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書名 巻次 著者名 出版者
人形今昔 竹日／忠芳∥著 北辰堂
竜馬がゆく 1 司馬  遼太郎∥著 文芸春秋
昭和の大学生大百科 宝島社
昭和・平成現代史年表 神田 文人∥編 小学館
冒険の森へ 18 集英社

1968 1 四方田 犬彦∥編著 筑摩書房
1964東京五輪ユニフォームの謎 安城 寿子∥著 光文社
昭和生活なつかし図鑑 太陽編集部∥編 平凡社

1964 泉 麻人∥著 三賢社
砂の器 上巻 松本／清張∥著 新潮社
砂の女 安部／公房∥著 新潮社

JOAオリンピック小事典
日本オリンピック  ア
カデミー∥編著

メディアパル

オリンピック競技おもしろ大全 雑学総研∥著 KADOKAWA
日本のいちばん長い日 半藤／一利∥著 文芸春秋

チューイングガムのつつみ
小槌／義雄∥監修・コ
レクション

ピエ・ブックス

超ロングセラー大図鑑 竹内書店新社編集部∥ 竹内書店新社

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

氷点 〔正〕上 三浦　綾子∥〔著〕 角川書店
暮らしの年表／流行語１００年 講談社∥編 講談社
人口から読む日本の歴史 鬼頭／宏∥〔著〕 講談社

学年誌が伝えた子ども文化史
昭和30～39
年編

小学館

おしゃべり科学 奥本  素子∥著 カンゼン
記憶術 南／博∥編 光文社
ザ・ジュース大図鑑 串間／努∥共著 扶桑社

テレビ５０年
ＮＨＫサービスセン
ター∥編集

ＮＨＫサービスセン
ター

１９４６－１９９９売れたものアルバム
Ｍｅｄｉａ  Ｖｉｅｗ
∥編著

東京書籍

コーヒーの歴史 ジョナサン  モリス∥ 原書房
昭和ニッポン 第１５巻 古川／隆久∥執筆 講談社
１９４５～２０１５総理の演説 田勢  康弘∥監修  解説 バジリコ
昭和レトロ博物館 町田　忍∥著 角川学芸出版
東京オリンピック 電通／編 電通
おはなはん 林／謙一∥著 文芸春秋



Back to the 1960s 中央館　2020年7月展示リスト

‐2‐

東京オリンピック・ガイド 旺文社／編 東京：旺文社

創業の逸品
生活情報センター編集
部∥編

生活情報センター

リカちゃん大図鑑 ヌーベルグー
藤子不二雄Ａ　藤子・Ｆ・不二雄 藤子　不二雄Ａ∥著 日本図書センター
ケネディ大統領演説集 〔ケネディ∥著〕 南雲堂
韓国の歴史 水野  俊平∥著 河出書房新社

1968 3 筑摩書房

秘蔵カラー写真で味わう60年前の東京・日本 続
J.ウォーリー  ヒギン
ズ∥著

光文社

アガワ対談傑作選 追悼編 阿川  佐和子∥著 文芸春秋
砂の器 下巻 松本／清張∥著 新潮社
ビートルズ大学 宮永　正隆∥著 アスペクト
６０年代「燃える東京」を歩く ビートたけし∥ほか著 ＪＴＢパブリッシン
昭和ニッポン 第１３巻 古川／隆久∥執筆 講談社
昭和ニッポン 第１２巻 古川／隆久∥執筆 講談社
あのファッションは、すごかった！ 遠入　昇∥著 中経出版
ウィズ・ザ・ビートルズ 松村　雄策∥著 小学館

家の履歴書
今は亡きあの
人篇

斎藤　明美∥著 キネマ旬報社

僕たちの好きな鉄腕アトム 宝島社
北杜夫全集 13 北　杜夫∥〔著〕 新潮社
文房具語辞典 高畑 正幸∥著 誠文堂新光社
北杜夫全集 11 北　杜夫∥〔著〕 新潮社
華岡青洲の妻 有吉／佐和子∥著 新潮社
昭和少年少女ときめき図鑑 市橋 芳則∥著 河出書房新社
頭のよくなる本 林／髞∥著 光文社
危機の宰相 沢木／耕太郎∥著 魁星出版

学年誌が伝えた子ども文化史
昭和40～49
年編

小学館

1968 2 筑摩書房
東京オリンピック１９６４ フォート　キシモト∥ 新潮社
危ない会社 占部／都美∥〔著〕 光文社
MOONSHOTS ピアーズ  ビゾニー∥ 玄光社
野生のエルザ ジョイ・アダムソン∥ 文芸春秋
図説人口で見る日本史 鬼頭　宏∥著 ＰＨＰ研究所
戦後未解決事件史 宝島社
昭和ニッポン 第１６巻 古川／隆久∥執筆 講談社
昭和ニッポン 第１０巻 古川／隆久∥執筆 講談社
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アベベ・ビキラ ティム　ジューダ∥著 草思社
シェーの時代 泉　麻人∥著 文芸春秋
「流行語大賞」を読み解く 木下　幸男∥著 日本放送出版協会
私をささえた一言 扇谷／正造∥編 青春出版社
昭和ニッポン 第１１巻 古川／隆久∥執筆 講談社

図説ビール
キリンビール株式会社
∥著

河出書房新社

ガガーリン
ジェイミー　ドーラン
∥著

河出書房新社

徳川家康 1 山岡／荘八∥〔著〕 講談社

日本人のための「核」大事典
エヌ  エス  アール日本
安全保障戦略研究所∥
編著

国書刊行会

絶滅寸前！昭和グッズカタログ 倶楽部ひょっとこ∥編 辰巳出版
家具調テレビの誕生 増成 和敏∥著 三樹書房
白い巨塔 1 山崎／豊子∥著 新潮社
ぼくらの６０～７０年代宝箱 黒沢　哲哉∥著 いそっぷ社
昭和だョ！全員集合 石原  壮一郎∥著 新潮社
「タカラ」の山 竹森／健太郎∥著 朝日新聞社
昭和ニッポン 第１４巻 古川／隆久∥執筆 講談社
オリンピックの輝き 佐藤 次郎∥著 東京書籍
松下幸之助 松下／幸之助∥著 日本図書センター
オリンピックのころの東京 春日／昌昭∥写真 岩波書店
未来のために学ぶ四大公害病 除本  理史∥監修 岩崎書店
失敗図鑑 mugny∥絵 いろは出版
昭和の子ども生活絵図鑑 奥成  達∥文 金の星社
他策ナカリシヲ信ゼムト欲ス 若泉　敬∥著 文芸春秋

沖縄返還の代償
「ＮＨＫスペシャル」
取材班∥著

光文社

豪雪との闘い（３８豪雪）
武生市雪害対策本部／
制作

用心棒 黒沢　明∥監督 東宝
青春歌年鑑 坂本　九∥〔ほか〕演 東芝ＥＭＩ

紀元弍阡年
ザ　フォーク　クルセ
ダーズ∥演奏

東芝ＥＭＩ

西田佐知子 西田　佐知子∥歌
ユニバーサルミュー
ジック

アラビアのロレンス
デビッド  リーン∥監
督

ソニー・ピクチャー
ズエンタテインメン
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石原裕次郎映画館 石原  裕次郎∥歌
テイチクエンタテイ
ンメント

吉永小百合 吉永　小百合∥歌
ビクターエンタテイ
ンメント

メモリアル・ベスト 坂本　九∥歌 東芝ＥＭＩ

ＣＭの達人
弘田　三枝子∥〔ほ
か〕演奏

ビー！スマイル

橋幸夫 橋　幸夫∥歌
ビクターエンタテイ
ンメント

ザ・ピーナッツｓｉｎｇｓ宮川泰 ザ　ピーナッツ∥歌
Ｋｉｎｇ　Ｒｅｃｏ
ｒｄ

プレミアム・ベスト 加山　雄三∥演奏
ベストアルバム 梓　みちよ∥歌 渡辺音楽出版

アニソン１００
ボーカル　ショップ∥
〔ほか〕歌

東芝ＥＭＩ

青春歌年鑑
西田  佐知子∥〔ほ
か〕演奏

日本クラウン

青山和子｜全曲集 青山　和子∥歌
コロムビアミュー
ジックエンタテイン

震災の記録 2 コニープロダクショ
太陽がいっぱい ルネ　クレマン∥監督 マーメイドフィルム
ロシアより愛をこめて テレンス　ヤング∥監
舟木一夫ゴールデンベスト 舟木　一夫∥歌 日本コロムビア

日本の演歌 13 晴山 さおり∥歌
ビクターエンタテイ
ンメント

三人娘／中尾ミエ・伊東ゆかり・園まり
中尾　ミエ∥〔ほか〕
唄

ビクターエンタテイ
ンメント

ベスト・セレクション
ジャッキー吉川とブ
ルーコメッツ∥演奏

日本コロムビア

年齢別どうよう ２～４歳向
堀江  美都子∥〔ほ
か〕うた

日本コロムビア

網走番外地 石井　輝男∥監督 東映ビデオ

日本一の無責任大作戦
クレイジーキャッツ∥
演奏

東芝ＥＭＩ

絆 2 美空　ひばり∥歌
コロムビアミュー
ジックエンタテイン

ＴＶ時代劇グレイテスト・ヒッツ
里見　浩太朗∥〔ほ
か〕演奏

テイチクエンタテイ
ンメント
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石原裕次郎大全集
Ｖｏｌ．１Ｖ
ｏｌ．２

石原  裕次郎∥歌
テイチクエンタテイ
ンメント

火 あやかし 飯野 和好∥絵と文 小峰書店
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