ビュイッソン 著
／神田順子・清水珠代訳

9784562057153 2019年12月6日
ニコライ二世からチャウシェスク夫妻まで、さまざまなタイプの暗殺を網
羅し、暗殺者たちが正義と信じた多様な背景を紹介する。

2,200 264 四六

図説毒と毒殺の歴史
ベン・ハバード 著
上原ゆうこ 訳

9784562057283 2020年2月22日
クレオパトラなど歴史上の人物から現代のテロリストまで、毒と人間と
の関わりや、代表的な毒物の作用、効果をフルカラーで解説。

3,300 288 A5

「悪」が変えた世界史　上
ヴィクトル・バタジオン 編
神田順子 他訳

9784562058518 2020年10月17日
古代から近世にいたる時代の、血に飢えた皇帝、捕食動物のように残
忍な王妃、邪悪な専制君主、凶悪な犯罪者など、恐怖の10人。

2,420 224 四六

「悪」が変えた世界史　下
ヴィクトル・バタジオン 編
神田順子 他訳

9784562058525 2020年10月17日
狂気とイデオロギーを結びつけて、あらゆる過激に走った、20世紀の
専制的な独裁者、大量虐殺者、原理主義者など恐るべき10人。

2,420 232 四六

図説　魔女の文化史
セリヌ・デュ・シェネ 著
蔵持不三也 訳

9784562059096 2021年3月19日
危険で邪悪な存在か、魅力的な存在か。中世から現代に至る魔女の
イメージの変遷を、豊富なカラー図版でたどるヴィジュアル文化史｡

4,180 196 B５変型判

図説拷問と刑具の歴史
マイケル・ケリガン 著
岡本千晶 訳

9784562035526 2002年10月1日
古代より現代に至る世界中の拷問と刑具の数々。刑具の洗練・発展に
より拷問はどう変化したか。多数の未公開図版とともに明らかに。

3,080 300 A５変型判

福村出版

パーソナリティのダークサイド
――社会・人格・臨床心理学による科学と実践

ヴァージル・ジーグラー・ヒル、デ
ビィッド・K・マーカス編／下司忠
大、阿部慎吾、小塩真司監訳

9784571240898 2021年4月5日
これまでの典型的な視点を超え、ポジティブの影にも焦点を当てる等、
より広い観点で捉えたパーソナリティのダークサイドの最新研究。

7,920 432 A5

平凡社

中世ヨーロッパ
ウィンストン・ブラック著
大貫俊夫監訳

9784582447132 2021年4月1日
中世は「暗黒の」千年紀、文化と文明が壊滅的に失われた停滞期だっ
たのか？　11の通念をとりあげ、中世の歴史的実像を提示する。

3,520 384 B6変型判
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増補 南京事件論争史 笠原十九司 9784582768763 2018年12月1日
明白な史実であるのに否定派の存在によって論争が続く南京事件。否
定派の論拠のトリックとは？　親本刊行後の10年を増補した全史。

1,650 374 B6変型判

クー・クラックス・クラン 浜本隆三 9784582858273 2016年10月1日
白人至上主義を唱え、アメリカ南北戦争後に誕生した秘密結社クー・ク
ラックス・クラン。その盛衰の背景とメカニズムを考察する。

880 224 新書判

ミステリーで読む戦後史 古橋信孝 9784582859010 2019年1月1日
敗戦後の復興と公害問題、安保闘争、少年犯罪など、日本が時代ごと
に抱えていた社会問題を、ミステリーを通じて浮き彫りにしていく。

1,034 288 新書判

警察庁長官狙撃事件 清田浩司 岡部統行 9784582859034 2019年2月1日
世間を震撼させた警察庁長官狙撃事件。彼こそが“真犯人”であると確
証を得るまでのドキュメント。平成最大の未解決事件の真実とは。

946 272 新書判

京アニ事件 津堅信之 9784582859485 2020年7月1日
日本社会に衝撃をもたらした「京都アニメーション事件」。この事件は何
を露わにしたのか。アニメ史の専門家が独自の観点から分析。

902 208 新書判

台湾現代史 何義麟  9784582411102 2014年9月1日
1947年、民間人を政府が弾圧、多数の死者を出した二・二八事件への
認識の対立と史実を対話的に再検討し台湾の戦後史を叙述。

3,080 280 四六

虐待された少年はなぜ、事件を起こしたのか 石井光太  9784582859119 2019年5月1日
罪を犯した少年たちは、どのようにして心が壊れたのか。矯正教育で
はどんな取り組みがされているか。彼らの病理と矯正教育の最前線。

1,078 392 新書判

問題の女 本荘幽蘭伝 平山亜佐子 9784582838640 2021年10月1日
転職50回以上、50人近い夫を持ち、120人以上と交際し妖婦と呼ばれ
た毛断（モダン）ガールの本家本元、その謎の生涯を追う。

3,080 344 四六

吉川弘文館

中世仏教絵画の図像誌
-経説絵巻・六道絵・九相図-

山本　聡美 9784642016636 2020年2月20日
本美術史は、仏教との関係を看過して語りえない。地獄・鬼・六道輪廻
など、仏教的罪業観に基づく図像の成立と受容の歴史に迫る。

9,350 504
A5

上製

沖縄戦 強制された「集団自決」 林　博史 9784642056755 2009年6月20日
なぜ「集団自決」が引き起こされたのか！　その真相と構造を解き明か
す！

1,980 270 四六

平安時代の死刑-なぜ避けられたのか- 戸川　点 9784642057974 2015年3月1日
平安時代には死刑がなかったのか。タテマエとしての死刑忌避と、実
態としての死刑があった真実を究明。死刑制度議論に一石を投じる。

1,870 208 四六
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