
資料番号 タイトル 人名 出版者 保管場所

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      

0113355556 生き方達人ファイル アミューズ／編 東京：毎日新聞社 書庫

0117198051 ウルトラ怪獣アートワークス1971-1980 円谷プロダクション／監修 神戸：出版ワークス 芸術      

0117225607 ウルトラセブン&ウルトラマンゼロビジュアルクロニクル 東京：ぴあ 芸術      

0117296483 ウルトラセブン撮影日誌 金田　益実／編著 東京：復刊ドットコム 芸術      

0114695562 ウルトラ博物館 秋山　哲茂／責任編集 東京：小学館 書庫

0117102699 ウルトラマンF 小林　泰三／著 東京：早川書房 文学      

0114782832 ウルトラマン画報　上巻 ブレインナビ／構成・編集 東京：竹書房 書庫

0114914237 ウルトラマン画報　下巻 ブレインナビ／構成・編集 東京：竹書房 書庫

0112302609 ウルトラマン研究序説 ＳＵＰＥＲ　ＳＴＲＩＮＧＳサーフライダー 東京：中経出版 書庫

0114352289 ウルトラマン大辞典 円谷プロダクション／監修 東京：中経出版 書庫

0117463018 ウルトラマンと戦後サブカルチャーの風景 福嶋　亮大／著 [東京]：PLANETS　第二次惑星開発委員芸術      

0116164575 ウルトラマンになった男 古谷　敏／著 東京：小学館 芸術      

0116540311 ウルトラマンは現代日本を救えるか 神谷　和宏／著 東京：朝日新聞出版 芸術      

0117600544 SF映画200 STUDIO28／責任編集 東京：洋泉社 芸術      

0117470930 大空への夢 鈴木　和幸／著 東京：大月書店 芸術      

0116225749 怪獣人生 中島　春雄／著 東京：洋泉社 書庫

0114834146 怪獣はなぜ日本を襲うのか? 長山　靖生／著 東京：筑摩書房 書庫

0112923933 怪獣使いと少年 切通　理作／著 東京：宝島社 書庫

0110933462 海底軍艦/妖星ゴラス/宇宙大怪獣ドゴラ 東京：東宝 書庫

0117351494 帰ってきたウルトラマン 中村　宏治／編 東京：ネコ・パブリッシング 芸術      

0114853658 帰ってきたウルトラマン大全 白石　雅彦／編著 東京：双葉社 芸術      

0117407445 顔に魅せられた人生 辻　一弘／著 東京：宝島社 芸術      

0117459271 学年誌ウルトラ伝説 秋山　哲茂／編集・執筆 東京：小学館 芸術      

0117479865 ガメラの精神史 小野　俊太郎／著 東京：小鳥遊書房 芸術      

0114123540 仮面ライダー大全 石ノ森　章太郎／原著 東京：双葉社 書庫

特集名：長野１０月一般テーマ「特撮」
特集期間：2022/9/30～2022/10/26



0117141861 「仮面ライダー」超解析 別冊宝島編集部／編 東京：宝島社 芸術      

0116391046 仮面ライダー超辞典 石森プロ／監修 東京：双葉社 芸術      

0118372739 「仮面ライダー」2000-2018全史 別冊宝島編集部／編 東京：宝島社 芸術      

0117069146 仮面ライダーの超常識 東映／監修 東京：双葉社 芸術      

0116350570 完全無欠の東映ヒーロー100 東京：徳間書店 書庫

0113157614 君もゴジラを創ってみないか 冠木　新市／著 東京：徳間オリオン 書庫

0116779513 空想科学読本　1 柳田　理科雄／著 東京：メディアファクトリー 書庫

0117063636 ケムール・ミステリー 谺　健二／著 東京：原書房 文学      

0113120331 検証・ゴジラ誕生 井上　英之／著 東京：朝日ソノラマ 書庫

0117854224 幻想仮面の作り方 綺想造形蒐集室／著 東京：ホビージャパン 芸術      

0117035329 光線を描き続けてきた男 飯塚定雄 飯塚　定雄／著 東京：洋泉社 芸術      

0117027250 ゴジラ 講談社／編 東京：講談社 芸術      

0113776009 ゴジラ画報 東京：竹書房 書庫

0115196594 ゴジラ大辞典 野村　宏平／編 東京：笠倉出版社 芸術      

0117459230 ゴジラ特撮メイキング大寫眞館 講談社／編 東京：講談社 芸術      

0112302591 ゴジラの論理 小林　豊昌／著 東京：中経出版 書庫

0113775803 ゴジラ来襲!! 坂井　由人／著 東京：ロングセラーズ 書庫

0113026231 自分でできるビデオ編集コツのコツ ビデオエディターズクラブ／編 東京：アクア出版 書庫

0113882856 ジュラシック・パーク アルク英語企画開発部／編 [東京]：アルク 書庫

0114880693 小説円谷英二　上巻 鈴木　聡司／著 東京：新風舎 書庫

0114880701 小説円谷英二　下巻 鈴木　聡司／著 東京：新風舎 書庫

0117909473 昭和ウルトラマンカードクロニクル 堤　哲哉／著 東京：辰巳出版 芸術      

0117914705 昭和東宝怪獣カード&ブロマイドクロニクル 堤　哲哉／著 東京：辰巳出版 芸術      

0117617993 昭和特撮カードクロニクル 堤　哲哉／著 東京：辰巳出版 芸術      

0117751842 昭和特撮ブロマイドクロニクル　円谷プロ編 堤　哲哉／著 東京：辰巳出版 芸術      

0114915135 人造人間キカイダー/超人バロム・1/変身忍者嵐 ブレインナビ／編 東京：ミリオン出版 書庫

0117634188 スーパーアニソン作曲家渡辺宙明大全 腹巻猫／著 東京：辰巳出版 芸術      

0115260994 ずっと怪獣が好きだった 品田　冬樹／著 東京：岩波書店 書庫

0117279778 スマホで超カンタン特撮 Tac宮本／著 東京：誠文堂新光社 芸術      

0111832424 正義の味方仮面ライター 辻　真先／著 東京：実業之日本社 書庫

0116393786 総天然色ウルトラQ　上巻 講談社／編 東京：講談社 芸術      

0116448242 総天然色ウルトラQ　下巻 講談社／編 東京：講談社 芸術      



0110473261 大特撮 コロッサス／編 東京：朝日ソノラマ 書庫

0110221959 大特撮 コロッサス／編 東京：朝日ソノラマ 書庫

0114249295 大魔神 筒井　康隆／著 東京：徳間書店 文学      

0114515349 円谷英二 円谷　一／編著 東京：小学館 書庫

0114297781 円谷英二 東京：河出書房新社 書庫

0114275696 円谷英二の映像世界 竹内　博／編 東京：実業之日本社 書庫

0110303716 円谷英二の映像世界 山本　真吾／編集 東京：実業之日本社 書庫

0117671420 デジタル撮影技術完全ブック 田中　一成／著 東京：東京藝術大学出版会 芸術      

0118008200 東宝空想特撮映画1954-1984轟く 小林　淳／著 東京：アルファベータブックス 芸術      

0113898209 東宝特撮怪獣映画大鑑 竹内　博／編 東京：朝日ソノラマ 芸術      

0117460436 東宝特殊美術部の仕事　映画・テレビ・CF編 にに　たかし／著 東京：新紀元社 芸術      

0113105472 東宝配給作品特撮映画大全集 東京：近代映画社 書庫

0111644373 特撮CMとコンピュータ・グラフィックス 東京：玄光社 書庫

0117046581 特撮全史 講談社／編 東京：講談社 芸術      

0117314344 特撮全史 講談社／編 東京：講談社 芸術      

0117887059 特撮全史　1980-90年代 講談社／編 東京：講談社 芸術      

0118006907 特撮のDNA 「特撮のDNA」展制作委員会／編 東京：アルファベータブックス 芸術      

0113421069 特撮美術 成田　亨／著 東京：フィルムアート社 書庫

0116154956 特撮魂 川北　紘一／著 東京：洋泉社 書庫

0113860738 '70年代特撮ヒーロー全集 金田　益実／監修 東京：朝日ソノラマ 書庫

0116925769 日本怪獣侵略伝 村井　さだゆき／著 東京：洋泉社 文学      

0117271338 日本昭和ウルトラマングッズ大全 西村　祐次／監修 東京：辰巳出版 芸術      

0117722025 日本昭和トンデモ怪獣大全 堤　哲哉／著 東京：辰巳出版 芸術      

0113849533 日本特撮映画図鑑 川北　紘一／特別監修 東京：成美堂出版 書庫

0117400143 日本懐かしカード大全 堤　哲哉／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      

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      

0113869929 ハヤタとして、父として 黒部　進／著 東京：扶桑社 書庫

0117252577 バルタン星人を知っていますか? 飯島　敏宏／著 東京：小学館 芸術      

0114032568 ヒーロー・ヒロインの映画史 東京：平凡社 書庫

0115502593 HEROES 工藤　稜／著 東京：光文社 書庫

0117000083 ヒーローたちの戦いは報われたか 鈴木　美潮／著 東京：集英社クリエイティブ 芸術      



0114217649 秘密戦隊ゴレンジャー大全 岩佐　陽一／編 東京：双葉社 書庫

0115014524 百万人の超現実 聖　咲奇／著 東京：朝日ソノラマ 書庫

0114966310 555(ファイズ) 石ノ森　章太郎／原作 東京：角川書店 書庫

0113879597 不滅のヒーロー仮面ライダー伝説 岡　謙二／著 東京：ソニー・マガジンズ 書庫

0114853682 平成ゴジラ大全 白石　雅彦／編著 東京：双葉社 書庫

0117382499 平成特撮世代 中沢　健／著 東京：洋泉社 芸術      

0114421712 僕らのスーパーヒーロー伝説 堤　哲哉／編 東京：扶桑社 書庫

0113936462 メイキングオブエピソード1ファントム・メナス ローラン・ブーゼロー／共著 東京：ソニー・マガジンズ 芸術      

0112832266 夢と遊びの設計者たち 東京：日本テレビ放送網 書庫

0111837258 夢回路 市川　森一／著 東京：柿の葉会 書庫

0115426868 甦れ!ウルトラ黄金時代Q マン セブン!! BAD TASTE／編 東京：竹書房 書庫

0114853724 ロード・オブ・ザ・リングアートブック ゲーリー・ラッセル／著 東京：角川書店 芸術      

0114864853 ロード・オブ・ザ・リング公式メイキングブック ブライアン・シブレイ／著 東京：角川書店 書庫

0115050775 ロード・オブ・ザ・リング最終章 ゲーリー・ラッセル／著 東京：角川書店 芸術      

0114927841 笑う怪獣 西沢　保彦／著 東京：新潮社 書庫


