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あなたはこうしてだまされる
詐欺・悪徳商法100の手口

多田 文明／著 産経新聞出版 2015.4 365/ﾀﾀ15/ 0013056577

あやしい催眠商法だましの全手口
身近な人を守るために知っておくべきこと

ロバート・熊／著 自由国民社 2018.11 365/ﾛﾊ18/ 0014727879

絶対、騙されるな!ワルのカネ儲け術
犯罪集団、闇社会、水商売、法律の抜け道マネー強奪マル秘公開!

悪徳詐欺の手口を
学ぶ研究会／編著

鹿砦社 2017.12 368.6/ｱｸ17/ 0014173538

日本の裏社会闇の職業図鑑 別冊宝島編集部／編著 宝島社 2017.8 368.6/ﾀｶ17/ 0013925995

あなたのスマホがとにかく危ない
元捜査一課が教えるSNS、デジタル犯罪から身を守る方法

佐々木 成三／著 祥伝社 2020.2 368.66/ｻｻ20/ 0015165764

NETWALKER 2020
危険がいっぱい!情報化社会を歩く。

Psybernics福井県警察サイバー
犯罪ボランティア／[著] 三恵社 2020.3

007.3
/ｻｲ20/2020

0015256142

あなたがセキュリティで困っている理由 辻 伸弘／著 日経BP 2019.5
007.609
/ﾂｼ19/

0014940381

くらしの豆知識 2019年版
特集悪質商法の手口公開

国民生活センター
／編集

国民生活
センター

2018.8
590.3/15

/2019
0014549422

だまされんのじゃ岡山県  特殊詐欺被害防止見守
りハンドブック

岡山県／[編] 岡山県
[2020以

降]
K319/38/20

20B
0015956790

なぜ人は騙されるのか  詭弁から詐欺までの心理学 岡本 真一郎／著 中央公論新社 2019.5 361.4/ｵｶ19/ 0014932800

「絶対ダマされない人」ほどダマされる 多田 文明／著 講談社 2015.9 365/ﾀﾀ15/ 0013206750

お金で騙す人お金に騙される人
「金融・経済」詐欺の事件簿

ベン・カールソン／著 原書房 2021.3 368.6/ｶﾙ21/ 0015785850

ダマされない技術 乗せられ､操られ､ダマされないために…
弁護士が教える7つの盾 間川 清／著 法研 2014.8 368.6/ﾏｶ14/ 0012628707

いかさま、騙しの技法  詐欺賭博の研究 井上 馨／著 国書刊行会 2017.10 368.63/ｲﾉ17/ 0014155279

国際ロマンス詐欺被害者実態調査  なぜだまされる?!
国際ロマンス詐欺のマインドコントロール

新川 てるえ／著 M-STEP 2019.8 L368.6/ｼﾝ19/ 0014639884

Q&A高齢社会の消費者トラブル  悪質商法、ネット取引、
投資被害、保険、住まい、葬儀・お墓、振り込め詐欺 石戸谷 豊／編著 日本加除出版 2014.9 365/ｲｼ14/ 0012759668

Q&A日経記者に聞く安心老後、危ない老後 後藤 直久／著
日本経済新聞

出版社
2017.5 367.7/ｺﾄ17/ 0013993787

親のお金守ります 小早川 浩／著 自由国民社 2019.10 367.7/ｺﾊ19/ 0015050586

高齢者を身近な危険から守る本  防犯暮らし防災 森 透匡／監修 池田書店 2021.8 368.6/ｺｳ21/ 0015905417

スマホで子どもが騙される
元捜査一課刑事が明かす手口

佐々木 成三／著 青春出版社 2021.2 368.66/ｻｻ21/ 0015735871

大学生が狙われる50の危険
学生と親のための安全・安心マニュアル

三菱総合研究所／著 青春出版社 2020.2 377.9/ﾐﾂ20/ 0015167992
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岡山県 県民生活部くらし安全安心課 & 岡山県立図書館 連携展示 2021.12.21～2022.1.6



書      名 著　者 出版社 出版年 請求記号 資料番号

インターネット新時代の法律実務Q&A 日本加除出版 2017.2 007.3/ﾀｼ17/ 0013965421

詐欺罪の保護法益論 足立 友子／著 弘文堂 2018.3 326.26/ｱﾀ18/ 0014380364

詐欺罪と財産損害 佐竹 宏章／著 成文堂 2020.3 326.26/ｻﾀ20/ 0015256118

Q&A振り込め詐欺救済法ガイドブック
口座凍結の手続と実践

江野 栄／編 民事法研究会 2013.12 338.32/ｴﾉ14/ 0012314225

消費者被害の上手な対処法
各種被害の態様と救済の実践策

久米川 良子／編 民事法研究会 2014.4 365/ｸﾒ14/ 0012384764

新・消費者法これだけは 杉浦 市郎／編 法律文化社 2020.4 365/ｽｷ20/ 0014686166

ネット取引被害の消費者相談
東京弁護士会消費者
問題特別委員会／編

商事法務 2016.2 365/ﾄｳ16/ 0013418348

消費者相談マニュアル
東京弁護士会消費者
問題特別委員会／編

商事法務 2019.10 365/ﾄｳ19/ 0015060072

Q&A詐欺・悪徳商法相談対応ハンドブック 村 千鶴子／著 ぎょうせい 2017.1 365/ﾑﾗ17/ 0013799978

インターネット消費者取引被害救済の実務 山田 茂樹／編著 民事法研究会 2014.3 365/ﾔﾏ14/ 0012360228

サクラサイト被害救済の実務
サクラサイト被害

全国連絡協議会／編
民事法研究会 2017.11 368.66/ｻｸ18/ 0014224190

身内がトラブルに遭ったときの手続き  最新版 マガジンハウス 2018.5 L320/ﾐｳ18/ 0014538292

消費者問題法律相談ガイドブック
第二東京弁護士会消費者
問題対策委員会／編集

第二東京弁護士会 2020.3 L365/ﾀｲ20/ 0015306087

あえてあやしい「儲け話」をやってみた
お金のプロもダマされた!?

藤原 久敏／著 総合法令出版 2020.8 326.26/ﾌｼ20/ 0015563398

世界史を変えた詐欺師たち 東谷 暁／著 文藝春秋 2018.7 332.06/ﾋｶ18/ 0014485858

こんな相談ありました!! vol.２０ 週末電話相談事例
集

全国消費生活相
談員協会(制作)

2020.⑥ 365/ｺﾝ10/20 0015722150

迷惑メール、返事をしたらこうなった。
詐欺&悪徳商法「実体験」ルポ

多田 文明／著 イースト・プレス 2013.11 365/ﾀﾀ14/ 0012185211

ルポ新型コロナ詐欺  経済対策200兆円に巣食う正体 奥窪 優木／著 扶桑社 2020.9 368.6/ｵｸ20/ 0015568660

地面師  他人の土地を売り飛ばす闇の詐欺集団 森 功／著 講談社 2018.12 368.6/ﾓﾘ18/ 0014778120

ワルの経済教室  地下経済の最新手口に学ぶ 多田 文明／著 彩図社 2018.10 B368.6/ﾀﾀ18/ 0014571293

ホームページからも蔵書検索できます！ご不明な点及びご相談は、社会科学カウンターまでお気軽にお尋ね下さい。メール、電話、Faxでもお受けします。　　

http://www.libnet.pref.okayama.jp/      E-mail:libnet@libnet.pref.okayama.jp 　Ｔｅｌ　086-224-1286　Fax 086-224-1208　社会科学班
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特殊詐欺とは・・・・・ 

犯人が電話やハガキ（封書）等で親族や公共機関の職員等を名乗って被害者を信じ込ませ、

現金やキャッシュカードをだまし取ったり、医療費の還付金が受け取れるなどと言ってATMを

操作させ、犯人の口座に送金させる犯罪（現金等を脅し取る恐喝や隙を見てキャッシュカード

等をすり替えて盗み取る詐欺盗（窃盗）を含む。）のことです。 岡山県警HPより
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