
特集名：長野3月一般テーマ「レトロ・モダン・ロマン」
特集期間：2022/3/6～2022/3/30

資料番号 タイトル 人名 出版者 元保管場所

0117254672 足の下のステキな床 今井　晶子／著 東京：グラフィック社 工学      

0117291609 あなたの知らない「レトロ特撮」の素晴らしき世界 山本　弘／著 東京：洋泉社 芸術      

0117922229 あのときの流行と「美しいキモノ」 富澤　輝実子／著 [東京]：文藝春秋企画出版部 民俗習慣

0116715251 印刷と遊ぶ。 レトロ印刷JAM／著 東京：エムディエヌコーポレーション 芸術      

0117574244 ヴィンテージTシャツ 東京：枻出版社 工学      

0115183824 お人形図鑑 たいら　めぐみ／著 東京：河出書房新社 芸術      

0112420310 おばあちゃん伝授の大正モダンわが家の洋食 岩崎　泰子／料理制作 東京：日本ヴォーグ社 書庫

0110156734 川崎物語 森　比呂志／著 東京：彩流社 書庫

0117930354 木箱ラベルの時代 林　健男／著 東京：IBCパブリッシング 産業      

0117080465 着物花柄図鑑 永田　欄子／著 東京：誠文堂新光社 芸術      

0117350082 キャバレー、ダンスホール20世紀の夜 今井　晶子／著 東京：グラフィック社 産業      

0117271262 今日、見に行くことができる国宝・重要文化財レトロ建築 伊藤　隆之／著・写真 東京：地球丸 工学      

0117331413 記録を記憶に残したい大正時代 山口　謠司／編著 東京：徳間書店 歴史      

0117187641 くらべる時代 おかべ　たかし／文 東京：東京書籍 歴史      

0117403907 クリームソーダ純喫茶めぐり 難波　里奈／著 東京：グラフィック社 生活科学  

0117581520 神戸・大阪・京都レトロ建築さんぽ 倉方　俊輔／著 東京：エクスナレッジ 工学      

0117612788 このレトロゲームを遊べ! 東京：インプレス ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0115828543 ジャズ喫茶四谷「いーぐる」の100枚 後藤　雅洋／著 東京：集英社 芸術      

0117105114 純喫茶、あの味 難波　里奈／著 東京：イースト・プレス 生活科学  

0117392506 純喫茶とあまいもの 難波　里奈／著 東京：誠文堂新光社 生活科学  

0114432727 少女スタイル手帖 宇山　あゆみ／著 東京：河出書房新社 書庫

0114962004 少年少女レトロ玩具箱 落合　紀文／著 東京：河出書房新社 書庫

0117630434 昭和思い出バス点描 小林　愉／写真 東京：ネコ・パブリッシング 工学      

0116520057 昭和が生んだ日本語 遠藤　織枝／著 東京：大修館書店 言語      

0116651381 昭和ことば辞典 大平　一枝／文 東京：ポプラ社 言語      

0116068867 昭和少年SF大図鑑 堀江　あき子／編 東京：河出書房新社 工学      



0117696104 昭和少年カルチャーDX おおこし　たかのぶ／著 東京：辰巳出版 民俗習慣

0117419515 昭和少年少女ときめき図鑑 市橋　芳則／著 東京：河出書房新社 民俗習慣

0117245944 昭和珍道具図鑑 魚柄　仁之助／著 東京：青弓社 工学      

0117880575 昭和のアニメ奮闘記 南　正時／著 東京：天夢人 芸術      

0117879015 昭和の映画絵看板 岡田　秀則／監修 東京：トゥーヴァージンズ 芸術      

0116619461 昭和のお菓子 東京：玄光社 工学      

0115601700 昭和の香りレトロ気分なおやつとスープ、そしてホウロウ雑貨 アップオン編集部／編 東京：アップオン 書庫

0116731076 昭和の日本 自動車見聞録 小林　彰太郎／フォトアーカイヴ+著 長久手：トヨタ自動車株式会社トヨタ博物館 工学      

0116624925 昭和のはじめタイムトリップ地図帖 井口　悦男／著 東京：講談社 歴史      

0117710186 昭和の名車大全集　上巻 東京：モーターマガジン社 工学      

0117710194 昭和の名車大全集　下巻 東京：モーターマガジン社 工学      

0116601972 昭和の洋食平成のカフェ飯 阿古　真理／著 [東京]：筑摩書房 民俗習慣

0117365999 昭和ノスタルジー解体 高野　光平／著 東京：晶文社 歴史      

0117726059 昭和・平成の原付バイクと懐かし青春時代! 東京：マガジンボックス 工学      

0115216020 昭和モダンキモノ 中村　圭子／編 東京：河出書房新社 民俗習慣

0115416323 昭和モダンの器たち 佐藤　由紀子／[ほか]著 東京：平凡社 書庫

0117761007 昭和レトロガチャ最強コレクション ワッキー貝山／著 東京：グラフィック社 芸術      

0116972928 昭和レトロ自販機大百科 越野　弘之／著 東京：洋泉社 工学      

0115416497 昭和レトロ商店街 町田　忍／著 東京：早川書房 書庫

0115264921 食堂車ノスタルジー 岩成　政和／著 東京：イカロス出版 書庫

0115672420 スイーツ・ノスタルジー 中野　佐和子／著 東京：旭屋出版 書庫

0116273756 スウィートハンカチーフ 東京：ピエ・ブックス 工学      

0114227754 図説大正昭和くらしの博物誌 近藤　雅樹／編 東京：河出書房新社 民俗習慣

0116566845 世界をめぐるかわいい紙もの 誠文堂新光社／編 東京：誠文堂新光社 工学      

0117371005 全方位レトロカラーバスアルバム 東京：ネコ・パブリッシング 工学      

0113835409 ソフビコレクション コミックス／編 東京：コミックス 芸術      

0116222365 大正・昭和乙女のロマンチック図案 林　宏樹／コレクション 東京：ピエ・ブックス 書庫

0115267742 大正・昭和のブックデザイン 松原　正世／編著 東京：ピエ・ブックス(発売) 総記

0117401703 大正昭和美人図鑑 小針　侑起／著 東京：河出書房新社 芸術      

0116085796 大正の名著 渡邊　澄子／編 東京：自由国民社 総記

0115755548 大正レトロ・昭和モダン広告ポスターの世界 姫路市立美術館／編 東京：国書刊行会 書庫

0114746993 大正ロマン昭和モダン展 中右　瑛／監修 〔出版地不明〕：イー・エム・アイ・ネット 書庫



0116140476 大正ロマン手帖 石川　桂子／編 東京：河出書房新社 歴史      

0115030009 高畠華宵 松本　品子／編 東京：河出書房新社 書庫

0115002925 竹久夢二 石川　桂子／編 東京：河出書房新社 書庫

0117225276 竹久夢二♥かわいい手帖 石川　桂子／編 東京：河出書房新社 芸術      

0115887432 中国のかわいいデザインたち かたやま　むつみ／著 東京：ピエ・ブックス 書庫

0115312878 TOKYO&KYOTO隠れ家喫茶店(カフェー)案内 塩澤　幸登／文 東京：マーブルトロン 書庫

0117685750 東京のレトロ美術館 とに〜／著 東京：エクスナレッジ 芸術      

0117281774 東京モダン建築さんぽ 倉方　俊輔／著 東京：エクスナレッジ 工学      

0117161687 東京レトロ建築さんぽ 倉方　俊輔／著 東京：エクスナレッジ 工学      

0117759829 東京レトロ写真帖 秋山　武雄／著 東京：中央公論新社 歴史      

0117186668 東西名品昭和モダン建築案内 北夙川　不可止／文 東京：洋泉社 工学      

0116606203 中原淳一と『少女の友』 中原　淳一／[画] 東京：実業之日本社 芸術      

0117495853 懐かしの空き缶大図鑑 石川　浩司／著 東京：東海教育研究所 工学      

0116935503 懐かしの女の子事典　'70年代篇 東京：双葉社 民俗習慣

0117208033 なつかしの国鉄駅スタンプコレクション 鈴木　涼子／[ほか]文 東京：交通新聞社 産業      

0117296525 なつかしの通勤電車　関東編 広岡　友紀／著 東京：彩流社 産業      

0117679258 懐かしいお菓子 伴田　良輔／著 東京：新潮社 工学      

0116018300 懐かしい町のレトロな喫茶店 産業編集センター／企画・編集 東京：産業編集センター 生活科学  

0116724584 懐かしくて新しい昭和レトロ家電　[正] 増田　健一／著 東京：山川出版社 工学      

0117483206 懐かしくて新しいレトロスタイルデザイン パイインターナショナル／編著 東京：パイインターナショナル 産業      

0117617670 日本アイスクロニクル アイスマン福留／著 東京：辰巳出版 工学      

0117236133 日本昭和珍スポット大全 金原　みわ／著 東京：辰巳出版 地誌紀行 

0117027169 日本懐かしアイス大全 アイスマン福留／著 東京：辰巳出版 工学      

0117424184 日本懐かしアニソン大全 腹巻猫／著 東京：辰巳出版 芸術      

0117376327 日本懐かし駅舎大全 二村　高史／著 東京：辰巳出版 産業      

0117216234 日本懐かしお菓子大全 松林　千宏／著 東京：辰巳出版 工学      

0117400143 日本懐かしカード大全 堤　哲哉／著 東京：辰巳出版 芸術      

0117051797 日本懐かしガチャガチャ大全 ワッキー貝山／著 東京：辰巳出版 芸術      

0117848838 日本懐かしキャラノート大全 堤　哲哉／著 東京：辰巳出版 工学      

0116859851 日本懐かし自販機大全 魚谷　祐介／著 東京：辰巳出版 工学      

0117033084 日本懐かし即席めん大全 山本　利夫／著 東京：辰巳出版 工学      

0117580985 日本懐かし駄玩具大全 堤　哲哉／著 東京：辰巳出版 芸術      



0117675751 日本懐かし特撮ヒーロー大全 堤　哲哉／著 東京：辰巳出版 芸術      

0117916809 日本懐かしバス大全 加藤　佳一／著 東京：辰巳出版 工学      

0117180968 日本懐かしプラモデル大全 岸川　靖／著 東京：辰巳出版 工学      

0117100776 日本懐かし文房具大全 きだて　たく／著 東京：辰巳出版 工学      

0117049247 日本懐かしボードゲーム大全 東京：辰巳出版 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0117425801 日本懐かし遊園地大全 佐々木　隆／著 東京：辰巳出版 産業      

0115771438 日本のファッション 城　一夫／著 京都：青幻舎 民俗習慣

0117350017 日本のレトロコスメ 日本のレトロコスメ研究会／編 東京：グラフィック社 工学      

0117217265 日本のレトロびん 平成ボトル倶楽部／監修 東京：グラフィック社 工学      

0117599654 日本ビール缶大全 長谷川　正人／著 東京：辰巳出版 工学      

0117213991 日本木造校舎大全 角皆　尚宏／著 東京：辰巳出版 工学      

0117744102 ニューレトロスタイルのドール・コーディネイト・レシピ Calalkaイシワタリアユ／著 東京：グラフィック社 生活科学  

0117941492 ノスタルジア喫茶 イスクラ／著 東京：グラフィック社 生活科学  

0117745471 ノスタルジア食堂 イスクラ／著 東京：グラフィック社 生活科学  

0111700563 ノスタルジック・アイドル二宮金次郎 井上　章一／文 東京：新宿書房 書庫

0117222380 80年代オマケシール大百科 サデスパー堀野／著 東京：いそっぷ社 芸術      

0117631812 80年代音楽解体新書 スージー鈴木／著 東京：彩流社 芸術      

0116819277 ひと目でわかる「大正・昭和初期」の真実 水間　政憲／著 東京：PHP研究所 歴史      

0117559476 不思議面白古裂館 林　宏樹／編 東京：里文出版 芸術      

0117095851 古き良きアンティーク文房具の世界 たいみち／著 東京：誠文堂新光社 工学      

0117935932 平成のヒット曲 柴　那典／著 東京：新潮社 芸術      

0117469098 ペットボトルと空き容器で作るレトロ家電とミニ雑貨 宮市　稔子／著 東京：主婦と生活社 芸術      

0115777591 北欧のなつかしいモノ暮らし 道田　聖子／著 東京：インターシフト 工学      

0117290510 ボクたちの駄!菓子 初見　健一／監修 東京：オークラ出版 工学      

0115729857 マーケットで見つけたかわいい東欧のレトロ雑貨 たけわき　まさみ／著 東京：玄光社 書庫

0117744995 増田さんちの昭和レトロ家電 増田　健一／著 東京：山川出版社 工学      

0116603085 マッチラベルパラダイム 加藤　豊／編 東京：木耳社 産業      

0116757618 明治・大正のかわいい着物モスリン 似内　惠子／著 東京：誠文堂新光社 芸術      

0117059139 もう二度と見ることができない幻の名作レトロ建築 伊藤　隆之／著・写真 東京：地球丸 工学      

0115533267 モダンふろしき案内 佐々木　ルリ子／著 東京：河出書房新社 民俗習慣

0117924233 レトロ・インテリア・クロッシェ ハマナカアメリーシリーズで編み物を楽しむ会／著 東京：日東書院本社 生活科学  

0116560590 レトロかわいいアンティーク手づくり文房具 宇田川　一美／著 東京：技術評論社 芸術      



0117876912 レトロかわいいかぎ針編みのエコたわし 東京：日本ヴォーグ社 生活科学  

0115524779 レトロかわいい雑貨と暮らす。 東京：主婦と生活社 工学      

0117432518 レトロスイーツ 若山　曜子／著 東京：文化学園文化出版局 生活科学  

0116804147 レトロな印刷物ご家族の博物紙 高橋　善丸／[編]著 京都：光村推古書院 書庫

0115651143 レトロな乗りもの 渡辺　秀樹／編 東京：日本文芸社 書庫

0115407124 レトロなつかしダイアリー 佐々木　ルリ子／著 東京：河出書房新社 書庫

0116302852 レトロモダングラフィックのススメ 福岡：エフ・ディ 書庫

0117097055 ロープウエイ探訪 松本　晋一／著 東京：グラフィック社 工学      


