
タイトル 著者名 出版社 出版年 背ラベル

扉のむこうの物語 岡田 淳／作・絵 理論社 2005 913/ｵｶ

地下鉄に乗って 浅田 次郎／著 徳間書店 2006 913.6/ｱｻ

フィッシュストーリー 伊坂 幸太郎／著 新潮社 2007 913.6/ｲｻ

ねじの回転 恩田 陸／著 集英社 2002 913.6/ｵﾝ

ターン 北村 薫／著 新潮社 1997 913.6/ｷﾀ

流星ワゴン 重松 清／著 講談社 2002 913.6/ｼｹﾞ

トキオ 東野 圭吾／著 講談社 2002 913.6/ﾋｶﾞ

ナミヤ雑貨店の奇蹟 東野 圭吾／著 角川書店 2012 913.6/ﾋｶﾞ

広瀬正小説全集  1 マイナス・ゼロ 広瀬 正／著 河出書房新社 1977 913.6/ﾋﾛ/1

蒲生邸事件 宮部 みゆき／著 毎日新聞社 1996 913.6/ﾐﾔ

時の旅人 アリソン・アトリー／作 岩波書店 2000 933/ｱﾄ

タイムマシン H.G.ウェルズ／作 岩崎書店 2005 933/ｳｴ

時間をまきもどせ! ナンシー・エチメンディ／作 徳間書店 2008 933/ｴﾁ

とざされた時間のかなた ロイス・ダンカン／作 評論社 2010 933/ﾀﾞﾝ

トムは真夜中の庭で フィリパ・ピアス／作 岩波書店 2000 933/ﾋﾟｱ

ギヴァー ロイス・ローリー／[著] 新評論 2010 933/ﾗｳ

とぶ船　上・下 ヒルダ・ルイス／作 岩波書店 2006 933/ﾙｲ

思い出のマーニー　上・下 ジョーン・ロビンソン／作 岩波書店 2003 933/ﾛﾋﾞ

クリスマス・キャロル チャールズ・ディケンズ／[著] 春風社 2015 933.6/ﾃｲ

夏への扉 ロバート・A.ハインライン／著 早川書房 2009 933.7/ﾊｲ

盗まれた記憶の博物館 上・下 ラルフ・イーザウ／著 あすなろ書房 2002 943/ｲｻﾞ

モモ ミヒャエル・エンデ／作 岩波書店 2005 943/ｴﾝ

僕たちの戦争 荻原 浩／著 双葉社 2006 B913.6/ｵｷﾞ

ライオンハート 恩田 陸／著 新潮社 2004 B913.6/ｵﾝ

時をかける少女 筒井 康隆／[著] 角川書店 2006 B913.6/ﾂﾂ

ほか
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タイトル 著者名 出版社 出版年 背ラベル

知っておきたい和の行事 新谷 尚紀／監修 成美堂出版 2016 386/ｼｯ

アインシュタインとタイムトラベルの世界 佐藤 勝彦／著 幻冬舎エデュケーション 2014 421/ｻﾄ

時間旅行は可能か? 二間瀬 敏史／著 筑摩書房 2009 421/ﾌﾀ

時空のからくり 山田 克哉／著 講談社 2017 421/ﾔﾏ

一年は、なぜ年々速くなるのか 竹内 薫／著 青春出版社 2008 421.2/ﾀｹ

タイムマシン論 二間瀬 敏史／著 秀和システム 2006 421.2/ﾌﾀ

どうして時間は「流れる」のか 二間瀬 敏史／著 PHP研究所 2012 421.2/ﾌﾀ

時間とはなんだろう 松浦 壮／著 講談社 2017 421.2/ﾏﾂ

絵本ごよみ二十四節気と七十二候　　春・夏・秋・冬 坂東 眞理子／監修 教育画劇 2014 449/ｴﾎ

暦の科学 片山 真人／著 ベレ出版 2012 449/ｶﾀ

1秒の長さは、だれがきめたの? 清水 徳子／著 アリス館 2002 449/ｼﾐ

これならわかる!科学の基礎のキソ 暦 鈴木 充広／著 丸善出版 2013 449/ｽｽﾞ

暦と時間の歴史 Leofranc Holford‐Strevens／著 丸善出版 2013 449/ﾎﾙ

1秒って誰が決めるの? 安田 正美／著 筑摩書房 2014 449/ﾔｽ

暦はエレガントな科学 石原 幸男／著 PHP研究所 2012 449.3/ｲｼ

文科系のための暦読本 上田 雄／著 彩流社 2009 449.3/ｳｴ

日本の七十二候を楽しむ 白井 明大／文 東邦出版 2012 449.3/ｼﾗ

今日から暦暮らし 平野 恵理子／著 山と溪谷社 2009 449.3/ﾋﾗ

カレンダーから世界を見る 中牧 弘允／著 白水社 2008 449.8/ﾅｶ

時計の科学 織田 一朗／著 講談社 2017 535.2/ｵﾀﾞ
ほか

タイトル 著者名 出版社 出版年 背ラベル

日本のファッション 城 一夫／著 青幻舎 2007 383.1/ｼﾞﾖ

むかしのおしゃれ事典 文学ファッション研究会／著 青春出版社 2005 383.1/ﾑｶ

東京ファッションクロニクル 渡辺 明日香／著 青幻舎 2016 383.1/ﾜﾀ

再現・昭和30年代団地2DKの暮らし 青木 俊也／著 河出書房新社 2001 383.9/ｱｵ

しばわんこ和のお道具箱 川浦 良枝／絵と文 白泉社 2009 383.9/ｶﾜ

昭和すぐれもの図鑑 小泉 和子／著 河出書房新社 2007 383.9/ｺｲ

学年誌が伝えた子ども文化史 - 小学館 2018 384.5/ｶﾞｸ

くすりとほほえむ元気の素 高橋 善丸／著 光村推古書院 2011 499.7/ﾀｶ

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 地球丸 2017 521.6/ｲﾄ

日本木造校舎大全 角皆 尚宏／著 辰巳出版 2017 523.1/ﾂﾉ

70年代アナログ家電カタログ 松崎 順一／著 青幻舎 2013 545.8/ﾏﾂ

日本のレトロびん 平成ボトル倶楽部／監修 グラフィック社 2017 573.5/ﾆﾎ

日本懐かしお菓子大全 松林 千宏／著 辰巳出版 2017 588.3/ﾏﾂ

浪漫図案 佐野 宏明／編 光村推古書院 2010 674.3/ﾛｳ

戦後新聞広告図鑑 町田 忍／著 東海教育研究所 2015 674.6/ﾏﾁ

昭和のレトロパッケージ 初見 健一／著 グラフィック社 2016 675.1/ﾊﾂ

乙女モダン図案帖 夜長堂／[編]著 パイインターナショナル 2011 727/ｵﾄ

大正イマジュリィの世界 山田 俊幸／監修 ピエ・ブックス 2010 727.0/ﾀｲ
ほか 山梨県立図書館

　　　 時計とカレンダーの本

　　　 ちょっと昔へ、タイムトラベル　 ～明治ー昭和のレトロなもの～


