展示期間：2019/11/18(月)-

事実をもとにして書かれたノンフィクション作品を集めました。
社会問題、世界情勢、紀行文など幅広い分野の図書が揃っています。
本を通じて、私たちの社会やこの世界で起こった出来事に関心を持ってください。
書名等

配置場所

請求記号

4F新書版

007.3//R66//6990

アルカイダから古文書を守った図書館員 / ジョシュア・ハマー著 ; 梶山あゆみ訳. -- 紀伊國屋書店, 2017.6.

3F開架新体系

018.09//H26//0016

アトランティスへの旅 : 失われた大陸を求めて / マーク・アダムス著 ; 森夏樹訳. -- 青土社, 2015.12.

3F開架新体系

209.32//A16//8016//西田蔵書

八九六四 : 「天安門事件」は再び起きるか / 安田峰俊著. -- KADOKAWA, 2018.5.

3F開架新体系

222.077//Y62//8887

3F開架新体系

223.107//TU8//6179

小倉昌男祈りと経営 : ヤマト「宅急便の父」が闘っていたもの / 森健著. -- 小学館, 2016.1.

3F開架新体系

289//MO45//8853

じゃ、また世界のどこかで。 / 近藤大真著. -- KADOKAWA, 2018.7.

2F学生選書

290.9//KO73//1134

ドライブイン探訪 / 橋本倫史著. -- 筑摩書房, 2019.1.

3F開架新体系

291.09//H38//4370

満州残映 : ソ満国境ルポルタージュ / 早瀬利之著. -- 潮書房光人社, 2016.12.

3F開架新体系

292.25//H47//6143//西田蔵書

煮えたぎる川 / アンドレス・ルーソ著 ; シャノン・N・スミス訳. -- 朝日出版社, 2017.9. -- (TED books).

3F開架新体系

296.8//R92//4428

極夜行 / 角幡唯介著. -- 文藝春秋, 2018.2.

3F開架新体系

297.8//KA28//1658

ルポ隠された中国 : 習近平「一強体制」の足元 / 金順姫著. -- 平凡社, 2017.10. -- (平凡社新書 ; 855).

4F新書版

302.22//KI31//4105//西田蔵書

4F開架新体系

302.4//B58//4039

カラシニコフ / 松本仁一著. -- [1], 2. -- 朝日新聞社, 2004.7-2006.5.

4F開架新体系

302.4//MA81//0996

カラシニコフ / 松本仁一著. -- [1], 2. -- 朝日新聞社, 2004.7-2006.5.

4F開架新体系

302.4//MA81//7864

悪だくみ : 「加計学園」の悲願を叶えた総理の欺瞞 / 森功著. -- 文藝春秋, 2017.12.

4F開架新体系

312.1//MO45//7183

ラストベルト再訪 / 金成隆一著. -- 岩波書店, 2019.9. -- (岩波新書 ; 新赤版 1793 . ルポトランプ王国 ; 2).

4F新書版

312.53//KA46//6820

もう一つのアメリカを行く / 金成隆一著. -- 岩波書店, 2017.2. -- (岩波新書 ; 新赤版 1644 . ルポトランプ王国).

4F新書版

312.53//KA46//6879

黙殺 : 報じられない"無頼系独立候補"たちの戦い / 畠山理仁著. -- 集英社, 2017.11.

4F開架新体系

314.8//H41//4048

4F開架新体系

316.4//TO17//2876

4F開架新体系

316.822//E38//7529

4F開架新体系

319.38//MA46//2109

石つぶて : 警視庁二課刑事の残したもの / 清武英利著. -- 講談社, 2017.7.

4F開架新体系

326.21//KI93//5019

告白 : あるPKO隊員の死・23年目の真実 / 旗手啓介著. -- 講談社, 2018.1.

4F開架新体系

329.5//H42//5783//西田蔵書

4F開架新体系

366.0233//B58//3703

ルポニッポン絶望工場 / 出井康博 [著]. -- 講談社, 2016.7. -- (講談社+α新書 ; 737-1C).

4F新書版

366.89//I19//4400

東京貧困女子。 : 彼女たちはなぜ躓いたのか / 中村淳彦著. -- 東洋経済新報社, 2019.4.

4F開架新体系

367.2136//N37//4155

沖縄アンダーグラウンド : 売春街を生きた者たち / 藤井誠二著. -- 講談社, 2018.9.

4F開架新体系

368.4//F57//1520//西田蔵書

死刑のための殺人 : 土浦連続通り魔事件・死刑囚の記録 / 読売新聞水戸支局取材班著. -- 新潮社, 2014.3.

4F開架新体系

368.61//Y81//9437

4F開架新体系

368.7//Y76//1454

4F開架新体系

368.7//Y76//8361

43回の殺意 : 川崎中1男子生徒殺害事件の深層 / 石井光太著. -- 双葉社, 2017.12.

4F開架新体系

368.71//I75//5439

孤族の国 : ひとりがつながる時代へ / 朝日新聞「孤族の国」取材班著. -- 朝日新聞出版, 2012.5.

4F開架新体系

368//A82//3126

ルポ川崎 / 磯部涼著. -- サイゾー, 2017.12.

4F開架新体系

368//I85//0849

ネットリンチで人生を壊された人たち : ルポ / ジョン・ロンソン著 ; 夏目大訳. -- 光文社, 2017.2. -- (光文社新書 ;
869).

動くものはすべて殺せ : アメリカ兵はベトナムで何をしたか / ニック・タース [著] ; 布施由紀子訳. -- みすず書房,
2015.10.

サッカーと独裁者 : アフリカ13か国の「紛争地帯」を行く / スティーヴ・ブルームフィールド著 ; 実川元子訳. -- 白
水社, 2011.12.

「イスラム国」の内部へ : 悪夢の10日間 / ユルゲン・トーデンヘーファー著 ; 津村正樹, カスヤン、アンドレアス訳.
-- 白水社, 2016.6.
辺境中国 : 新疆、チベット、雲南、東北部を行く / デイヴィッド・アイマー著 ; 近藤隆文訳. -- 白水社, 2018.4.
ルポプーチンの戦争 : 「皇帝」はなぜウクライナを狙ったのか / 真野森作著. -- 筑摩書房, 2018.12. -- (筑摩選書 ;
0168).

アマゾンの倉庫で絶望し、ウーバーの車で発狂した : 潜入・最低賃金労働の現場 / ジェームズ・ブラッドワース著 ;
濱野大道訳. -- 光文社, 2019.3.

仮面の家 : 先生夫婦はなぜ息子を殺したか / 横川和夫著. -- 駒草出版, 2012.10. -- (シリーズ「少年たちの未来」 : 追
跡ルポルタージュ / 横川和夫著 ; 4).
かげろうの家 : 女子高生監禁殺人事件 / 横川和夫, 保坂渉編著. -- 駒草出版, 2012.6. -- (シリーズ「少年たちの未来」
: 追跡ルポルタージュ / 横川和夫著 ; 2).

書名等

配置場所

請求記号

超孤独死社会 : 特殊清掃の現場をたどる / 菅野久美子著. -- 毎日新聞出版, 2019.3.

4F開架新体系

368//KA57//4942

何も終わらない福島の5年 : 東日本大震災 : 飯舘・南相馬から / 寺島英弥著. -- 明石書店, 2016.8.

4F開架新体系

369.31//TE63//3956

子どもたちの階級闘争 : ブロークン・ブリテンの無料託児所から / ブレイディみかこ [著]. -- みすず書房, 2017.4.

4F開架新体系

369.42//B71//8728

辺境メシ : ヤバそうだから食べてみた / 高野秀行著. -- 文藝春秋, 2018.10.

2F学生選書

383.8//TA47//1133

さいごの色街飛田 / 井上理津子著. -- 筑摩書房, 2011.10.

2F学生選書

384.9//I57//7967//西田蔵書

4F開架新体系

391.207//F27//9857

ユーラシア動物紀行 / 増田隆一著. -- 岩波書店, 2019.1. -- (岩波新書 ; 新赤版 1757).

4F新書版

482.38//MA66//2363

ルポ最期をどう迎えるか / 共同通信生活報道部著. -- 岩波書店, 2018.1.

3F開架新体系

490.15//KY2//5421

安楽死を遂げた日本人 / 宮下洋一著. -- 小学館, 2019.6.

3F開架新体系

490.154//MI83//5175

3F開架新体系

493.74//F27//2856

3F開架新体系

493.76//H59//9760//西田蔵書

選べなかった命 : 出生前診断の誤診で生まれた子 / 河合香織著. -- 文藝春秋, 2018.7.

3F開架新体系

495.6//KA93//9993//西田蔵書

吃音 : 伝えられないもどかしさ / 近藤雄生著. -- 新潮社, 2019.1.

3F開架新体系

496.9//KO73//4259

どっこい大田の工匠たち : 町工場の最前線 / 小関智弘著. -- 現代書館, 2013.10.

3F開架新体系

509.2136//KO83//3639

4F新書版

537//R25//0898

4F新書版

538.9//Y36//6345//西田蔵書

紙つなげ!彼らが本の紙を造っている : 再生・日本製紙石巻工場 / 佐々涼子著. -- 早川書房, 2014.6.

3F開架新体系

585.067//SA71//3325

ユニクロ潜入一年 / 横田増生著. -- 文藝春秋, 2017.10.

4F開架新体系

673.78//Y78//3764//西田蔵書

エンジェルフライト : 国際霊柩送還士 / 佐々涼子著. -- 集英社, 2012.11.

4F開架新体系

673.93//SA71//0390

軌道 : 福知山線脱線事故JR西日本を変えた闘い / 松本創著. -- 東洋経済新報社, 2018.4.

4F開架新体系

686.7//MA81//6671

不敗のドキュメンタリー : 水俣を撮りつづけて / 土本典昭著. -- 岩波書店, 2019.1. -- (岩波現代文庫 ; 社会 ; 311).

3F文庫版

778.7//TS29//2256

ドイツ職人紀行 / 池内紀著. -- 東京堂出版, 2018.10.

3F開架新体系

914.6//I35//1533//西田蔵書

酒は人の上に人を造らず / 吉田類著. -- 中央公論新社, 2018.1. -- (中公新書 ; 2472).

4F新書版

915.6//Y86//4840

人殺しの息子と呼ばれて / 張江泰之著. -- KADOKAWA, 2018.7.

3F開架新体系

916//H33//9759//西田蔵書

空をゆく巨人 / 川内有緒著. -- 集英社, 2018.11.

3F開架新体系

916//KA98//1661

2F学生選書

916//KO12//1252

坂口恭平躁鬱日記 / 坂口恭平著. -- 医学書院, 2013.12. -- (シリーズケアをひらく).

3F開架新体系

916//SA28//7397

女が少年だったころ : ある性同一性障害者の少年時代 / 佐倉智美著. -- 作品社, 2002.6.

3F開架新体系

916//SA46//6961

それでも彼女は生きていく : 3・11をきっかけにAV女優となった7人の女の子 / 山川徹著. -- 双葉社, 2013.3.

3F開架新体系

916//Y27//8394

3F開架新体系

936//KL3//2986//西田蔵書

3F開架新体系

936//ME99//9762//西田蔵書

ある葬儀屋の告白 / キャレブ・ワイルド著 ; 鈴木晶訳. -- 飛鳥新社, 2018.8.

2F学生選書

936//W73//1055

戦争は女の顔をしていない / スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ著 ; 三浦みどり訳. -- 群像社, 2008.7.

3F開架新体系

986//A41//8006

兵士は戦場で何を見たのか / デイヴィッド・フィンケル著 ; 古屋美登里訳. -- 亜紀書房, 2016.2. -- (亜紀書房翻訳ノン
フィクション・シリーズ ; 2-7).

帰還兵はなぜ自殺するのか / デイヴィッド・フィンケル著 ; 古屋美登里訳. -- 亜紀書房, 2015.2. -- (亜紀書房翻訳ノン
フィクション・シリーズ ; 1-16).
私たちは生きづらさを抱えている : 発達障害じゃない人に伝えたい当事者の本音 / 姫野桂著. -- イースト・プレス,
2018.8.

自動運転「戦場」ルポ : ウーバー、グーグル、日本勢 -- クルマの近未来 / 冷泉彰彦著. -- 朝日新聞出版, 2018.7. -(朝日新書 ; 678).
小惑星探査機「はやぶさ2」の大挑戦 : 太陽系と生命の起源を探る壮大なミッション / 山根一眞著. -- 講談社,
2014.11. -- (ブルーバックス ; B-1887).

この地獄を生きるのだ : うつ病、生活保護。死ねなかった私が「再生」するまで。 / 小林エリコ著. -- イースト・プ
レス, 2017.12.

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. -亜紀書房, 2017.7. -- (亜紀書房翻訳ノンフィクション・シリーズ ; 2-16).
マンモスを再生せよ : ハーバード大学遺伝子研究チームの挑戦 / ベン・メズリック著 ; 上野元美訳 ; 相澤康則解説. -文藝春秋, 2018.7.

