
令和２年１月～２月　一般展示コーナー図書リスト

～サザエさんと昭和の暮らし～

No. 書名 副書名 著者名 出版者 分類

【長谷川町子関連】

1 長谷川町子絵画館 　 　 　朝日新聞社

2 長谷川町子 　 　筑摩書房編集部∥著 　筑摩書房

3 サザエさんの東京物語 　 　長谷川 洋子∥著 　朝日出版社

4 サザエさん旅あるき 　 　長谷川 町子∥著 　姉妹社

5 町子手帖 　 　 　朝日新聞出版

6 長谷川町子の漫畫大會 　 　長谷川 町子∥著 　小学館

7 サザエさんうちあけ話 　 　長谷川 町子∥著 　朝日新聞出版

【サザエさん・その他の著作】

8 サザエさんをさがして 　 　朝日新聞社

9 サザエさんをさがして 　朝日新聞社

10 サザエさんをさがして 　またまた 　朝日新聞社

11 サザエさんをさがして 　朝日新聞出版

12 サザエさんとその時代 　 　新藤 謙∥著 　晩声社

13 古きよきサザエさんの世界 　 　清水 勲∥著 　いそっぷ社

14 サザエさん一家の公的保険 　 　梅本 達司∥著 　東京堂出版

15 磯野家の謎 　 　東京サザエさん学会∥著 　飛鳥新社

16 磯野家の謎・おかわり 　 　東京サザエさん学会∥編 　飛鳥新社

17 　 　鶴見 俊輔∥編 　柏書房

18 いじわるばあさん 　長谷川 町子∥著 　朝日新聞出版

19 よりぬきいじわるばあさん 　長谷川 町子∥著 　講談社インターナショナル

20 よりぬきサザエさん 　長谷川 町子∥著 　朝日新聞出版

21 対訳サザエさん 　長谷川 町子∥著 　講談社インターナショナル

22 サザエさんからいじわるばあさんへ 　 　樋口 恵子∥著 　ドメス出版

長谷川町子生誕100年
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No. 書名 副書名 著者名 出版者 分類

【昭和の暮らし・昭和という時代】

23 くらべる時代 　 　おかべ たかし∥文 　東京書籍

24 昭和のあの頃ぼくたちは小学生だった 　

25 子どもたちの昭和史 　 　大月書店

26 「昭和」聞き語り 　 　毎日新聞西部本社∥編 　葦書房

27 昭和マンガ風俗史 　 　杉浦 幸雄∥画 　文芸春秋

28 昭和・平成・現代史年表 　 　神田 文人∥編 　小学館

29 昭和生活なつかし図鑑 　 　太陽編集部∥編 　平凡社

30 昭和史 　 　井上 勇一∥［ほか］著 　朝日出版社

31 昭和の横顔 　 　読売新聞社∥編 　読売新聞社

32 １０大ニュースに見る戦後の４０年 　 　読売新聞世論調査部∥編 　読売新聞社

33 年表昭和・平成史 　 　中村 政則∥編 　岩波書店

34 　 　半藤 一利∥著 　東京書籍

35 迷宮歴史倶楽部 　 　モリナガ ヨウ∥著 　学研プラス

36 キャラメルの値段 　 　市橋 芳則∥著 　河出書房新社

37 華族令嬢たちの大正・昭和 　 　華族史料研究会∥編 　吉川弘文館

38 日本懐かし団地大全 　 　照井 啓太∥著 　辰巳出版

39 昭和のくらし博物館 　 　小泉 和子∥文 　河出書房新社

40 昭和３０年代物語 　 　たばこと塩の博物館／編 　たばこと塩の博物館

41 昭和浪漫図鑑 　 　町田 忍∥著

42 夢のこども洋品店 　 　宇山 あゆみ∥著 　河出書房新社

43 昭和モダンキモノ 　 　中村 圭子∥編 　河出書房新社

44 日本のファッション 　 　城 一夫∥著 　青幻舎

45 昭和の洋食平成のカフェ飯 　 　阿古 真理∥著 　筑摩書房

46 日本の洋食 　 　青木 ゆり子∥著 　ミネルヴァ書房

47 ちゃぶ台の昭和 　 　小泉 和子∥編 　河出書房新社

48 　 　青木 俊也∥著 　河出書房新社

49 昭和を生きた道具たち 　 　岩井 宏實∥文 　河出書房新社

50 日本人のすまい 　 　稲葉 和也∥著 　彰国社

51 台所道具いまむかし 　 　小泉 和子∥著 　平凡社
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52 昭和すぐれもの図鑑 　 　小泉 和子∥著 　河出書房新社

53 すまいの火と水 　 　光藤 俊夫∥著 　彰国社

54 窓を開けなくなった日本人 　 　渡辺 光雄∥著 　農山漁村文化協会

55 イラストで見る昭和の消えた仕事図鑑 　 　澤宮 優∥文 　原書房

56 昭和夏休み大全 　 　市橋 芳則∥著 　河出書房新社

57 懐かしき子供の遊び歳時記 　 　榎本 好宏∥著 　飯塚書店

58 こども遊び大全 　 　遠藤 ケイ∥絵と文 　新宿書房

59 なつかしの小学校図鑑 　 　奥成 達∥文 　いそっぷ社

60 少年ブーム 　 　串間 努∥著 　晶文社

61 まぼろし商店街 　 　串間 努∥著 　ソフトバンククリエイティブ

62 　 　村上 義雄∥編 　平凡社

63 日本懐かし夏休み大全 　 　 　辰巳出版

64 　 　初見 健一∥著 　ダイヤモンド・ビッグ社

65 昭和少年図鑑 　 　白泉社

66 モノと子どもの戦後史 　 　天野 正子∥著 　吉川弘文館

67 昭和の結婚 　 　小泉 和子∥編 　河出書房新社

68 　 　堀江 あき子∥編 　河出書房新社

69 日本全国レトロな乗り物の旅 　 　三沢 春彦∥著 　光人社

70 新幹線をつくった男島秀雄物語 　 　高橋 団吉∥著 　小学館

71 ＳＬが駆け抜けた明治・大正・昭和 　 　久木田 末夫∥著 　誠文堂新光社

72 くるま昭和史物語 　 　小磯 勝直∥著 　ＪＡＦ出版社

73 ザ・ジュース大図鑑 　 　串間 努∥共著 　扶桑社

74 ブリキのオモチャ 　 　熊谷 信夫∥著 　有文社

75 明治・大正・昭和のラベル、ロゴ、ポスター 　 　廼地 戎雄∥編著 　誠文堂新光社

76 浪漫図案 　 　佐野 宏明∥編 　光村推古書院

77 チンドン 　 　大場 ひろみ∥著 　バジリコ

78 お菓子の包み紙 　 　甲斐 みのり∥著 　グラフィック社

79 国産はじめて物語 　 　レトロ商品研究所∥編

80 国産はじめて物語 　レトロ商品研究所∥編

81 ロングセラーの発想力 　 　齋藤 孝∥著 　ダイヤモンド社
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82 昭和のレトロパッケージ 　 　初見 健一∥著 　グラフィック社

83 まだある。こども歳時記 　夏休み編 　初見 健一∥著 　大空出版

84 昭和漫画家エレジー 　 　森 比呂志∥著 　彩流社

85 少女マンガの世界 　 　平凡社

86
少年マンガの世界 　 　平凡社

87 手塚治虫マンガ大全 　 　 　平凡社

88 マンガの昭和史 　 　 　ランダムハウス講談社

89 恒子の昭和 　 　笹本 恒子∥写真　文 　小学館

90 昭和が香る子どもの世界 　 　三橋 松太郎∥著 　文芸社

91 　 　奥山 清∥編曲 　オンキョウパブリッシュ

92 ザ・フォークソング 　 　編集部∥編 　メトロポリタンプレス

93 歌謡曲の時代 　 　阿久 悠∥著 　新潮社

94 昭和の流行歌物語 　 　塩澤 実信∥著 　展望社

95 昭和のヒット歌謡物語 　 　塩澤 実信∥著 　展望社

96 セピア色の映画館 　 　田辺 聖子∥著 　文化出版局

97 映画の昭和雑貨店 　完結編 　川本 三郎∥著 　小学館

98 昭和が明るかった頃 　 　関川 夏央∥著 　文芸春秋

99 　 　アライ ヒロユキ∥著 　社会評論社

100 ハイジが生まれた日 　 　ちば かおり∥著 　岩波書店

101 　 　白石 雅彦∥著 　双葉社
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ギターで弾きたい昭和うた
　昭和50、60年代珠玉の演歌名曲編

763.5/ｷﾞ
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767.8/ｱ
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