
 ２０１７年６月特集展示「歴史いろいろ」

請求記号 書名 著者名 出版者名
007ミ バグは本当に虫だった 水谷　哲也 ペンコム
010オ 図書・図書館史 小黒　浩司 日本図書館協会
012ヘ 本棚の歴史 ヘンリー・ペトロスキー 白水社
019ツ 読書と日本人 津野　海太郎 岩波書店
023カ 岩波新書の歴史 鹿野　政直 岩波書店
031ミ 身近なモノ事始め事典 三浦　基弘 東京堂出版
070オ 幕末明治新聞ことはじめ 奥　武則 朝日新聞出版
070ロ 三面記事の歴史 ロミ 国書刊行会
140ハ パブロフの犬　実験でたどる心理学の歴史 アダム・ハート＝デイヴィス 創元社
147ク 図解魔術の歴史 草野　巧 新紀元社
148イ タロットの歴史 井上　教子 山川出版社
162カ すぐわかる日本の宗教 川村　邦光 東京美術
209イ 鉄条網の歴史 石　弘之 洋泉社
210マ 海岸線の歴史 松本　健一 ミシマ社
230フ ヨーロッパ中世ものづくし　カラー版 キアーラ・フルゴーニ 岩波書店
233ロ 図説「最悪」の仕事の歴史 トニー・ロビンソン 原書房
317シ 火と水の文化史　消防よもやま話 白井　和雄 近代消防社
320ヘ 「最悪」の法律の歴史 ネイサン・ベロフスキー 原書房

366.4ニ 退職金の一四〇年 西成田　豊 青木書店
367.2ハ 美女と機械　健康と美の大衆文化史 原　克 河出書房新社
377テ 伝説の応援団ＣＨＲＯＮＩＣＬＥ 加藤　明典 出版ワークス
382フ 図説尻叩きの文化史 ジャン・フェクサス 原書房

B383シ 「食のルーツ」なるほど面白事典 日本博学倶楽部 ＰＨＰ研究所
383.1ツ 図説軍服の歴史５０００年 辻元　よしふみ 彩流社
383.5ア ヒゲの日本近現代史 阿部　恒久 講談社
383.5ハ 美女の歴史　美容術と化粧術の５０００年史 ドミニク・パケ 創元社
383.6ナ 入浴・銭湯の歴史 中野　栄三 雄山閣
383.8ア 図説和菓子の今昔 青木　直己 淡交社
383.8ニ ニッポンの主婦１００年の食卓 主婦の友社 主婦の友社
383.8ハ 名前が語るお菓子の歴史 ニナ・バルビエ 白水社
383.8ハ ケーキの歴史物語 ニコラ・ハンブル 原書房
383.8ハ 日本茶の歴史 橋本　素子 淡交社
384コ コンドームの歴史 アーニェ・コリア 河出書房新社
384コ 日本売春史 小谷野　敦 新潮社
384マ 盤上遊戯の世界史 増川　宏一 平凡社
402コ 南極観測船ものがたり 小島　敏男 成山堂書店
420ハ シュレディンガーの猫　実験でたどる物理学の歴史 アダム・ハート＝デイヴィス 創元社
430イ エピソードで読む日本の化学の歴史 井沢　省吾 秀和システム
440コ わかってきた星座神話の起源 近藤　二郎 誠文堂新光社
448ル 地図の物語 アン・ルーニー 日経ナショナルジオグラフィック社

469ミ アフリカで誕生した人類が日本人になるまで 溝口　優司 ソフトバンククリエイティブ

491.1ス 毛の人類史 カート・ステン 太田出版
495ス お産の歴史 杉立　義一 集英社
514ト トンネルものがたり 吉村　恒 山海堂
520ク 失われた建築の歴史 ジョナサン・グランシー 東洋書林
531カ 暮らしを支える「ねじ」のひみつ 門田　和雄 ソフトバンククリエイティブ

535ア 図説時計の歴史 有澤　隆 河出書房新社
535キ 目で見るデジタル計算の道具史 ペギー・キドウェル ジャストシステム
535キ 機械式時計大全 本間　誠二 誠文堂新光社
535コ 図解・カメラの歴史 神立　尚紀 講談社
535フ ５０の名機とアイテムで知る図説カメラの歴史 マイケル・プリチャード 原書房
536サ 蒸気機関車２００年史 齋藤　晃 ＮＴＴ出版
537ヒ トコトンやさしい電気自動車の本　第２版 廣田　幸嗣 日刊工業新聞社
538ア ボーイング７８７はいかにつくられたか 青木　謙知 ソフトバンククリエイティブ

538ク 形とスピードで見る旅客機の開発史 久世　紳二 日本航空技術協会
545ウ 魅惑のアンティーク照明 Ｉ．ウージェル 西村書店
545オ 電気洗濯機１００年の歴史 大西　正幸 技報堂出版
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請求記号 書名 著者名 出版者名
545オ にっぽん家電のはじまり 大西　正幸 技報堂出版
547ヤ 東京スカイツリーの誕生 山田　泰雄 鳳書院
548フ プロが教えるパソコンのすべてがわかる本 平澤　茂一 ナツメ社
548ホ 僕らのパソコン３０年史 ＳＥ編集部 翔泳社
550シ 図説船の歴史 庄司　邦昭 河出書房新社
565ラ 図説金と銀の文化史 スーザン・ラニース 柊風舎
582マ 日本のピアノ１００年 前間　孝則 草思社
585ヒ 紙の歴史　文明の礎の二千年 ピエール＝マルク・ドゥ・ビアシ 創元社
588ア アイスクリームのあゆみ 〔「アイスクリームのあゆみ」編集委員会 日本アイスクリーム協会

588コ アブサンの文化史 バーナビー・コンラッド三世 白水社
588タ チョコレートの世界史 武田　尚子 中央公論新社
588ニ 日本の味醤油の歴史 林　玲子 吉川弘文館
588ハ 未開封の包装史 林　健男 ダイヤモンド・ビジネス企画

589コ リカちゃん生まれます 小島　康宏 創美社
589ス ＳＰＯＲＴＳシューズのひみつ 新星出版社編集部 新星出版社
589ス 万年筆クロニクル すなみ　まさみち 〓出版社
589タ 「消せるボールペン」３０年の開発物語 滝田　誠一郎 小学館
589フ ウィメンズウェア１００年史 キャリー・ブラックマン Ｐヴァイン・ブックス
589ワ 日本の制服１５０年 渡辺　直樹 青幻舎
609サ 単位の成り立ち 西條　敏美 恒星社厚生閣
616マ コメの歴史 レニー・マートン 原書房
657オ 乾しいたけ　千年の歴史をひもとく 小川　武廣 女子栄養大学出版部
681レ コンテナ物語 マルク・レビンソン 日経ＢＰ社
694タ 電話帳の社会史 田村　紀雄 ＮＴＴ出版
702エ 醜の歴史 ウンベルト・エーコ 東洋書林
712オ デスマスク 岡田　温司 岩波書店
726シ 年表日本漫画史 清水　勲 臨川書店
753オ 図説タータン・チェックの歴史 奥田　実紀 河出書房新社
762ケ 「第九」と日本出会いの歴史 ニコレ・ケンプケン 彩流社
763ウ ５０の名器とアイテムで知る図説楽器の歴史 フィリップ・ウィルキンソン 原書房
763ウ ピアノ図鑑　歴史、構造、世界の銘器 ジョン＝ポール・ウィリアムズ ヤマハミュージックメディア

764フ ジャズ・レコード全歴史 ブライアン・プリーストリー 晶文社
H779ヤ 紙芝居　街角のメディア 山本　武利 吉川弘文館
780ク 筋力トレーニング法１００年史 窪田　登 体育とスポーツ出版社
791タ よくわかる茶道の歴史 谷端　昭夫 淡交社
793ヘ 名画に見るフラワー・アレンジメントの歴史 ジュリア・ベラル 八坂書房
801ロ 文字の起源と歴史 アンドルー・ロビンソン 創元社
810コ 図説日本語の歴史 今野　真二 河出書房新社
811コ 常用漢字の歴史 今野　真二 中央公論新社
813ク 国語辞書一〇〇年 倉島　長正 おうふう
821カ 絵で読む漢字のなりたち 金子　都美絵 太郎次郎社エディタス
821ヤ 面白いほどよくわかる漢字 山口　謠司 日本文芸社
830カ 世界の英語ができるまで 唐澤　一友 亜紀書房
902ホ 翻訳百年　外国文学と日本の近代 原　卓也 大修館書店
910ア 芥川賞・直木賞１５０回全記録 文藝春秋
910ホ 日本ミステリー小説史　黒岩涙香から松本清張へ 堀　啓子 中央公論新社
943ス アルプスの少女ハイジの文化史 福田　二郎 国文社
U03テ ＜ＤＶＤ＞「なぜ？」に挑んだ科学の歴史１００天文学編 Ｍｉｃｈａｅｌ　Ｆ．Ｆｏｕｎｔａｉｎ　製作　監督 角川書店
U03テ ＜ＤＶＤ＞「なぜ？」に挑んだ科学の歴史１００進化学編 Ｍｉｃｈａｅｌ　Ｆ．Ｆｏｕｎｔａｉｎ　製作　監督 角川書店
U03テ ＜ＤＶＤ＞「なぜ？」に挑んだ科学の歴史１００遺伝学編 Ｍｉｃｈａｅｌ　Ｆ．Ｆｏｕｎｔａｉｎ　製作　監督 角川書店
U38ニ ＜ＤＶＤ＞人間は何を食べてきたか　第３巻 ＮＨＫ ＮＨＫソフトウェア
U38ニ ＜ＤＶＤ＞人間は何を食べてきたか　第２巻 ＮＨＫ ＮＨＫソフトウェア
U38ニ ＜ＤＶＤ＞人間は何を食べてきたか　第１巻 ＮＨＫ ＮＨＫソフトウェア

2 江戸川区立篠崎図書館


