
さようなら平成

No. 書名 副書名 著者名 出版者 分類

【平成史】

1 　 　島田 裕巳∥著 　幻冬舎

2 平成史 　 　小熊 英二∥編著 　河出書房新社

3 くらべる時代 　 　おかべ たかし∥文 　東京書籍

4 激動の平成史 　 　洋泉社

5 読むだけですっきりわかる平成史 　 　後藤 武士∥著 　宝島社

6 平成史 　 　佐藤 優∥著 　小学館

7 もうなつかしい平成の年表 　 　清水 義範∥著 　講談社

8 昭和・平成・現代史年表 　 　神田 文人∥編 　小学館

9 昭和・平成史年表 　 　平凡社∥編 　平凡社

10 　 　東京書籍

11 　田原 総一朗∥著 　ポプラ社

12 年表昭和・平成史 　 　中村 政則∥編 　岩波書店

13 　上・下 　デイヴィッド　ピリング∥著 　早川書房

14 平成論 　 　池上 彰∥著

15 平成のデータファイル 　加藤 迪男∥編 　東京堂出版

16 ジョージ・ポットマンの平成史 　 　ジョージ　ポットマン∥著 　大和書房

【皇室】
17 平成皇室 　福島民報社／編著 　福島民報社

18 皇太子と雅子妃の運命 　 　文藝春秋∥編 　文藝春秋

19 皇室文化と平成 　 　 　時事画報社

20 平成皇室論 　 　橋本 明∥著 　朝日新聞出版

21 平成の天皇皇后 　 　毎日新聞社∥編 　毎日新聞社

22 平成の華燭 　 　 　東京新聞出版局

【人物】

23 同い年事典 　 　黒川 祥子∥著 　新潮社

24 人間晩年図巻 　関川 夏央∥著 　岩波書店

25 人間晩年図巻 　関川 夏央∥著 　岩波書店

26 平成の女たち 　 　稲越 功一∥写真 　世界文化社

27 拝啓「平成中村座」様 　 　明緒∥写真 　世界文化社

28 藤井聡太 　 　津江 章二∥著 　日本文芸社

【政治・経済】

29 　竹内 正浩∥著 　実業之日本社

平成３1年3月～4月　一般展示コーナー図書リスト

～平成の30年間をふりかえる本～

平成宗教20年史 169.1/ｼ

210.7/ｵ

210.7/ｵ

　内田 樹∥[ほか著] 210.7/ｹﾞ

Y/210.7/ｺﾞ

210.7/ｻ

210.7/ｼ

210.7/ｼ

210.7/ｼ

1946-1999売れたものアルバム 　Media View∥編著 210.7/ｾ

100分でわかる!
ホントはこうだった日本現代史

　3 Y/210.7/ﾀ/3

210.7/ﾈ

日本-喪失と再起の物語 210.7/ﾋﾟ/1・2

　NHK出版 210.7/ﾍ

　1989
▷1998

210.7/ﾍ/89

Y/210.7/ﾎﾟ

092/ヘ

288.4/ｺ

288.4/ｺ

288.4/ﾊ

288.4/ﾍ

288.4/ﾍ

280.4/ｸ

　1990
　-94年

280.4/ｾ
/1990

　1995
　-99年

280.4/ｾ
/1995

281.0/ｲ

774/ﾊ

796.0/ﾌ

「家系図」と「お屋敷」で読み解く
歴代総理大臣

　昭和・
　平成篇

312.1/ﾀ



No. 書名 副書名 著者名 出版者 分類

30 歴代首相物語 　 　御厨 貴∥編 　新書館

31 村が消えた 　 　祥伝社

32 　 　紺谷 典子∥著 　幻冬舎

33 平成トレンド史 　

34 平成バブルの研究 　上・下 　村松 岐夫∥編 　東洋経済新報社

35 日銀と政治 　 　鯨岡 仁∥著 　朝日新聞出版

36 中央銀行 　 　白川 方明∥著 　東洋経済新報社

37 　 　日経トレンディ編集部∥編 　日経ホーム出版社

【事件】

38 「オウム事件」をどう読むか 　 　文芸春秋∥編 　文芸春秋

39 オウムと死刑 　 　河出書房新社編集部∥編 　河出書房新社

40 A3 　 　森 達也∥著 　集英社インターナショナル

41 　 　 　文藝春秋

42 絶望裁判 　 　中尾 幸司∥著 　小学館

43 アキハバラ発 　 　大澤 真幸∥編 　岩波書店

44 世田谷一家殺人事件 　 　一橋 文哉∥著

45 もう時効だから、すべて話そうか 　 　一橋 文哉∥著 　小学館

46 時効捜査 　 　竹内 明∥著 　講談社

【災害】

47 熊本地震 　 　毎日新聞西部本社∥著 　石風社

48 東日本大震災 震災市長の手記 　 　立谷 秀清∥著 　近代消防社

49 平成二十八年熊本地震「震災の記録」 　 　

50 ドキュメント阪神大震災全記録 　 　 　毎日新聞社

【技術】

51 ノーベル賞の科学 　矢沢サイエンスオフィス∥編著 　技術評論社

52 日本の歴代ノーベル賞 　 　高橋 繁行∥著 　アスキー・メディアワークス

53 ノーベル賞でたどる物理の歴史 　 　小山 慶太∥著 　丸善出版

54 ニュートリノ小さな大発見 　 　梶田 隆章∥著 　朝日新聞出版

55 物理学をゆるがすニュートリノ 　 　 　ニュートンプレス

56 　 　山中 伸弥∥監修

57 　 　山中 伸弥∥著 　講談社

58 　

59 　

60 メイカーズ 　 　クリス　アンダーソン∥著

61 　 　橋爪 紳也∥文

62 　 　松尾 定行∥著 　東京堂出版

312.1/ﾚ

　菅沼 栄一郎∥[著] 318.1/ｽ

平成経済20年史 332.1/ｺ

　原田 曜平∥[著] 　KADOKAWA 332.1/ﾊ

332.1/ﾍ/1・2

338.3/ｸ

338.4/ｼ

日経トレンディ
'90年代ヒット商品大検証

675.1/ﾆ

169.1/ｵ

169.1/ｵ

169.1/ﾓ

平成を読み解く51の事件 210.7/ﾍ

327.6/ﾅ

368.6/ｱ

　KADOKAWA 368.6/ｲ

368.6/ｲ

368.6/ﾀ

369.3/ｸ

369.3/ﾀ

　熊本市政策局
　総合政策部広報課

369.3/ﾍ

453.2/ﾄﾞ

化学賞編
生理学
医学賞編
物理学賞編
経済学賞編

377.7/ﾉ

402.1/ﾀ

420.2/ｺ

429.6/ﾆ

429.6/ﾌﾞ

iPS細胞が医療をここまで変える 　PHP研究所 491.1/ｱ

山中伸弥先生に、
人生とiPS細胞について聞いてみた

491.1/ﾔ

世界を変える100の技術 　日経BP社∥編 　日経BP社 504/ｾ

世界を動かす100の技術 　日経BP社∥編 　日経BP社 504/ｾ

　NHK出版 509.5/ｱ

ニッポンバブル遺産建築100 　NTT出版 523.1/ﾊ

新幹線50年 536.5/ﾏ



No. 書名 副書名 著者名 出版者 分類

63 はやぶさ世界初を実現した日本の力 　 　川口 淳一郎∥著 　日本実業出版社

64 　 　山根 一眞∥著 　講談社

65 　 　「旅と鉄道」編集部∥編 　天夢人

【メディア】

66 福島民報百二十年史 　福島民報社

67 天声人語 　朝日新聞論説委員室∥著 　朝日新聞社

68 天声人語 　朝日新聞論説委員室∥著 　朝日新聞社

69 　 　大野 茂∥著 　東京ニュース通信社

70 　

71 　 　

72 　 　戸部田 誠∥著 　双葉社

73 朝日新聞報道写真集 　朝日新聞社∥編集 　朝日新聞社

74 　

75 　

76 　 　鈴木 嘉一∥著 　中央公論新社

【スポーツ】

77 つなぐ 　 　福島民報社／編集 　福島民報社

78 　 　 　ベースボール・マガジン社

79 　 　朝日新聞社∥編 　朝日新聞社

80 箱根駅伝 　 　 　ベースボール・マガジン社

81 　 　 　ベースボール・マガジン社

82 　 　 　ベースボール・マガジン社

83 　 　 　ベースボール・マガジン社

84 不屈の翼 　 　岡崎 敏∥著 　日刊スポーツ出版社

85 　 　宇都宮 直子∥著 　文藝春秋

86 蒼い炎 　 　羽生 結弦∥著 　扶桑社

87 蒼い炎 　羽生 結弦∥著 　扶桑社

88 　 　 　ベースボール・マガジン社

89 　 　 　ベースボール・マガジン社

90 　 　 　ベースボール・マガジン社

【文学】

91 怖い本と楽しい本 　 　丸谷 才一∥編 　毎日新聞社

92 分厚い本と熱い本 　 　丸谷 才一∥編 　毎日新聞社

93 愉快な本と立派な本 　丸谷 才一∥編 　毎日新聞社

94 ノーベル文学賞を読む 　 　橋本 陽介∥著

538.9/ｶ

小惑星探査機「はやぶさ2」の大挑戦 538.9/ﾔ

JR30年物語 686.2/ｼﾞ

　福島民報社120年史
　編集委員会／編 090/フ

　'95
7月-12月
～'99
7月-12月

304/ｱ
/95-7
～99-7

　2000年
　1月-6月
～2018年
　1月-6月

304/ﾃ
/00-1
～18-1

2時間ドラマ40年の軌跡 699.6/ｵ

思い出テレビ60年 　NHKサービスセンター∥編集 　NHKサービスセンター 699.6/ｵ

紅白50回 　NHKサービスセンター 699.6/ｺ

1989年のテレビっ子 699.6/ﾄ

　2007
～2018

748/ｱ
/07～18

朝ドラの55年 　NHKドラマ番組部∥監修 　NHK出版 778.8/ｱ

NHK大河ドラマ50作パーフェクトガイド 　NHKサービスセンター∥編集 　NHKサービスセンター 778.8/ｴ

大河ドラマの50年 778.8/ｽ

097.8/ﾂ

スポーツ「戦後70年史」 780.2/ｽ

歓喜のメダリストたち
長野オリンピック'98

780.6/ｶ

782.3/ﾊ

サッカー「戦後70年史」 783.4/ｻ

ラグビー「戦後70年史」 783.4/ﾗ

プロ野球「戦後70年史」 783.7/ﾌﾟ

784.3/ｶ

浅田真央、17歳 784.6/ｱ

784.6/ﾊ

　2 784.6/ﾊ/2

大相撲「戦後70年史」 788.1/ｵ

プロレス「戦後70年史」 788.2/ﾌﾟ

ボクシング「戦後70年史」 788.3/ﾎﾞ

019.9/ｺ

019.9/ﾌﾞ

　1992
～1997

019.9/ﾕ/1

　KADOKAWA 902.0/ﾊ



No. 書名 副書名 著者名 出版者 分類

95 　 　都甲 幸治∥著 　新潮社

96 　 　 　文藝春秋

97 　 　榎本 正樹∥著 　集英社

98 変容する文学のなかで 　上・下 　菅野 昭正∥著 　集英社

99 江戸川乱歩賞と日本のミステリー 　 　関口 苑生∥著 　マガジンハウス

100 平成万葉・千人一首 　 　奈良県立万葉文化館∥編 　奈良新聞社

101 折々のうた三六五日 　 　大岡 信∥著 　岩波書店

102 新折々のうた 　大岡 信∥著 　岩波書店

103 平成の宮中歌会始 　 　菊葉文化協会∥編 　日本放送出版協会

104 平成サラリーマン川柳傑作選 　山藤 章二∥［ほか］選 　講談社

105 　文芸春秋

106 　文藝春秋

107 　文藝春秋

108 　文藝春秋

109 　文藝春秋

110 　文芸春秋

111 　文藝春秋

112 　文芸春秋

113 　文藝春秋

114 芥川賞全集 　文芸春秋

115 平成三十年 　上・下 　堺屋 太一∥著 　朝日新聞社

116 文学 　日本文藝家協会∥編 　講談社

【その他平成の出来事】

117 ギネス世界記録

118 問いかける風景 　 　丸田 祥三∥著 　産業編集センター

119 　 　中島 岳志∥著 　白水社

120 東京の銅像 　 　阿部 和正／著

121 　 　 　双葉社

122 　 　アスペクト編集部∥編 　アスペクト

123 日本のファッション 　 　城 一夫∥著 　青幻舎

124 昭和の洋食平成のカフェ飯 　 　阿古 真理∥著 　筑摩書房

125 平成の家族と食 　 　品田 知美∥編 　晶文社

126 平成の名水百選 　 　ぎょうせい

127

128 　 　田家 秀樹∥インタビュー　著

129 イマドキ 　 　南 伸坊∥著 　朝日新聞社

130 今どきコトバ事情 　 　井上 俊∥編著 　ミネルヴァ書房

21世紀の世界文学30冊を読む 902.3/ﾄ

芥川賞・直木賞150回全記録 910.2/ｱ

Herstories彼女たちの物語 910.2/ｴ

910.2/ｶ/1・2

910.2/ｾ

911/ﾍ

911.0/ｵ

　2・7・8
911.0/ｵ
/2・7・8

911.1/ｷ

　1～3、5、
　7～10

911.4/ﾍ
/1～3、5、
7～10

母のキャラメル　（'01年版ベスト・エッセイ集） 914.6/ｳ

象が歩いた　　　（'02年版ベスト・エッセイ集） 　 　 914.6/ｶ

うらやましい人　（'03年版ベスト・エッセイ集） 　 　 914.6/ｶ

片手の音　　　　（'05年版ベスト・エッセイ集） 　 　 914.6/ｻ

カマキリの雪予想（'06年版ベスト・エッセイ集） 　 　 B/914.6/ｼ

美女という災難　（'08年版ベスト・エッセイ集） 914.6/ｿﾞ

死ぬのによい日だ（'09年版ベスト・エッセイ集） 　 　 914.6/ﾆ

散歩とカツ丼　　（'10年版ベスト・エッセイ集） 914.6/ﾊ

人間はすごいな　（'11年版ベスト・エッセイ集） 　 　 914.6/ﾋﾞ

　第15
～19巻

　滝沢 美恵子∥[ほか]著
F/ｱ/
15～19

F/ｻ/1・2

　2009
～2018

F/ﾌﾞ
/09～18

　2004
～2017

031.5/ｷﾞ
/04～17

210.7/ﾏ

世はいかにして
昭和から平成になりしか

Y/210.7/ﾖ

　[阿部和正] 281.0/ｱ

統計でふりかえる平成日本の30年 351/ﾄ

なつかしの給食おかわり! 374.9/ﾅ

383.1/ｼﾞ

383.8/ｱ

383.8/ﾍ

　日本の水を
　きれいにする会∥編集 452.9/ﾍ

輝く！日本レコード大賞
公式データブック

　シンコーミュージック・
　エンタテイメント 767.8/ｶ

J-POP列伝音楽の中に君がいる 　シンコーミュージック・
　エンタテイメント 767.8/ﾀ

814.7/ｲ

814.7/ｲ


