
 ２０１９年４月特集展示「平成という時代」

請求記号 書名 著者名 出版者名

169シ オウム事件１７年目の告白 上祐　史浩 扶桑社

169タ 「オウム真理教事件」完全解読 竹岡　俊樹 勉誠出版

B210ニ 日本の元号　由来と意味がよくわかる 歴史と元号研究会 新人物往来社

J217コ １０代に語る平成史 後藤　謙次 岩波書店

217サ 平成史 佐藤　優 小学館

217ハ １９９５年 速水　健朗 筑摩書房

217ホ ジョージ・ポットマンの平成史 ジョージ・ポットマン 大和書房

234ヘ ベルリンの壁崩壊 Ａｎｋｅ　Ｓｃｈｗａｒｔａｕ 三修社

238カ ソ連崩壊史　ペレストロイカの教訓 上島　武 窓社

288コ 国民とともに歩まれた平成の３０年 宮内庁侍従職 毎日新聞社

288ヘ 平成皇室事典 主婦の友社

288ミ 道　平成元年～平成１０年　天皇陛下御即位十年記念記録集 天皇 日本放送出版協会

288ミ 道　平成１１年～平成２０年　天皇陛下御即位二十年記念記録集 天皇 日本放送出版協会

289.2ユ わたしはマララ マララ・ユスフザイ 学研パブリッシング

291イ 生まれる地名、消える地名 今尾　恵介 実業之日本社

291ヘ 平成大合併がわかる日本地図 朝日新聞社

302.1テ 外国人記者が見た平成日本 ヤン・デンマン ベストセラーズ
312.1セ 平成政権史 芹川　洋一 日本経済新聞出版社

312.1ニ 日本首相の所信表明演説 みんなの選挙研究会 水曜社

312.1ヘ 平成の政治 御厨　貴 日本経済新聞出版社

312.2チ 趙紫陽極秘回想録 趙　紫陽 光文社

312.5オ オバマ演説集 オバマ 岩波書店

314イ １８歳選挙権で政治はどう変わるか 飯田　泰士 昭和堂

314レ トランプ大統領の衝撃 冷泉　彰彦 幻冬舎

316ナ イスラム国 ロレッタ・ナポリオーニ 文藝春秋
316ハ ２１世紀のイスラム過激派 ジェイソン・バーク 白水社
316ラ 倒壊する巨塔　アルカイダと「９．１１」への道　上 ローレンス・ライト 白水社
316ラ 倒壊する巨塔　アルカイダと「９．１１」への道　下 ローレンス・ライト 白水社
317ウ マイナンバー国家改造計画 梅屋　真一郎 日経ＢＰ社
317サ 「マイナンバー」が日本を壊す 斎藤　貴男 集英社インターナショナル

319.8マ オバマ大統領がヒロシマに献花する日 松尾　文夫 小学館
326モ 平成経済事件の怪物たち 森　功 文藝春秋

332.1カ 検証バブル失政 軽部　謙介 岩波書店
335.2ナ 失われた２０年の勝ち組企業１００社の成功法則 名和　高司 ＰＨＰ研究所

338.1マ 金融大狂乱 ローレンス・マクドナルド 徳間書店
H338.2ア 平成金融恐慌史 相沢　幸悦 ミネルヴァ書房
345.1オ パナマ文書 バスティアン・オーバーマイヤー ＫＡＤＯＫＡＷＡ
345.1ワ パナマ文書 渡邉　哲也 徳間書店
351ト 統計でふりかえる平成日本の３０年 双葉社

361.5ス 図解平成オタク３０年史 平成オタク研究会 新紀元社
367.2フ 女はオキテでできている　平成女図鑑 深澤　真紀 春秋社
367.3ユ データで読む平成期の家族問題 湯沢　雍彦 朝日新聞出版
367.6ホ やさしさをまとった殲滅の時代 堀井　憲一郎 講談社
368.6シ ＮＹ崩壊　２００１－０９－１１世界が変わった日 上重　泰秀 エクスナレッジ
369.3キ 巨大津波が襲った　３・１１大震災 河北新報社
369.3セ 中越大震災自治体の叫び 関　広一 ぎょうせい
369.3ト ドキュメント御嶽山大噴火 山と溪谷社 山と溪谷社

369.3ハ 阪神・淡路大震災１０年全記録 神戸新聞社 神戸新聞総合出版センター

369.3ヒ 東日本大震災　報道写真全記録２０１１．３．１１－４．１１ 朝日新聞社 朝日新聞出版
369.3ヒ 東日本大震災－写真家１７人の視点 篠山　紀信 朝日新聞出版
369.3ヘ 平成２８年熊本地震　特別報道写真集 熊本日日新聞社 熊本日日新聞社
369.3ヘ 平成２９年７月九州北部豪雨大水害の記録 西日本新聞社 西日本新聞社
H369.3マ 守れいのちを　阪神・淡路大震災１０年報道　完結編 神戸新聞社 神戸新聞総合出版センター

404ヤ 「大発見」の思考法 山中　伸弥 文藝春秋
407ヨ ４つのノーベル賞 ＮＨＫ取材班 日本放送出版協会
440モ 果てしない宇宙のなかで思う未来のこと 毛利　衛 数研出版
460ス 捏造の科学者 須田　桃子 文藝春秋

1 江戸川区立篠崎図書館



 ２０１９年４月特集展示「平成という時代」

請求記号 書名 著者名 出版者名

491.1ア ｉＰＳ細胞が医療をここまで変える 山中　伸弥 ＰＨＰ研究所
491.1カ この一冊でｉＰＳ細胞が全部わかる 金子　隆一 青春出版社
526ト 東京スカイツリー完成までの軌跡 日本経済新聞出版社 日本経済新聞出版社
537キ ９０年代国産車のすべて 三栄書房
538シ 小惑星探査機「はやぶさ」の超技術 川口　淳一郎 講談社
538ハ はやぶさ力 川口　淳一郎 学研パブリッシング
538マ 小惑星探査機「はやぶさ」の奇跡 的川　泰宣 ＰＨＰ研究所
543タ 福島第二原発の奇跡 高嶋　哲夫 ＰＨＰ研究所
589カ 海洋堂創世記 樫原　辰郎 白水社
632セ 世界文化遺産富岡製糸場 東京書籍編集部 東京書籍
646キ 危機来襲　鳥インフルエンザ・４８日間の攻防 山田　啓二 京都新聞出版センター

675ツ 築地市場　クロニクル１６０３－２０１６ 福地　享子 朝日新聞出版
759ア 海洋堂マニアックス あさの　まさひこ 竹書房
767イ 忌野清志郎　総特集 河出書房新社
767イ Ｄｒｅａｍｓ　ｔｏ　Ｒｅｍｅｍｂｅｒ　清志郎が教えてくれたこと 今井　智子 飛鳥新社
767オ 尾崎豊ＳＴＯＲＹ 落合　昇平 ソニー・マガジンズ
767オ ＮＯＴＥＳ　僕を知らない僕 尾崎　豊 新潮社
767シ 少年ＳＭＡＰに会いたい ＳＭＡＰ同窓会一同 未来出版
778キ ９０年代アメリカ映画１００ 大場　正明 芸術新聞社
778ス スタジオジブリの軌跡 徳間書店
778テ テレビドラマベスト・テン１０年史　１９９７－２００６ 進藤　良彦 愛育社
778ヘ 平成版ＢＥＳＴ　ＭＯＶＩＥ　１００ 近代映画社
778モ もう一度見たい！ドラマ１００本　’９０年代編 ＴＶ　ＬＩＦＥ編集部 学研

783.4エ 世界一のあきらめない心　なでしこジャパン栄光への軌跡 江橋　よしのり 小学館
783.4シ Ｊリーグ２０周年記念フォトブック 東邦出版 東邦出版
783.4ナ 日本代表がＷ杯で優勝する日 中西　哲生 朝日新聞出版
783.7ア イチローと松井 秋元　一剛 アスペクト
783.7ホ 新・イチロー伝説 ロバート・ホワイティング ベースボール・マガジン社

784ア 百獣繚乱　フィギュアスケート日本男子 青嶋　ひろの ブックウォーカー
784ウ 日本フィギュアスケートの軌跡 宇都宮　直子 中央公論新社
796タ 中学生棋士 谷川　浩司 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
796ヤ 最強羽生善治と１２人の挑戦者 山田　史生 新人物往来社

911.1ヘ 平成万葉集 読売新聞社 中央公論新社
B914タ 閑人生生　平成雑記帳２００７－２００９ 高村　薫 朝日新聞出版
B914タ 閑人生生　続　平成雑記帳２００９－２０１１ 高村　薫 朝日新聞出版
916オ あの日 小保方　晴子 講談社
916コ 命あるかぎり　松本サリン事件を超えて 河野　義行 第三文明社
916ソ それでも生きていく 地下鉄サリン事件被害者の会 サンマーク出版

B916ム 君について行こう　上 向井　万起男 講談社
B916ム 君について行こう　下 向井　万起男 講談社
936フ チリ３３人　生存と救出、知られざる記録 ジョナサン・フランクリン 共同通信社
G2フ ９０’Ｓプレミアム・ベスト ワーナーミュージック・ジャパン

K2セ 青春歌年鑑　演歌歌謡編１９９０年代ベスト ビクターエンタテインメント

K4サ ザ・テ－マ－日本テレビドラマ主題歌集－９０年代～ バップ
U28ワ ＜ＤＶＤ＞わたしはマララ　特別編 デイヴィス・グッゲンハイム ２０世紀フォックスホームエンターテイメントジャパン

U29コ ＜ＤＶＤ＞心に残るあの頃の風景　みやぎ海岸線物語 東日本放送
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