
■報道写真集
　書　名 著 者 名 出 版 社 出版年 場所 請 求 記 号

1
朝日新聞報道写真集  ’８９ ～２０１９                
       

朝日新聞社／編 朝日新聞社
1989～
2019

書庫～
一般開架

747/2/

2 読売報道写真集  １９８９ ～２０１９            読売新聞社
1989～
2019

書庫～
一般開架

747/3/

3
２０１４　８・２０広島土砂災害    緊急出版報道写
真集

中国新聞社／編著 中国新聞社 2014.9 一般開架 369.3/1094/

4 ２０１８．９．６北海道胆振東部地震    報道写真集 北海道新聞社／編 北海道新聞社 2018.10 一般開架 369.3/1307/

5 大震災一年    報道写真全記録 朝日新聞社／編 朝日新聞社 1996.1 書庫 453.2/110/

6 新潟県中越地震    特別報道写真集 新潟日報社 2004.11 書庫 453.2/155/

7
阪神・淡路大震災１０年全記録    被災地は復興
したか

神戸新聞社／編 神戸新聞総合出版センター 2004.12 書庫 453.2/156/

8 能登半島地震    特別報道写真集 北国新聞社 2007.4 書庫 453.2/166/

9 平成１９年新潟県中越沖地震    特別報道写真集 新潟日報社 2007.8 書庫 453.2/167/

10 東日本大震災    特別報道写真集 北日本新聞社 2011.4 書庫 453.2/178/

11
東日本大震災    報道写真全記録２０１１．３．１１
－４．１１

朝日新聞社／著 朝日新聞出版 2011.4 書庫 453.2/180/

12 東日本大震災    読売新聞報道写真集 読売新聞東京本社 2011.5 書庫 453.2/182/

13
平成の三陸大津波    ２０１１．３．１１東日本大震
災岩手の記録

岩手日報社 2011.6 書庫 453.2/187/

14 阪神大震災    報道写真全記録 朝日新聞社／編 朝日新聞社 1995.3 書庫 453.2/91/

15 ７・１３水害    長岡・三条・見附・栃尾・中之島 新潟日報事業社 2004.8 書庫 517/557/

16 日本人宇宙飛行士公式写真記録集 秋山豊寛，和田久士／著 小学館 1991.5 書庫 538.9/101/

17
いま原発で何が起きているのか    特別報道写
真・解説集            

共同通信社 2011.6 書庫 543/437/

18
国際花と緑の博覧会公式記録写真集    ＥＸＰＯ
’９０

電通／企画・編集 国際花と録の博覧会協会 1991.6 書庫 606/117/

19 愛・地球博１８５ｄａｙｓ    保存版報道写真集    中日新聞社／編 中日新聞社 2005.10 書庫 606/158/

20 ２００５年日本国際博覧会公式記録写真集 電通／企画・編集 ２００５年日本国際博覧会協会 2006.9 書庫 606/166/2

21 ２００５年日本国際博覧会公式記録写真集 電通／企画・編集 ２００５年日本国際博覧会協会 2006.9 書庫 606/166/2

22 報道写真  ’９５ 北国新聞社 1995.2 書庫 747/56/N95

23 報道写真  ’９７ 北国新聞社 1997.2 書庫 747/56/N9７

24 報道写真  ’９８ 北国新聞社 1998.2 書庫 747/56/N9８

25 日刊スポーツ報道写真集
日刊スポーツ新聞
社社史編修室／編

日刊スポーツ新聞社 1996.3 書庫 747/57/

26 長野オリンピック公式写真集 桐原書店 1998.3 書庫 780.6/126/

27
１９９８　Ｗｉｎｔｅｒ　Ｐａｒａｌｙｍｐｉｃ　Ｇａｍｅｓ　Ｎａｇａｎ
ｏ
　長野パラリンピック公式写真集

長野パラリンピック冬
季競技大会組織委員
会

1998.7 書庫 780.6/129/

28
（財）日本オリンピック委員会公式写真集２０００
　Ｓｙｄｎｅｙ　ｏｌｙｍｐｉｃｓ　Ｊａｐａｎｅｓｅ　ｄｅｌｅｇａｔｉｏｎ

日本オリンピック委
員会／監修

ぴあ 2000.11 書庫 780.6/147/

29
（財）日本オリンピック委員会公式写真集  ２００２
　Ｓａｌｔ　Ｌａｋｅ　Ｃｉｔｙ　ｏｌｙｍｐｉｃ　ｗｉｎｔｅｒ　ｇａｍｅｓ
Ｊａｐａｎ　ｅｓｅ　ｄｅｌｅｇａｔｉｏｎ

日本オリンピック委
員会／監修

ぴあ 2002.3 書庫 780.6/147/N02

30
（財）日本オリンピック委員会公式写真集  ２００４
　Ａｔｈｅｎｓ　ｏｌｙｍｐｉｃｓ　Ｊａｐａｎｅｓｅ　ｄｅｌｅｇａｔｉｏｎ

日本オリンピック委
員会／監修

コナミメディアエンタテ
インメント 2004.11 書庫 780.6/147/N04

31
＜財＞日本オリンピック委員会公式写真集  ２００
８　ＢＥＩＪＩＮＧ　ＯＬＹＭＰＩＣ　ＪＡＰＡＮＥＳＥ　ＤＥＬＥＧＡ
ＴＩＯＮ

日本オリンピック委
員会／監修

イーエム・エンタープ
ライズ

2008.9 書庫 780.6/147/N08

32
＜財＞日本オリンピック委員会公式写真集  ２０１
０　バンクーバー冬季オリンピック日本代表選手団

日本オリンピック委
員会／監修

アフロ 2010.3 書庫 780.6/147/N10

33
日本オリンピック委員会公式写真集  ２０１２
　ロンドンオリンピック日本代表選手団

日本オリンピック委
員会／監修

日本文化出版 2012.9 書庫 780.6/147/N12

34
日本オリンピック委員会公式写真集  ２０１４
　ソチオリンピック日本代表選手団

日本オリンピック委
員会／監修

日本文化出版 2014.3 一般開架 780.6/147/N14

35
日本オリンピック委員会公式写真集  ２０１６
　リオデジャネイロオリンピック日本代表選手団

日本オリンピック委
員会／監修

アフロ 2016.9 一般開架 780.6/147/N16

36
日本オリンピック委員会公式写真集  ２０１６
　リオデジャネイロオリンピック日本代表選手団

日本オリンピック委
員会／監修

アフロ 2016.9 一般開架 780.6/147/N16

37
日本オリンピック委員会公式写真集  ２０１８
　平昌オリンピック日本代表選手団

日本オリンピック委員会
／企画・監修

アフロ 2018.3 一般開架 780.6/147/N18

38 リオデジャネイロオリンピック２０１６報道写真集 北日本新聞社 2016.8 書庫 780.6/228/

39 御嶽山噴火    緊急報道写真集
信濃毎日新聞社／
編 信濃毎日新

信濃毎日新聞社 2014.10 一般開架 J91.3/1758/2

40
ワシントンの桜里帰り    日米桜寄贈１００周年記
念報道写真集

北國新聞社 2012.6 書庫 T289/ﾀｼ/

41
報道写真集開業北陸新幹線    ３・１４北陸が歓喜
と熱狂に包まれた日

北國新聞社 2015.3 書庫 T686/204/

■元号の由来となった資料（展示ケースにて展示）
1 史記読本　一 博文館 1893 書庫 222.01/62
2 書経　下　（『音訓図説五経』） 西尾寿閑／訓点 金生堂 1860 書庫 123/285/3

平成３１年３月２６日（火）～４月２１日（日）　富山県立図書館

7 


