
「ウソ」と「だまし」を考える　図書リスト

だまされる愉しみ 
請求記号 書名 所在名称
080/35/62 図説だまし絵 : もうひとつの美術史 第1書庫1層
081/73/1 だまされる視覚 : 錯視の楽しみ方 第1書庫1層
081/73/34 だまし絵のトリック : 不可能立体を可能にする 第1書庫1層
081/73/44 マジックにだまされるのはなぜか : 「注意」の認知心理学 第1書庫1層
141/269 シーイング : 錯視-脳と心のメカニズム 第1書庫1層
141/298 視覚のトリック : だまし絵が語る「見る」しくみ 第1書庫1層
141/461 錯視の科学ハンドブック 第1書庫1層
141/526 錯視完全図解 : 脳はなぜだまされるのか? 第1書庫1層

145.5/3
試してナットク!錯視図典 : 古典的名作から新発見まで全
体験!

第1書庫1層

145.5/4 錯覚の科学 第1書庫1層
145.5/5 錯視入門 第1書庫1層
376.1/357 ベストマジック26 : お誕生会や親子イベントで大活躍! 第1書庫2層
407/21 科学マジックでアッといわせよう 第1書庫2層
708/120 錯視芸術の巨匠たち : 世界のだまし絵作家20人の傑作 第1書庫3層

725/35
だまし絵の描き方入門 : エッシャーの描法で不思議な絵
が誰でも描ける

第1書庫3層

779/56 マジック大全 第1書庫3層
779/57/1 クラシック・マジック事典 第1書庫3層
779/57/2 タネも仕掛もあるマジック 第1書庫3層
779/84 トリックスター列伝 第1書庫3層
779/88 カードマジックカウント事典 第1書庫3層
IJ/330 おどろきの発見 : マジック世界の魅力 1層文庫新書コーナー
J-B/641/1 そして誰もいなくなった 児童書コーナー
J-B/641/2 オリエント急行の殺人 児童書コーナー
J-B/641/3 メソポタミヤの殺人 児童書コーナー
J-B/641/4 予告殺人 児童書コーナー
J-B/641/6 雲をつかむ死 児童書コーナー
J-B/641/7 ABC殺人事件 児童書コーナー
J-B/641/9 パディントン発4時50分 児童書コーナー
J-B/641/10 茶色の服の男 児童書コーナー
J-B/641/5-1 秘密機関 児童書コーナー
J-B/641/5-2 秘密機関 児童書コーナー
J-B/641/8-1 ナイルに死す 児童書コーナー
J-B/641/8-2 ナイルに死す 児童書コーナー

許せないウソ 
請求記号 書名 所在名称
326.2/6 職業“振り込め詐欺" 第1書庫2層
326.3/26 詐欺の心理学 : どうだます?なぜだまされる? 第1書庫2層

365.3/119
さらば、欠陥マンション : 建築検査のプロが教える「欠陥
&偽装」問題の突破術

第1書庫2層

365.3/124 耐震偽装 : 安全なマンションに暮らしたい 第1書庫2層
365.3/125 あなたのマンションは大丈夫か!! 第1書庫2層
365.3/127 亡国マンション : 日本の住宅政策は「国家詐欺」 第1書庫2層

365.3/205
崩壊マンションは買わない! : 問題建築は「偽装」だけで
はなかった

第1書庫2層

366.2/87
若者はなぜ「会社選び」に失敗するのか : 企業の"ウソ"
を見破る技術

第1書庫2層

498.5/296 健康食品・サプリメントを科学する : ウソ ホント 第1書庫2層
588/139 食品偽装 : 起こさないためのケーススタディ 第1書庫3層
588/141 食品偽装の歴史 第1書庫3層

673.9/42
食材偽装 : メニュー表示のグレーゾーン : 景品表示法の
正しい理解のために

第1書庫3層

岩波現代/2/68 ぺてん師列伝 : あるいは制服の研究 1層文庫新書コーナー
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なぜウソをつくのか？ 
請求記号 書名 所在名称
141/631 人はなぜ騙すのか : 狡智の文化史 第1書庫1層
147/53 「だまし」の心理学 : なぜ、人はだまされるのか? 第1書庫1層
331/212 ずる : 嘘とごまかしの行動経済学 第1書庫2層
361.5/166/1 見せる自分/見せない自分 : 自己呈示の社会心理学 第1書庫2層
361.5/206 平気でうそをつく人たち : 虚偽と邪悪の心理学 第1書庫2層
361.5/280 対人心理学トピックス100 第1書庫2層
361.5/447 嘘とだましの心理学 : 戦略的なだましからあたたかい嘘 第1書庫2層
361.5/624 人はなぜウソをつくのか? 第1書庫2層
K/36 うその心理学 4層文庫新書コーナー

ウソを見破るチカラをつける！
請求記号 書名 所在名称
317.7/7 ウソ発見 : 犯人と記憶のかけらを探して 第1書庫2層
350/1 統計という名のウソ : 数字の正体,データのたくらみ 第1書庫2層
361.5/219 暴かれる嘘 : 虚偽を見破る対人学 第1書庫2層
361.5/581 「だまし」に負けない心理学 第1書庫2層
361.9/37 統計はこうしてウソをつく : だまされないための統計学入 第1書庫2層
361.9/87 あやしい統計フィールドガイド : ニュースのウソの見抜き 第1書庫2層

401/207
信じてはいけない「統計的に正しい」こと : あやしい健康
情報やニセ科学にダマされない方法

第1書庫2層

404/204
「悪意の情報」を見破る方法 : ニセ科学、デタラメな統計
結果、間違った学説に振り回されないためのリテラシー
講座

第1書庫2層

417/15 統計でウソをつく法 : 数式を使わない統計学入門 第1書庫2層
417/167 ウソを見破る統計学 : 退屈させない統計入門 第1書庫2層
CH/927 ウソ発見 : 研究室から犯罪捜査へ 4層文庫新書コーナー

騙されたい人のキモチ　―　ニセ科学を信じたい人たち 
請求記号 書名 所在名称

081/73/48
なぜ疑似科学を信じるのか : 思い込みが生みだすニセ
の科学

第1書庫1層

141/605 ヒトは賢いからこそだまされる : ニセ科学から衝動買いま 第1書庫1層

404/90
なぜ人はニセ科学を信じるのか : UFO、カルト、心霊、超
能力のウソ

第1書庫2層

記憶もウソをつく？ ～冤罪～ 
請求記号 書名 所在名称
080/29/175 嘘をつく記憶 : 目撃・自白・証言のメカニズム 第1書庫1層
146/500 抑圧された記憶の神話 : 偽りの性的虐待の記憶をめぐっ 第1書庫1層
326.3/24 目撃者の証言 第1書庫2層
326.3/27 犯罪の心理学 : なぜ,こんな事件が起こるのか 第1書庫2層

361.5/417
生み出された物語 : 目撃証言・記憶の変容・冤罪に心理
学はどこまで迫れるか

第1書庫2層

K/1145 冤罪はこうして作られる 4層文庫新書コーナー
K/2157 冤罪と裁判 4層文庫新書コーナー

生きていくためのだまし ～擬態～
請求記号 書名 所在名称
080/16/10 擬態 : 自然も嘘をつく 第1書庫1層
081/69/9 昆虫-大きくなれない擬態者たち 第1書庫1層
081/73/2 似せてだます擬態の不思議な世界 第1書庫1層
481.7/37/1 昆虫の擬態 第1書庫2層
481.7/37/2 脊椎動物の擬態 ; 化学擬態 第1書庫2層
486/39 食べられないために : 逃げる虫、だます虫、戦う虫 第1書庫2層
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騙されたのか？説得されたのか？ 
請求記号 書名 所在名称
361.5/166/10 依頼と説得の心理学 : 人は他者にどう影響を与えるか 第1書庫2層
361.5/334 説得と影響 : 交渉のための社会心理学 第1書庫2層

皮肉はウソなのか？　－「ことばのオモテ/ウラ」それを理解できない人もいる
請求記号 書名 所在名称

378.6/135
うわわ手帳と私のアスペルガー症候群 : 10歳の少女が
綴る感性豊かな世界

第1書庫2層

408/15/73 心の理論 : 心を読む心の科学 第1書庫2層
493.7/374 自閉症の才能開発 : 自閉症と天才をつなぐ環 第1書庫2層
801.04/64 ことばの社会心理学 第1書庫3層
801.04/77 ことばを読む、心を読む : 認知語用論入門 第1書庫3層

810.4/316/4
子どものうそ、大人の皮肉 : ことばのオモテとウラがわか
るには

第1書庫3層

936/96 ずっと「普通」になりたかった。 第1書庫4層
936/97 私の障害、私の個性。 第1書庫4層
916/354/1 自閉症だったわたしへ 第1書庫4層
916/354/2 自閉症だったわたしへ 第1書庫4層
916/354/3 自閉症だったわたしへ 第1書庫4層
CH/2202 言語の社会心理学 : 伝えたいことは伝わるのか 4層文庫新書コーナー
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