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資料区分 書名 巻次 著者名 出版者 出版年
一般 日本フォーク紀 黒沢／進∥著 シンコー・

ミュージッ 1992.1

一般 マディソン郡の橋 ロバート・ジェームズ・
ウォラー∥著 文芸春秋 1993.3

一般 パラサイト・イブ 瀬名／秀明∥著 角川書店 1995.4
一般 戦後の子供たち 田沼／武能∥著 新潮社 1995.1
一般 気くばりのすすめ 〔正〕 鈴木／健二∥著 講談社 1982.9
一般 グリコのおまけ 筑摩書房 1992.1
一般 弟 石原／慎太郎∥著 幻冬舎 1996.7
一般 エーゲ海に捧ぐ 池田／満寿夫∥著 角川書店 1980
一般 限りなく透明に近いブルー 村上／竜∥著 講談社 1979
一般 複合汚染 上 有吉／佐和子∥〔著〕 新潮社 1980
一般 複合汚染 下 有吉／佐和子∥〔著〕 新潮社 1978
一般 ビジュアル昭和の子供たち 秋山／正美∥編 教育出版セ

ンター 1997.9
一般 昭和台所なつかし図鑑 小泉／和子∥著 平凡社 1998.1
一般 ダデイ 郷  ひろみ／著 幻冬舎 1998.1
一般 「昭和」という国家 司馬／遼太郎∥著 日本放送出

版協会 1998.3
一般 蒼い時 山口／百恵∥著 集英社 1980.9
一般 昭和浪漫図鑑 町田／忍∥著 ＷＡＶＥ出 1998.4
一般 横山光輝マンガ大全 平凡社 1998.9
一般 平成の天皇皇后 毎日新聞社∥編 毎日新聞社 1999.2
一般 日本一短い「母」への手紙 福井県丸岡町∥編 大巧社 1994.4
一般 昭和生活なつかし図鑑 太陽編集部∥編 平凡社 1999.3
一般 昭和 永／六輔∥著 朝日新聞社 1999.5
一般 五体不満足 乙武／洋匡∥著 講談社 1998.1
一般 天皇陛下御即位十年記念写真集 宮内庁／監修 福井：福井

新聞社 199911

一般 昭和少年図鑑 峰岸／達∥イラストレー
ション＆解説 白泉社 1999.1

一般 だから、あなたも生きぬいて 大平／光代∥著 講談社 2000.2
一般 失われた日本の風景 都市壊旧 薗部／澄∥写真 河出書房新 2000.9
一般 失われた日本の風景 故郷回想 薗部／澄∥写真 河出書房新 2000.1
一般 チーズはどこへ消えた? スペンサー  ジョンソン∥ 扶桑社 2000.1
一般 昭和こども図鑑 奥成／達∥文 ポプラ社 2001.7
一般 世界がもし１００人の村だったら 池田／香代子∥再話 マガジンハ

ウス 2001.1
一般 恋愛論 柴門／ふみ∥著 ＰＨＰ研究 1990.4
一般 内藤ルネ 内藤／ルネ∥著 河出書房新 2002.6
一般 キャラメルの値段 市橋／芳則∥著 河出書房新 2002.9
一般 グリコのおまけ型録 八重洲出版 2003.1
一般 少年ブーム 串間／努∥著 晶文社 2003.2
一般 ＮＨＫ連続人形劇のすべて 池田／憲章∥編著 アスキー 2003.4
一般 少女時代によろしく 田村／セツコ∥著 河出書房新 2003.4
一般 昭和美少年手帖 中村／圭子∥編 河出書房新 2003.6
一般 世界の中心で、愛をさけぶ 片山／恭一∥著 小学館 2001.4
一般 昭和の名車 日本車を愛する会∥編 ＪＴＢ 2003.7
一般 美智子さまと雅子さまの新皇室づくり 松崎／敏弥∥著 講談社 1993.4
一般 昭和は遠くになりにけり 爆笑問題∥著 幻冬舎 2003.7
一般 博士の愛した数式 小川／洋子∥著 新潮社 2003.8
一般 少年少女レトロ玩具箱 落合／紀文∥著 河出書房新 2003.8
一般 バカの壁 養老／孟司∥著 新潮社 2003.4
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一般 乙女のロマンス手帖 堀江／あき子∥編 河出書房新 2003.9
一般 ぼくたちの七〇年代 高平／哲郎∥著 晶文社 2004.1
一般 昭和史 半藤／一利∥著 平凡社 2004.2
一般 インストール 綿矢／りさ∥著 河出書房新 2001.1
一般 電車男 中野／独人∥著 新潮社 2004.1
一般 心の歌・愛唱歌昭和百名歌 主婦の友社∥編 主婦の友社 2005.2
一般 ノルウェイの森 下 村上／春樹∥著 講談社 1987.9
一般 昭和を生きた道具たち 岩井／宏実∥文 河出書房新 2005.4
一般 東京タワー リリー・フランキー∥著 扶桑社 2005.6
一般 昭和の時代 伊藤／正直∥監修 小学館 2005.8
一般 なんとなく、クリスタル 田中／康夫∥著 河出書房新 1981.1
一般 失楽園 上 渡辺／淳一∥著 講談社 1997.2
一般 ６０年の焦点。 共同通信社 2005.1
一般 「昭和」とは何だったのか 保阪／正康∥著 五月書房 2005.1
一般 日本の子ども６０年 日本写真家協会∥編 新潮社 2005.1
一般 平成の大合併 ２００６

年版
東京地図出

版 [200.5]
一般 谷内六郎昭和の想い出 谷内／六郎∥著 新潮社 2006.1
一般 昭和の墓碑銘 週刊新潮∥編 新潮社 2006.2
一般 昭和のキモノ 小泉／和子∥編 河出書房新 2006..5
一般 タイムスリップ昭和３０年代の歌 柴田　勝章∥共著 英知出版 2006.7
一般 ロッキード事件「葬られた真実」 平野　貞夫∥著 講談社 2006.7
一般 セピアカラーで綴る１９６０年代のクル

マたち 国産車編 モーターマ
ガジン社

〔2006
〕

一般 ぼくらの６０～７０年代宝箱 黒沢　哲哉∥著 いそっぷ社 2006.9
一般 女たちの天皇家 松崎　敏弥∥著 イースト・

プレス 2006.1
一般 昭和モダン建築巡礼 西日本編 磯　達雄∥文 日経ＢＰ社 2006.1
一般 少女ロマンス 高橋　真琴∥著 Ｐａｒｃｏ 1999.1
一般 安倍晋三の力量 塩田　潮∥著 平凡社 2006.1
一般 昭和すぐれもの図鑑 小泉　和子∥著 河出書房新 2007.3
一般 あこがれの家電時代 清水　慶一∥著 河出書房新 2007.4
一般 ＧＨＱカメラマンが撮った戦後ニッポン ディミトリー　ボリア∥

写真撮影
アーカイブ

ス出版 2007.5
一般 大往生 永／六輔∥著 岩波書店 1994.3
一般 １９７０年大百科 宝島社 2007.6
一般 「昭和の小学生」夏休み大百科 宝島社 2007.8
一般 夢をかなえるゾウ 水野　敬也∥〔著〕 飛鳥新社 2007.8
一般 ちょっと昔の道具たち 岩井　宏実∥文 河出書房新 2007.1
一般 少女雑誌ふろくコレクション 弥生美術館∥編 河出書房新 2007.1
一般 女性の品格 坂東　真理子∥著 ＰＨＰ研究 2006.1
一般 流行り唄五十年 添田　知道∥著 朝日新聞出 2008.4
一般 ついこの間あった昔 林　望∥著 弘文堂 2007.1
一般 今でも乗れる昭和の鉄道 小牟田　哲彦∥著 東京堂出版 2008.2
一般 昭和路地裏大博覧会 市橋  芳則∥著 河出書房新 2001.8
一般 昭和天皇三十二の佳話 加瀬　英明∥著 実業之日本 2008.9
一般 おまけとふろく大図鑑 平凡社 1999.2
一般 銭湯 ＮＨＫ「美の壷」制作班

∥編
日本放送出

版協会 2009.2
一般 少女の友 実業之日本社∥編 実業之日本 2009.3
一般 明仁天皇と裕仁天皇 保阪　正康∥著 講談社 2009.5
一般 ノルウェイの森 上 村上／春樹∥著 講談社 1987.9
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一般 くりま ９月号 ２

００９ 文芸春秋 2009.1
一般 皇太子殿下と雅子さま 毎日新聞社∥編 毎日新聞社 1993.7
一般 銀幕の至宝新東宝の軌跡 コアラブッ

クス 2009.1
一般 昭和３０年代モダン観光旅行 長沢　均∥著 講談社 2009.2
一般 映画館のある風景 関東篇 キネマ旬報社∥編 キネマ旬報 2010.3
一般 １Ｑ８４ ＢＯＯＫ 村上　春樹∥著 新潮社 2009.5
一般 国家の品格 藤原／正彦∥著 新潮社 2005.1
一般 家庭薬ロングセラーの秘密 家庭薬研究会∥編著 薬事日報社 2010.6
一般 平成百景 読売新聞東

京本社 2010.9

一般 宮本常一とあるいた昭和の日本 10 田村　善次郎∥監修 農山漁村文
化協会 2010.1

一般 昭和の家事 小泉　和子∥著 河出書房新 2010.1
一般 もものかんづめ さくら／ももこ∥著 集英社 1991.3
一般 もし高校野球の女子マネージャーがド

ラッカーの『マネジメント』を読んだら 岩崎　夏海∥著 ダイヤモン
ド社 2009.1

一般 昭和の鉄道と旅 朝日新聞出 2010.1
一般 ニッポン時空写真館１９３０－２０１０ 二村　正之∥著 誠文堂新光 2011.3
一般 謎解きはディナーのあとで 東川　篤哉∥著 小学館 2010.9
一般 東日本大震災 朝日新聞社∥著 朝日新聞出 2011.4
一般 切手百撰昭和戦後 内藤　陽介∥著 平凡社 2011.4
一般 つぐみ 吉本  ばなな∥著 中央公論社 1995.3
一般 新昭和史論 筒井　清忠∥編 ウェッジ 2011.5
一般 昭和天皇伝 伊藤　之雄∥著 文芸春秋 2011.7
一般 宮本常一とあるいた昭和の日本 9 田村　善次郎∥監修 農山漁村文

化協会 2011.7
一般 昭和のくらし博物館 小泉　和子∥文 河出書房新 2011.9
一般 心を整える。 長谷部　誠∥著 幻冬舎 2011.3
一般 震災１年全記録 朝日新聞社∥著 朝日新聞出 2012.2
一般 よみがえる昭和天皇 辺見　じゅん∥著 文芸春秋 2012.2
一般 窓ぎわのトットちゃん 黒柳　徹子∥著 講談社 1981.3
一般 昭和の女優 伊良子　序∥著 ＰＨＰ研究 2012.3
一般 夢よりも深い覚醒へ 大沢　真幸∥著 岩波書店 2012.3
一般 年表昭和・平成史 中村　政則∥編 岩波書店 2012.7
一般 まんがトキワ荘物語 手塚　治虫∥ほか 祥伝社 2012.8
一般 昭和自然遊び事典 中田　幸平∥著 八坂書房 2012.7
一般 テレビ６０年 東京ニュー

ス通信社 2012.8
一般 福を招くお守り菓子 溝口　政子∥著 講談社 2011.1
一般 スーパーカブの歴史 小林　謙一∥責任編集 三樹書房 2012.1
一般 町子手帖 〔長谷川 町子〕∥画 朝日新聞出 2012.1
一般 昭和の洋食平成のカフェ飯 阿古　真理∥著 筑摩書房 2013.2
一般 なつかしラジオ大全 三才ブック 2012.7
一般 あそびの記憶 土肥　あき子∥文 明治書院 2013.4
一般 少女たちの昭和 小泉　和子∥編 河出書房新 2013.6
一般 政権崩壊 青木　理∥著 角川書店 2013.6
一般 絵ごよみ昭和のくらし 亀井　三恵子∥著 河出書房新 2013.8
一般 紅白歌合戦と日本人 太田  省一∥著 筑摩書房 2013.1
一般 あのメニューが生まれた店 菊地  武顕∥著 平凡社 2013.1
一般 雑誌倶楽部 出久根  達郎∥著 実業之日本 2014.2
一般 昭和だョ！全員集合 石原  壮一郎∥著 新潮社 2014.2



中央館 昭和・平成を振り返る  2019年01月～02月展示

- 4 -

資料区分 書名 巻次 著者名 出版者 出版年
一般 日本のファッション 城  一夫∥著 青幻舎 2014.3
一般 昭和の電車 関  三平∥著 保育社 2014.5
一般 昭和の車掌さん乗務録 坂本  衛∥著 宝島社 2014.5
一般 昭和史をどう生きたか 半藤  一利∥著 東京書籍 2014.6
一般 昭和育ちのおいしい記憶 阿古  真理∥著 筑摩書房 2014.6
一般 ７０年代小学生歳時記 初見  健一∥著 ダイヤモン

ド・ビッグ 2014.7
一般 日本映画隠れた名作 川本  三郎∥著 中央公論新 2014.7
一般 皇后美智子さま 朝日新聞出版∥編 朝日新聞出 2014.1
一般 データで読む平成期の家族問題 湯沢  雍彦∥著 朝日新聞出 2014.1
一般 昭和の結婚 小泉  和子∥編 河出書房新 2014.1
一般 火花 又吉  直樹∥著 文芸春秋 2015.3
一般 昭和天皇実録その表と裏 1 保阪  正康∥著 毎日新聞社 2015.3
一般 ぼくは勉強ができない 山田  詠美∥著 文芸春秋 2015.5
一般 昭和天皇玉音放送 川上  和久∥解説  著 あさ出版 2015.6
一般 昭和の家事 小泉  和子∥著 河出書房新 2015.7
一般 水木しげる 水木  しげる∥著 新潮社 2015.7
一般 昭和天皇実録その表と裏 2 保阪  正康∥著 毎日新聞出 2015.7
一般 昭和史の１０大事件 半藤  一利∥著 東京書籍 2015.9
一般 元報道記者が見た昭和事件史 石川  清∥著 洋泉社 2015.1
一般 朝ドラの５５年 ＮＨＫドラマ番組部∥

監修 ＮＨＫ出版 2015.1
一般 Ｂ面昭和史 半藤  一利∥著 平凡社 2016.2
一般 日本懐かし即席めん大全 山本  利夫∥著 辰巳出版 2016.1
一般 昭和天皇実録その表と裏 3 保阪  正康∥著 毎日新聞出 2016.2
一般 年表昭和史 中村／政則∥編 岩波書店 2004.6
一般 昭和からの遺言 志村  建世∥著 社会批評社 2016.2
一般 田中角栄の時代 山本  七平∥著 祥伝社 2016.7
一般 サラダ記念日 俵  万智∥著 河出書房新 2016.7
一般 黄金期の日本映画１００選 猪俣  勝人∥著 七つ森書館 2016.9
一般 昭和演歌の歴史 菊池  清麿∥著 アルファ

ベータブッ 2016.1
一般 田中角栄と中曽根康弘 早野  透∥著 毎日新聞出 2016.1
一般 昭和天皇秘録 宝島社 2017.2
一般 パンと昭和 小泉 和子∥編 河出書房新 2017.2
一般 昭和解体 牧 久∥著 講談社 2017.3
一般 昭和の終着駅 北陸・信

越篇 交通新聞社 2017.6
一般 空中写真に遺された昭和の日本 東日本編 日本地図センター∥編 創元社 2017.9
一般 昭和の遺書 魂の記録 文藝春秋 2017.1
一般 特撮全史 講談社∥編 講談社 2017.1
一般 1968 1 四方田 犬彦∥編著 筑摩書房 2018.1
一般 '80sガーリーデザインコレクション ゆかしなもん∥著 グラフィッ

ク社 2017.3
一般 平成デモクラシー史 清水 真人∥著 筑摩書房 2018.1
一般 100年後に残したい!マンガ名作 日本漫画家協会∥監修 玄光社 2017.1
一般 羊たちの沈黙 上 トマス  ハリス∥[著] 新潮社 2012.2
一般 世界史のなかの昭和史 半藤 一利∥著 平凡社 2018.2
一般 1968 2 筑摩書房 2018.3
一般 ファンシー絵みやげ大百科 山下 メロ∥著 イースト・

プレス 2018.2

一般 学年誌が伝えた子ども文化史 昭和40～
49年編 小学館 2018.2
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一般 セーラー服と女学生 内田 静枝∥編著 河出書房新 2018.3
一般 1968 3 筑摩書房 2018.5
一般 百貨店の展覧会 志賀 健二郎∥著 筑摩書房 2018.3
一般 三丁目写真館 齋藤 利江∥写真  文 小学館 2018.2
一般 大正昭和美人図鑑 小針 侑起∥著 河出書房新 2018.7
一般 平成史への証言 田中 秀征∥著 朝日新聞出 2018.8
一般 学年誌が伝えた子ども文化史 昭和50～

64年編 小学館 2018.6
一般 ちゃぶ台の昭和 小泉 和子∥編 河出書房新 2018.8
一般 日本懐かしカード大全 堤 哲哉∥著 辰巳出版 2018.8
一般 平成論 池上 彰∥著 NHK出版 2018.9
一般 学年誌が伝えた子ども文化史 昭和30～

39年編 小学館 2018.9
一般 中原淳一のジュニアそれいゆ 平凡社 2018.1
一般 秘蔵カラー写真で味わう60年前の東

京・日本
J.ウォーリー  ヒギン
ズ∥著 光文社 2018.1

一般 イラストでわかりやすい昔の道具百科 岩井 宏實∥文 河出書房新 2018.8
郷土 武生のまち並み  続 続 徳山  孝／編著 徳山  孝 1997.9
郷土 空と峠とまち並みと 徳山  孝/編著 徳山  孝 2002.5
郷土 たけふ今昔アラカルト 吉元  吉之助／著 吉元吉之助 2003.5
郷土 福井のまち並み 徳山  孝／編著 徳山孝 2004.7
郷土 武生のまち並み  続  改訂増補版 続  改訂増

補版 徳山  孝／編著 徳山  孝 2002.8
郷土 丹南の今昔 郷土出版社 2005.1
郷土 写真集  明治大正昭和  鯖江 山口  信嗣／編著 国書刊行会 1979.1
郷土 福井市の昭和 奥山 秀範∥監修・執筆 いき出版 2012.1
郷土 写真集  明治大正昭和  武生 斎藤  嘉造／共編 国書刊行会 1980.8
児童 ハリー・ポッターと賢者の石 Ｊ．Ｋ．ローリング∥ 静山社 1999.1
児童 漫画君たちはどう生きるか 吉野 源三郎∥原作 マガジンハ

ウス 2017.8
児童 10代に語る平成史 後藤 謙次∥著 岩波書店 2018.7
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