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【展示期間】：2019 年４月 27 日（土）～2019 年６月 27 日（木） 

【展示場所】：東中野図書館 3Ｆ 法務情報コーナー 

【お問合せ】：中野区立東中野図書館 

   中野区東中野 1-35-5 ☎03-3366-9581 

4 月１日に新元号「令和
れ い わ

」が発表されました。 

 

元号を新たにすることを「改元」といい、4 月 30

日の天皇陛下の退位に伴い、皇太子さまが即位され

る 5 月 1 日午前０時に改元されます。 

  

平成が終わり、「令和
れ い わ

」が始まります。 

 

 

今回は、「改元」及び元号・皇室に関連する資料や

情報の探し方をご紹介します。 



改元について調べる方に  

１．情報検索のキーワード  

様々な「キーワード」を使うことで、効率的な情報の検索が可能になります。 

  

 元号 ／ 年号 ／ 元号法 ／ 改元 ／ 一世一元の制 ／ 天皇  

 ／ 今上天皇 ／ 皇太子 ／ 皇室 ／ 宮内庁 ／ 皇室典範 ／皇居 

  宮中祭祀 ／ など 

 

２．図書資料を調べる  

中野区立図書館のホームページや館内利用者検索機（ＯＰＡＣ）で調べてみましょう。 

                                                 

『中野区立図書館ホームページアドレス』 

                    https://www3.city.tokyo-nakano.lg.jp/tosho/index.asp 

 

『東京都立図書館統合検索』・・・東京都内の公立図書館の蔵書について一括して検索できます。 

                      http://ufinity01.jp.fujitsu.com/metro/ 

 

『国立国会図書館』・・・国会図書館の蔵書について一括して検索できます。 

                      http://www.ndl.go.jp/ 

 

３．雑誌・新聞で調べる  

新聞 

  朝日新聞 ／ 産経新聞 ／ 東京新聞 ／ 日経新聞 ／ 毎日新聞 ／ 読売新聞 

 

雑誌 『ジュリスト』 有斐閣 

   『法学セミナー』 日本評論社 

 

４．図書を調べる  

テーマの棚を調べてみましょう。 

 

分野 分類記号 分野 分類記号 

皇室 ２８８．４ 皇室典範 ３２３．１ 

 

 

 

 

https://www3.city.tokyo-nakano.lg.jp/tosho/index.asp
https://www3.city.tokyo-nakano.lg.jp/tosho/index.asp
http://ufinity01.jp.fujitsu.com/metro/
http://www.ndl.go.jp/


５．オンラインデータベースで調べる  

中野区立中央図書館の参考・地域行政資料コーナーでは、以下のオンラインデータベースが利用

できます。 

 

日経テレコン 21 1975 年からの日経 4 紙（経済・産業・金融・流通）の新聞全文検索、

企業情報、人事情報の検索が可能です。 

聞蔵Ⅱビジュアル 1879 年から当日までの朝日新聞の検索ができます。 

官報情報検索サービス 1947 年 5 月 3 日から当日までの官報記事の検索ができます。 

MAGAZINEPLUS 一般誌・総合誌の雑誌記事検索や学術論文の検索ができます。 

D1-Law.com 判例情報、法律等の改廃履歴、法律判例文献情報が検索できます。 

 

６．関連機関を活用する  

関連機関で改元に関するさまざまな事を調べてみましょう。 

 

『宮内庁』・・・ 

      http://www.kunaicho.go.jp/ 

『内閣府』・・・ 

   https://www.cao.go.jp/ 

『国立公文書館』・・・ 

   http://www.archives.go.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【展示図書ピックアップ】 

『元号 全２４７総覧』 

山本 博文／編著 

          悟空出版 2017 年 

 

日本最初の元号大化から平成に至る全ての元号

についてその時代に起きた主な出来事を交えて

解説する。 

元号を追えば日本の歴史が見えてくる！ 

http://www.kunaicho.go.jp/
https://www.cao.go.jp/
http://www.archives.go.jp/


 

 

 

書名 著者名 出版者名 出版年 分類番号 

元号 年号から読み解く日本史 所 功ほか／著 文藝春秋 2018 210.02ゲ 

国民が知らない上皇の日本史 倉山 満／著 祥伝社 2018 288.4 ク 

天皇家百五十年の戦い 江崎 道朗／著 ビジネス社 2019 288.4エ 

元号 全 247総覧 山本 博文／編著 悟空出版 2017 210.02ヤ 

元号って何だ？ 藤井 青銅／著 小学館 2019 210.02フ 

天皇家 125代 大角 修／編著 枻出版社 2018 288.4オ 

平成皇室の 30年 週刊朝日編集部／編 朝日新聞出版 2018 288.4へ 

天皇皇后両陛下 宮内庁侍従職／監修 クレヴィス 2019 288.4テ 

国民とともに歩まれた平成の 30年 宮内庁侍従職／監修 毎日新聞出版 2019 288.4テ 

皇室入門 椎名 哲夫／著 幻冬舎 2018 288.4シ 

図解でわかる 14歳からの天皇と 

皇室入門 

山折 哲雄/監修 

大角 修ほか／著 
太田出版 2018 288.4ズ 

元号と日本人 宮瀧交二／監修 プレジデント社 2019 210.02ゲ 

天皇皇后両陛下と平成大災害 産経新聞社／著 産経新聞出版 2019 288.4テ 

平成から大化まで全元号解説 河野 浩一／著 KADOKAWA 2019 210.02カ 

新天皇と日本人 小山 泰生／著 海竜社 2018 288.4 コ 

天皇交代 明石 元紹ほか／著 講談社 2018 288.4テ 

新天皇若き日の肖像 根岸 豊明／著 新潮社 2019 288.4ネ 

皇太子殿下と雅子さま  メディアックス 2019 288.4 コ 

「マツリゴト」の儀礼学 坂本 孝治郎／著 北樹出版 2019 312.1サ 

皇室典範 同朋舎編集部／編 同朋舎 2002 323.1 コ 

 

【展示図書リスト】 

 
★このリストのほかにも多数 

取り揃えております。 


