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資料区分 書名 巻次 著者名 出版年
一般 1968 1 四方田 犬彦∥編著 2018.1
一般 1968 2 2018.3
一般 1968 3 2018.5
一般 100年後に残したい!マンガ名作 日本漫画家協会∥監修 2017.1
一般 ７０年代小学生歳時記 初見  健一∥著 2014.7
一般 '80sガーリーデザインコレクション ゆかしなもん∥著 2017.3
一般 Ｂ面昭和史 半藤  一利∥著 2016.2
一般 イラストでわかりやすい昔の道具百科 岩井 宏實∥文 2018.8
一般 サラダ記念日 俵  万智∥著 2016.7
一般 セーラー服と女学生 内田 静枝∥編著 2018.3
一般 ちゃぶ台の昭和 小泉 和子∥編 2018.8
一般 データで読む平成期の家族問題 湯沢  雍彦∥著 2014.1
一般 パンと昭和 小泉 和子∥編 2017.2
一般 ファンシー絵みやげ大百科 山下 メロ∥著 2018.2
一般 ぼくは勉強ができない 山田  詠美∥著 2015.5
一般 黄金期の日本映画１００選 猪俣  勝人∥著 2016.9
一般 火花 又吉  直樹∥著 2015.3
一般 絵本『からすのパンやさん』のパンをつく

ろう！ 文化出版局∥編 2014.5

一般 学年誌が伝えた子ども文化史 昭和40～
49年編 2018.2

一般 学年誌が伝えた子ども文化史 昭和50～
64年編 2018.6

一般 学年誌が伝えた子ども文化史 昭和30～
39年編 2018.9

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∥編集 2017.9
一般 元報道記者が見た昭和事件史 石川  清∥著 2015.1
一般 皇后美智子さま 朝日新聞出版∥編 2014.1
一般 三丁目写真館 齋藤 利江∥写真  文 2018.2
一般 昭和からの遺言 志村  建世∥著 2016.2
一般 昭和の遺書 魂の記録 2017.1
一般 昭和の家事 小泉  和子∥著 2015.7
一般 昭和の結婚 小泉  和子∥編 2014.1
一般 昭和の終着駅 北陸・信

越篇 2017.6
一般 昭和育ちのおいしい記憶 阿古  真理∥著 2014.6
一般 昭和演歌の歴史 菊池  清麿∥著 2016.1
一般 昭和解体 牧 久∥著 2017.3
一般 昭和史の１０大事件 半藤  一利∥著 2015.9
一般 昭和天皇玉音放送 川上  和久∥解説  著 2015.6
一般 昭和天皇実録その表と裏 1 保阪  正康∥著 2015.3
一般 昭和天皇実録その表と裏 2 保阪  正康∥著 2015.7
一般 昭和天皇実録その表と裏 3 保阪  正康∥著 2016.2
一般 昭和天皇秘録 2017.2
一般 水木しげる 水木  しげる∥著 2015.7
一般 世界史のなかの昭和史 半藤 一利∥著 2018.2
一般 大正昭和美人図鑑 小針 侑起∥著 2018.7
一般 中原淳一のジュニアそれいゆ 2018.1
一般 朝ドラの５５年 ＮＨＫドラマ番組部∥監 2015.1
一般 田中角栄と中曽根康弘 早野  透∥著 2016.1
一般 田中角栄の時代 山本  七平∥著 2016.7
一般 特撮全史 講談社∥編 2017.1
一般 日本映画隠れた名作 川本  三郎∥著 2014.7
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資料区分 書名 巻次 著者名 出版年
一般 日本懐かしカード大全 堤 哲哉∥著 2018.8
一般 日本懐かし即席めん大全 山本  利夫∥著 2016.1
一般 年表昭和史 中村／政則∥編 2004.6
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 2018.1

一般 百貨店の展覧会 志賀 健二郎∥著 2018.3
一般 平成デモクラシー史 清水 真人∥著 2018.1
一般 平成史への証言 田中 秀征∥著 2018.8
一般 平成論 池上 彰∥著 2018.9
一般 羊たちの沈黙 上 トマス  ハリス∥[著] 2012.2
郷土 たけふ今昔アラカルト 吉元  吉之助／著 2003.5
郷土 空と峠とまち並みと 徳山  孝/編著 2002.5
郷土 写真集  明治大正昭和  鯖江 山口  信嗣／編著 1979.1
郷土 写真集  明治大正昭和  武生 斎藤  嘉造／共編 1980.8
郷土 丹南の今昔 2005.1
郷土 武生のまち並み  続 続 徳山  孝／編著 1997.9
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 2002.8
郷土 福井のまち並み 徳山  孝／編著 2004.7
郷土 福井市の昭和 奥山 秀範∥監修・執筆 2012.1
児童 10代に語る平成史 後藤 謙次∥著 2018.7
児童 １４ひきのねこのおかいもの たかぎ／あけみ∥著 1979
児童 アイスクリームでかんぱい いとう／ひろし∥さく 1998.9
児童 あおいめのめりーちゃんおかいもの かこ  さとし∥作  絵 2014.2
児童 アカシア書店営業中！ 浜野  京子∥作 2012.2
児童 アブナイおふろやさん 山本  孝∥作 2012.3
児童 ありこのおつかい 石井／桃子∥さく 2003.9
児童 あんみんガッパのパジャマやさん 柏葉 幸子∥作 2006.9
児童 うさぎのなぞなぞ屋 さとう／まきこ∥作 2011.7
児童 おいしいものつくろう 岸田  衿子∥さく 2011.5
児童 おかいものパレード 西内／ミナミ∥作 2010.1
児童 おつかいさえこちゃん 伊東／美貴∥作・絵 2012.3
児童 おとうさんはパンやさん 平田　昌広∥作 2011.4
児童 おばけのアイスクリームやさん 安西／水丸∥〔作〕 2012.7
児童 おばけのアッチとくものパンやさん 角野 栄子∥さく 1995.4
児童 おばけのコックさん 西平　あかね∥さく 2010.3
児童 おふろやさん 西村／繁男∥作 2003.7
児童 おまかせコックさん 竹下　文子∥文 2005.2
児童 おみせ 五十嵐／豊子∥え 1992.1
児童 おみせやさん かどの／えいこ∥ぶん 2009.2
児童 おみせやさんでくださいな！ さいとう  しのぶ∥さく 2003.8
児童 おめでとうのおふろやさん とよた  かずひこ∥さく  え 2005.1
児童 おりがみでおはなやさん いまい　みさ∥著 2001.4
児童 かあさんのしっぽっぽ 村中  李衣∥作 2003.1
児童 かえるのレストラン 松岡／節∥作 1980
児童 かのこと小鳥の美容院 市川 朔久子∥作 1999.1
児童 かばくんのおかいもの ひろかわ／さえこ∥さ

く・え 2013.8
児童 からすのおかしやさん かこ　さとし∥作　絵 2014.5
児童 からすのそばやさん かこ　さとし∥作　絵 2014.2
児童 からすのてんぷらやさん かこ　さとし∥作　絵 2014.6
児童 からすのパンやさん 加古  里子∥絵と文 2013.1
児童 ぎょうれつのできるケーキやさん ふくざわ　ゆみこ∥さく 2003.8
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児童 ぎょうれつのできるすうぷやさん ふくざわ　ゆみこ∥さく 2006.1
児童 ぎょうれつのできるはちみつやさん ふくざわ　ゆみこ∥さく 2011.3
児童 ぎょうれつのできるパンやさん ふくざわ　ゆみこ∥さく 2009.2
児童 きんぎょのおつかい 高部／晴市∥絵 2007.1
児童 クッキーのおべんとうやさん 安西／水丸∥作 2012.8
児童 クッキーのぼうしやさん 安西／水丸∥作 2012.1
児童 くまくまパン 西村  敏雄∥作 2005.1
児童 くまくんのかいもの ハリエット・ツィーフェ

ルト∥文 2012.7
児童 くまのおすしやさん やまもと／たかし∥作 1998.3
児童 くまの楽器店 安房　直子∥作 1998.4
児童 クモおばさんのおうちやさん 青山　邦彦∥作　絵 2007.3
児童 くろくまレストランのひみつ 小手鞠　るい∥作 1982.9
児童 げんくんのまちのおみせやさん ほりかわ　りまこ∥作　絵 2007.1
児童 こぐまのミモのジャムやさん いちかわ  なつこ∥作 2003.4
児童 コッコさんのおみせ 片山／健∥さく・え 2013.2
児童 ことばあそびレストラン 石津  ちひろ∥文 2003.4
児童 ことばのべんきょう 〔４〕 かこ　さとし∥文とえ 2014.3
児童 このおみせなあに はた こうしろう∥さく 2012.8
児童 こびとのくつや グリム∥〔原作〕 2013.1
児童 ゴリラのくつや 谷口 智則∥作 2005.1
児童 ゴロリともりのレストラン かとう　まふみ∥作　絵 1995.3
児童 こんなおみせしってる？ 藤原　マキ∥さく 2003.4
児童 サラダとまほうのおみせ カズコ・Ｇ・ストーン∥作 1998.1
児童 ジオジオのパンやさん 岸田／衿子∥作 2010.1
児童 しげみむらおいしいむら カズコ・Ｇ．ストーン∥さく 2006.7
児童 じごくのラーメンや 苅田　澄子∥作 2003.6
児童 ジャッキーのパンやさん あだち／なみ∥絵 2003.2
児童 ショコラちゃんのレストラン 中川  ひろたか∥ぶん 2013.6
児童 ショコラちゃんはおはなやさん 中川  ひろたか∥ぶん 2012.1
児童 せかいいちおいしいレストラン あんびる／やすこ∥作・絵 1987.9
児童 ぞうのふうせんやさん 安西　水丸∥〔作〕 2013.4
児童 そばやのまねきねこ 村田／エミコ∥作・絵 2001.1
児童 だじゃれレストラン 中川　ひろたか∥文 2003.7
児童 だんご屋政談 春風亭 一之輔∥作 2001.1
児童 たんぼレストラン はやし  ますみ∥作  絵 2005.8
児童 チップとチョコのおつかい どい／かや∥文・絵 2007.8
児童 つるばら村のパン屋さん 茂市／久美子∥作 1993.7
児童 ティモシーとサラはなやさんからのてがみ 芭蕉　みどり∥作　絵 1978
児童 デパート はせがわ／ほういち∥作 2001.7
児童 てんぐのそばや 伊藤／充子∥作 1981.3
児童 てんとうむしのはじめてのレストラン さいとう　しのぶ∥作 1999.1
児童 どうぶつたちのおかいもの 渡辺  茂男∥さく 2008.2
児童 トチノキ村の雑貨屋さん 茂市／久美子∥作 2006.1
児童 とねりこ屋のコラル 柏葉　幸子∥作 2009.5
児童 ともだちひきとりや 内田／麟太郎∥作 2010.9
児童 ともだちや 内田／麟太郎∥作 2010.9
児童 どんぐりむらのほんやさん なかや  みわ∥さく 1999.2
児童 なんでもやのブラリ 片平　直樹∥作 2009.1
児童 にっこりおすしとわさびくん 佐川  芳枝∥作 1993.4
児童 ねこのパンやさん ポージー　シモンズ∥作 2009.3
児童 ねぼすけスーザのおかいもの 広野／多珂子∥作 2011.9
児童 のはらのおみせ やすい／すえこ∥作 2000.1
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児童 ノラネコぐんだん  おすしやさん 工藤  ノリコ∥著 1998.1
児童 ノラネコぐんだん おばけのやま 工藤 ノリコ∥著 2005.1
児童 ノンキーとホンキーのカレーやさん 村上  しいこ∥作 2001.8
児童 はじめてのおつかい 筒井／頼子∥さく 1996.7
児童 はなやのおばさん ねじめ　正一∥文 2008.9
児童 はひふへほんやさんほんじつかいてん いしい  むつみ∥さく 2000.2
児童 はまゆり写真機店 茂市／久美子∥作 2006.1
児童 バムとケロのおかいもの 島田／ゆか∥作／絵 2004.2
児童 はやおきふっくらパンやさん 山本　省三∥作 2004.1
児童 ハリー・ポッターと賢者の石 Ｊ．Ｋ．ローリング∥作 1999.1
児童 パンタロンとケーキやさん キャサリン  ジャクソン∥さ 2007.8
児童 ハンバーガーちゃんのおみせやさん のぶみ∥さく 2006.1
児童 パンやさんでいただきます つちだ／よしはる∥さく 2006.1
児童 パンやのくまさん フィービ・ウォージント

ン∥さく・え 2010.1
児童 パンやのろくちゃん  なつだよ！ 長谷川  義史∥作 1997.2
児童 パンやのろくちゃん　だからね 長谷川　義史∥作 1999.3
児童 パンやのろくちゃん　でんしゃにのって 長谷川　義史∥作 〔2006
児童 びんぼうがみじゃ 苅田　澄子∥作 2005.4
児童 ふしぎなキャンディーやさん みやにし　たつや∥作絵 2011.7
児童 ふしぎなはなや 竹下　文子∥作 2008.4
児童 ぶたのモモコとフルーツパーラー 森山 京∥作 2005.6
児童 ふゆじたくのおみせ ふくざわ／ゆみこ∥さく 1993.3
児童 フラニーとメラニー　もりのスープやさん あいはら　ひろゆき∥ぶん 1980
児童 へんしんマーケット あきやま  ただし∥作  絵 2009.1
児童 ポチポチのレストラン 井川／ゆり子∥文・絵 2006.2
児童 ほんやのいぬくん ルイーズ　イェーツ∥さく

え 2011.4
児童 マーサとリーサ 3 たかおか  ゆみこ∥作  絵 2007.4
児童 まちのおふろやさん とよた　かずひこ∥さく 2009.1
児童 マフィンおばさんのぱんや 竹林／亜紀∥さく 2000.1
児童 まぼろし写真館 福  明子∥作 1987.9
児童 むしむしレストラン しもだ／ともみ∥作・絵 1997.9
児童 ムスティのおつかい スタジオＴＶデュプイ∥

製作 2011.1
児童 メイシーちゃんのおかいもの ルーシー・カズンズ∥作 2013.6
児童 ももちゃんのおみせやさん もぎ　まり∥さく　え [200.5]
児童 もりの  じてんしゃやさん ふなざき／やすこ∥さく 1994.4
児童 もりの　おもちゃやさん ふなざき／やすこ∥さく 1998.1
児童 もりのおべんとうやさん 舟崎／靖子∥作 2006..5
児童 もりのおやつやさん とりごえ　まり∥〔作〕 1992.1
児童 もりのクリーニングやさん 舟崎／靖子∥作 2007.5
児童 もりのスパゲッティやさん ふなざき／やすこ∥さく 1999.2
児童 もりのパンやさん 松谷／みよ子∥ぶん 2012.7
児童 もりのピザやさん ふなざき／やすこ∥さく 2012.2
児童 もりのほんやさん 舟崎／靖子∥作 2009.5
児童 もりのようふくや オクターフ・パンク・ヤ

シ∥ぶん 2011.3
児童 よるのさかなやさん 穂高  順也∥文 2007.6
児童 りんちゃんとあおくんのレストラン あいはら　ひろゆき∥ぶん 1981.1
児童 わたしのしゅうぜん横町 西川　紀子∥作 1991.3
児童 靴屋のタスケさん 角野 栄子∥作 2004.1
児童 建具職人の千太郎 岩崎　京子∥作 2010.6
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児童 江戸のお店屋さん その２ 藤川  智子∥作 1995.1
児童 江戸のお店屋さん その３ 藤川  智子∥作 2002.6
児童 江戸のお店屋さん 藤川  智子∥作 2007.1
児童 三丁目の傘屋さん 岡本　小夜子∥作 1999.5
児童 真夜中、くすり屋では… 垣内／磯子∥作 2002.9
児童 真夜中の商店街 藤木　稟∥作 2000.9
児童 人と出会う場所 小松  義夫∥写真  文 1990.4
児童 虹の谷のスーパーマーケット 池川／恵子∥作 1980.9
児童 父さんはドラゴン・パティシエ 柏葉  幸子∥作 2006.7
児童 漫画君たちはどう生きるか 吉野 源三郎∥原作 2017.8
児童 野うさぎパティシエのひみつ 小手鞠  るい∥作 1994.3
児童 旅のくつ屋がやってきた 小倉／明∥作 199911
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