
 ２０１9年1月特集展示
「いだてん　～東京オリムピック噺～」

請求記号 書名 著者名 出版者名

019フ 高度成長期に愛された本たち 藤井　淑禎 岩波書店

150ア 昭和、家族の見識 新井　えり 中央公論新社

209イ 日本人のための第一次世界大戦史 板谷　敏彦 毎日新聞出版

209ク 総図解よくわかる第二次世界大戦 倉山　満 新人物往来社

216ア 大正ロマン東京人の楽しみ 青木　宏一郎 中央公論新社

216ス 図説関東大震災 太平洋戦争研究会 河出書房新社

216タ 大正ロマン手帖 石川　桂子 河出書房新社

216タ 大正期の家庭生活 湯沢　雍彦 クレス出版

216タ 大正モダンから戦後まで 半藤　一利 世界文化社

216ナ 大正時代　現代を読みとく大正の事件簿 永沢　道雄 光人社

B216マ 大正デモクラシー 松尾　尊兌 岩波書店

216ミ 図説日本の近代１００年史 水島　吉隆 河出書房新社

216ミ ひと目でわかる「大正・昭和初期」の真実　 水間　政憲 ＰＨＰ研究所

217オ 東京オリンピックの社会経済史 老川　慶喜 日本経済評論社

217サ 三丁目の夕日の時代 小学館

217シ 古きよきサザエさんの世界 清水　勲 いそっぷ社

217シ 写説昭和３０年代 近現代史編纂会 ビジネス社
217シ 昭和　写真家が捉えた時代の一瞬 木村　伊兵衛 クレヴィス

217タ 焦土からの出発 田中　哲男 東京新聞出版部

217ト 東京大空襲 ＮＨＫスペシャル取材班 新潮社

B217ナ 懐かしい〈昭和〉のニュース手帖　 新人物往来社 新人物往来社

217ハ 発見！意外に知らない昭和史 歴史雑学探偵団 東京書店

217ホ 高度成長－昭和が燃えたもう一つの戦争 保阪　正康 朝日新聞出版

217ホ 昭和時代 保阪　正康 朝日新聞出版

219イ ロスト・モダン・トウキョウ 生田　誠 集英社
219イ 東京版アーカイブス　「あの頃のニュース」発掘 泉　麻人 朝日新聞社
219エ 江戸東京歴史探検　６ 東京都江戸東京博物館 中央公論新社
219カ ４０年前の東京 春日　昌昭 生活情報センター
219カ カラーでよみがえる東京 岩田　真治 ＮＨＫ出版
219キ 戦後１０年東京の下町 京須　偕充 文藝春秋
219チ 地図で暮らしを読む東京の昭和 正井　泰夫 青春出版社
219ト 東京懐かしの昭和３０年代散歩地図 ブルーガイド編集部 実業之日本社
219ト 東京都の歴史　第２版 竹内　誠 山川出版社
219ト 東京遊覧 渡辺　秀樹 日本文芸社

281ヒ ビジュアル明治・大正・昭和近代日本の１０００人 世界文化社
281モ 断髪のモダンガール 森　まゆみ 文藝春秋
289.1タ 評伝田畑政治 杢代　哲雄 国書刊行会
291ヨ 吉田初三郎のパノラマ地図 平凡社

332.1シ 東京五輪後の日本経済 白井　さゆり 小学館
337イ キャラメルの値段 市橋　芳則 河出書房新社
365テ 日本懐かし団地大全 照井　啓太 辰巳出版

366.2サ 集団就職 澤宮　優 弦書房
366.2サ ザ・求人欄 求人欄研究会 ＴＯブックス
367.2イ モダンガール大図鑑 生田　誠 河出書房新社
B369ミ 震災画報 宮武　外骨 筑摩書房
369.3イ 文豪たちの関東大震災体験記 石井　正己 小学館
382イ 昭和路地裏大博覧会 市橋　芳則 河出書房新社

382キ 図説団塊の世代 木村　章一 インテリストＡ－１事業部

382コ 昭和のくらし博物館 小泉　和子 河出書房新社
382コ くらしの昭和史 小泉　和子 朝日新聞出版

383.8オ 昭和こども食べもの図鑑 奥成　達 ポプラ社
383.8オ 駄菓子屋図鑑 奥成　達 飛鳥新社
383.8メ 明治・大正・昭和の食卓 ハウス食品株式会社ヒーブ室 グラフ社
383.9イ 昭和を生きた道具たち 岩井　宏實 河出書房新社
383.9コ 昭和すぐれもの図鑑 小泉　和子 河出書房新社
383.9コ 昭和台所なつかし図鑑 小泉　和子 平凡社
384サ イラストで見る昭和の消えた仕事図鑑 澤宮　優 原書房
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384サ なつかしい日本の遊び２０１ 佐藤　加代 角川学芸出版
384ニ 日本の子ども６０年 日本写真家協会 新潮社
518カ オリンピックと東京改造 川辺　謙一 光文社
518コ 東京都市計画の遺産 越澤　明 筑摩書房
523フ 復興建築の東京地図 松葉　一清 平凡社
523マ 貧しくても元気だった懐かしの昭和３０年代 町田　忍 扶桑社
538タ ブルーインパルス 武田　頼政 文藝春秋
596ユ 夢いっぱい！昭和の食卓レシピ 主婦の友社 主婦の友社
674ハ 広告絵はがき 林　宏樹 里文出版
674マ 戦後新聞広告図鑑 町田　忍 東海教育研究所
674ロ 浪漫図案 佐野　宏明 光村推古書院
686ミ よみがえる東京 三好　好三 学研パブリッシング
699マ ラジオの昭和 丸山　鐡雄 幻戯書房
726テ 手塚治虫が描いた戦後ＮＩＰＰＯＮ　上 手塚　治虫 小学館クリエイティブ
778カ 映画の中の昭和３０年代 片岡　義男 草思社
779コ 志ん生芸談 古今亭　志ん生 河出書房新社
779コ 古今亭志ん生　総特集 河出書房新社

B780ア 金栗四三と田畑政治 青山　誠 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
780イ これならわかるオリンピックの歴史Ｑ＆Ａ 石出　法太 大月書店

H780オ ニッポン五輪メダルプロジェクト 岡田　忠 朝日新聞社
780カ オリンピック返上と満州事変 梶原　英之 海鳴社
780サ ＳＡＹＯＮＡＲＡ国立競技場 日本スポーツ振興センター

780セ １９６４年の東京オリンピック 石井　正己 河出書房新社
B780ト 東京オリンピック 講談社 講談社
H780ト 東京オリンピック１９６４・２０１６ メディアパル
780ト 東京オリンピック１９６４ フォート・キシモト 新潮社

B780ノ ＴＯＫＹＯオリンピック物語 野地　秩嘉 小学館
780ハ ＜東京オリンピック＞の誕生　 浜田　幸絵 吉川弘文館
B780ミ オリンピック雑学１５０連発 満薗　文博 文藝春秋
780レ 歴代オリンピックでたどる世界の歴史 「歴代オリンピックでたどる世界の歴史」編集委員会 山川出版社
782コ マラソンランナー 後藤　正治 文芸春秋
782サ 箱根駅伝に賭けた夢 佐山　和夫 講談社
810オ 昭和ことば辞典 大平　一枝 ポプラ社
914モ 昭和ジュークボックス 森　まゆみ 旬報社
915タ 大東京繁昌記 高浜　虚子 毎日新聞社

B916タ 東京震災記 田山　花袋 河出書房新社
Fケ 激動東京五輪１９６４ 大沢　在昌 講談社
Fコ この日のために　池田勇人・東京五輪への軌跡　下 幸田　真音 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
Fコ この日のために　池田勇人・東京五輪への軌跡　上 幸田　真音 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
BFタ 東京にオリンピックを呼んだ男 高杉　良 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
BFユ 志ん生一代　上巻 結城　昌治 中央公論社
BFユ 志ん生一代　下巻 結城　昌治 中央公論社
K2-21 あの日の浅草 佐藤　洋一 武揚堂
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