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事件・犯罪を知る本
─「高橋お伝」から「秋葉原通り魔」まで

定価（本体8,500円＋税）　ISBN978-4-8169-2213-8� 冊

事件の輪郭と、より深く知るための文献案内

小説や映画のモデルとなった事件など
社会的な関心を集めた300件

■1868（明治元年）～2008（平成20）年の141年間に起きた
事件・犯罪300件について、事件の概略と関連文献（4,000
件）を一覧できるブックガイドです。

効率的な文献調査ができ
裁判員制度の備えにも最適！

■一般的な事件・犯罪から、政治・文学・思想に関する
ものまで幅広く収録。事件名見出しのもと、事件の発
生年・発生地・経緯などの輪郭と事件に関する文献を
掲載しました。

■「事件名索引」付き。
公共図書館・大学図書館に

放送局・新聞社に
お薦めします！

日外アソシエーツ 編　A5・460頁　定価（本体8,500円＋税）　ISBN978-4-8169-2213-8　2009年10月刊行

事件・犯罪を知る本
─「高橋お伝」から「秋葉原通り魔」まで

9784816922138

〈収録事件例〉

■社会事件・犯罪
高橋お伝事件（1876）／八甲田山死の行軍（1902）／玉の
井バラバラ事件（1932）／津山 30 人殺し事件（1938）／
草加次郎爆弾事件（1962～ 63）／吉展ちゃん誘拐殺人事
件（1963）／三億円強奪事件（1968）／「四畳半襖の下張り」
摘発事件（1972）／グリコ森永事件（1984～ 85）／光市母
子殺害事件（1999）／新潟少女誘拐監禁事件（2000）／イ
ラク日本人人質事件（2004）／秋葉原通り魔事件（2008）
� …など

■テロ事件・クーデター
紀尾井坂の変（1878）／原敬首相暗殺事件（1921）／よど号
ハイジャック事件（1970）／あさま山荘事件（1972）／在
ペルー日本大使公邸占拠事件（1996）� …など

■思想弾圧事件
加波山事件（1884）／大逆事件（1910）／横浜事件（1942）
� …など

■スパイ・機密漏洩・汚職・疑獄事件
開拓使官有物払下げ事件（1881）／ゾルゲ事件（1941）／
ロッキード事件（1976）／リクルート事件（1988）�…など

■争議・市民運動・暴動・騒乱事件
米騒動（1918）／血のメーデー事件（1952）／釜ケ崎暴動（1961）

� …など

■再審請求事件・冤罪疑惑の事件
吉田「巌窟王」事件（1913）／帝銀事件（1948）／狭山事
件（1963）／甲山事件（1974）／足利事件（1991）／志布志
事件（2003）� …など

■宗教関連事件
浦上四番崩れ（1867～73）／オウム真理教事件（1980年代～1995）
� …など



旧石器捏造事件

2000年11月5日宮城県栗原市（旧築館町）上
高森（かみたかもり）遺跡において発覚した
旧石器発掘捏造事件。同日の毎日新聞スクー
プ記事により、アマチュア考古学者であった
東北旧石器文化研究所副理事長（当時）が捏
造を認めた。日本考古学協会は2年がかりで
調査した結果、発掘捏造はこれまで同副理事
長が発掘に関わった宮城県･上高森遺跡など
関東～北海道の約3万5000年以前の前･中期旧
石器時代遺跡とされてきた162遺跡に及んで
いた、と発表した。民間研究団体であった東
北旧石器文化研究所は2004年1月解散。自治
体の関連展示の撤去、日本史教科書の書換な
ど、旧石器研究を数十年前のレベルに引き戻
したとも言われ、日本考古学界最大のスキャ
ンダルとなった。

＊　　　　　＊　　　　　＊

◇縄文の生活誌―日本の歴史（01）　岡村道雄
著　講談社　2008.11　339p　15cm　（講談
社学術文庫）　1150円　I  978-4-06-291901-2

　内容　第1章　列島最古の文化を求めて　第2
章　「新人」たちの登場-後期旧石器時代　第
3章　縄文文化の成立　第4章　三内丸山遺跡
の生活誌　第5章関東・中部地方の縄文集落

　第6章　縄文人の一年-前期・中期定住社会の
生活基盤　第7章　縄文人の一生-生と死と祈
りの心情　第8章大規模集落の解体と祭祀的
社会　第9章　「縄文時代の終わり」は、何
を意味するか　補章　遺跡捏造事件について

◇教科書から消えた日本史-学校で習った「歴史」
は間違いだらけ　河合敦著　光文社　2008.6

　262p　19cm　1300円　I  978-4-334-97542-5
　内容　第1章いつ、あの「歴史」は消えたのか-

伝説と新調査（仁徳天皇陵-なぜ世界最大級の
墳墓の名称が消えるのか?聞き慣れない「大仙
古墳」への変化の意味　最古の貨幣-和同開珎
は「最古」ではなくなった　さらに古いと認
定された富本銭の謎　ほか）　第2章どこで、
あの「歴史」は変えられたのか-新説と新発見
（邪馬台国-ベニバナの出土で「畿内・九州」
論争が決着?『魏志』倭人伝という書物の実体
青銅器-　分布図を塗り変える柳沢遺跡の発見

弥生時代とともに消えた銅鐸の謎　ほか）　
第3章だれが、あの「歴史」をとりちがえた
のか-異説と新研究（古代の食生活-縄文人は
土地を耕して生活していた！明らかになって
きた米と大豆の歴史　鎌倉幕府成立-「イイク
ニつくろう」から「イイハコつくろう」へ?一
一八〇年から一二二一年まで諸説紛々　ほか）
第4章なにが、あの「歴史」として記されて
いないのか-真説と新提議（懐良親王-九州は
一時、独立国として外交をすすめていた?南朝
から生まれた「日本国王」の活躍　武士道教育-
武士は藩校でどのような教育を受けていたの
か　薩摩・会津・鶴岡にみる独特な士風　ほ
か）　第5章なぜ、あの「歴史」に教科書問
題がおきるのか-力説と新時代（小学校教科書-
旧石器時代と縄文時代が教科書から消えた！?
ねつ造によって変えられた日本の歴史　沖縄戦-
「強制」をめぐって揺れ動いた集団自決とは
沖縄県人の四人に一人が亡くなった戦争の実
態　ほか）

◇戦争と仏教　梅原猛著　文藝春秋　2008.1　
323p　15cm　（文春文庫）　590円　I  978-4-
16-758305-7

　内容　京都小見　格好のよい二人の首相　和
気氏と仏教　花札の韓国的変容　父系社会と
双系社会　旧石器ねつ造事件に思う　「ムツ
ゴロウ」の語ること　W杯にみる日韓両国の
違い　ムネオという崇り神　ギリシャ悲劇と
マスコミ〔ほか〕

◇考古学という現代史―戦後考古学のエポック
福田敏一編　雄山閣　2007.12　285p　21cm

　2800円　I  978-4-639-02008-0
　内容　考古学における客観性とは何か（現象

　形式ほか）　日本考古学史研究の課題-戦後
考古学の「第一の画期」から「第三の画期」
を見据えて（学史研究の主流-日本列島におけ
る考古学史研究　日本考古史研究の伏流-日本
人による考古学研究の歩み　ほか）　地人た
ちの彷徨-1969.10.25京都・平安博物館（報道
　前夜ほか）　1970年代の考古学-そして「全
ての発掘を中止せよ」（1970年代の幕開き　
「関東考古学連絡協議会」と「全国考古学闘
争委員会連合」ほか）　「旧石器時代」捏造
事件が意味するもの（事件史としての「旧石
器時代遺跡捏造事件」　学術史としての「旧
石器時代遺跡捏造事件」　ほか）

◇前期旧石器再発掘-捏造事件その後　安斎正人

大阪池田小学校児童殺傷事件

2001年6月8日大阪教育大学付属池田小学校に
包丁2本を持った犯人が侵入､8人の児童を殺
害､15人に重軽傷を負わせた無差別大量殺傷
事件。大阪地裁は2003年8月死刑を言い渡し､
同年9月弁護団の控訴を被告が取り下げ死刑
が確定。2004年9月異例の早さで刑が執行さ
れた。事件が社会に与えた衝撃は大きく､学
校の安全や危機管理を根本的に考え直すきっ
かけとなった。

＊　　　　　＊　　　　　＊

◇無差別殺人の精神分析　片田珠美著　新潮社
2009.5　223p　19cm（新潮選書）　1100円

　I  978-4-10-603637-8
　内容　第1章 秋葉原無差別殺傷事件　第2章 

社会全体に対する復讐（池袋通り魔殺人事件
　下関通り魔殺人事件）　第3章特定の集団
に対する復讐（大阪教育大池田小事件　コロ
ンバイン高校銃乱射事件　ヴァージニア工科
大銃乱射事件）　第4章無差別大量殺人は防
げるか?　第5章 殺戮者を生み出さないために-
何が抑止力になりうるのか?

◇精神障害者をどう裁くか　岩波明著　光文社
　2009.4　217p　18×11cm　（光文社新書）　

740円　I  978-4-334-03501-3
　内容　第1章 刑法三九条-「心神喪失」犯罪と

は　第2章 精神障害者はどう扱われてきたか?
　第3章 「座敷牢」から「病院任せ」の時代
へ　第4章 池田小事件と「医療観察法」の誕
生　第5章 刑法三九条に対する批判　第6章 
裁判員制度と精神鑑定

◇死なないための智恵　上野正彦著　イースト・
プ レ ス 　 2 0 0 9 . 3 　 2 1 4 p 　 1 9 c m 　 1 4 0 0 円

　I  978-4-7816-0120-5
　内容　第1章「街」で死なないために（ター

ゲットはあなたです-「無差別犯」に出くわし
たら（秋葉原無差別殺傷事件）　「頚動脈」
が生死をわける-刃物を突きつけられたら（十
四歳少年バスジャック事件） ほか）　第2章
「学校」に潜む危険から子どもを守る（「神
経性ショック」の恐怖-喧嘩に巻き込まれたら
（牛久中学生傷害致死事件）　「危機管理」

の徹底を-子どもは常に危険にさらされている
（池田小児童殺傷事件） ほか）　第3章「家
庭」は危険で溢れている（お酒と上手に付き
合う-アルコールが引き起こす恐怖（急性アル
コール中毒死事件）　ダイエットは生理学を
ふまえたうえで-病気になっては元も子もない
（女性のダイエット死） ほか）　第4章「災
害（地震・火事・水害）」に遭ったら（「助
かった」からと油断は禁物-災害の後に考える
こと（阪神淡路大震災他）　火よりも煙に注
意する-火事に遭ったら（新宿西口バス放火事
件） ほか）　第5章「毒物・薬物」への対処
法（「毒」は身近に溢れている-誤って毒を飲
んでしまったら（和歌山毒カレー事件）　ガ
スに対する正しい知識を-有毒ガスが発生した
ら（ガス自殺の連鎖） ほか）

◇「人権派弁護士」の常識の非常識　八木秀次
著　PHP研究所　2008.11　214p　19cm　
1600円　I  978-4-569-69731-4

　内容　第1章 山口県光市母子殺害事件-社会正
義でなく、自らの政治的主張の実現を図る　
第2章大阪教育大学附属池田小学校事件-刑法
第三九条を悪用し、凶悪事件犯罪者を野放し
にする　第3章「子どもの権利条例」問題-「権
利の主体」を謳いながら少年法改正には反対
する　第4章夫婦別姓、DV訴訟-階級闘争史観
で夫婦、家族をバラバラにする　第5章 外国
人の地方参政権、公務員就任権-日本人の国家
意識解体を目論む　第6章「従軍慰安婦」問題、
沖縄「集団自決」訴訟-日本を犯罪国家に仕立
てる　第7章 日本人拉致問題-北朝鮮をサポー
トし、"代理人"を務める

◇証拠は語る―光る真実・消える虚構　土本武
司著　東京法令出版　2007.9　284p　19cm　
1800円　I  978-4-8090-1154-2

　内容　1 宗教テロ-オウム真理教事件　2 黙秘-
和歌山カレー事件　3 量刑-新潟少女監禁事件
4 異常性-池田小事件　5 証拠-死体なき殺人事
件　6 テロ-世界各国における"戦い"　7 責任-
航空機事故　8 少年-少年の真の健全育成を図
るには　9 生命と法-安楽死

◇池田小事件から学ぶメンタルヘルス　坂井譲
著　文芸社　2007.8　215p　21cm　1400円

　I  978-4-286-03216-0
　内容　第1章 池田小事件発生までの概要　第2

章 池田小事件が残した教訓　第3章 宅間守の

『事件・犯罪を知る本─「高橋お伝」から「秋葉原通り魔」まで』内容見本

■関連文献リスト
　内容情報もわかる

■事件の概略
　発生時・発生地
　経緯がわかる
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