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平成が終わる前に振り返りたい！

ＴＨＥ・昭和
激動の昭和・あの頃日本は
2019 年 5 月１日の改元まで残りわずかとなりました。平成が終わる前に、昭和という時代を振り返ってみませんか。
高度経済成長、東京オリンピック、昭和レトロ･･････、終戦後の昭和 30 年代以降の日本をさまざまな視点で見つめ直します。
※は他館所蔵本。取り寄せできます！

古き良き昭和の暮らしがわかります
『昭和のくらし博物館』
小泉 和子／著 河出書房新社 2000

サザエさんに見る
昭和の思い出!!

382.1

東京都大田区にある「昭和のくらし博物館」。昭和26 年に建てた家
『サザエさん』が誕生したの

を家財道具ごと保存し、公開している博物館の館長による著書。懐

は、昭和 21 年 4 月。（夕刊フク

かしさの中に昭和の生活がよみがえる。

ニチに連載開始。26 年から朝日
昭和の食の記憶を求めて

新聞朝刊へ、49 年 2 月に終了）

『昭和、あの日あの味』
月刊望星編集部／編 新潮文庫 2010
B383.81
激動の昭和を 66 人の食の記憶で振り返るエッセイ集。 食べる

昭和 44 年からテレビアニメ化
され、今なお高い人気を誇って
います。

ことは生きること 、著者たちの「あの日あの味」が刻まれた一冊。

4 コマ漫画の中に戦後の世相
昭和生まれのあの商品のひみつ！

風俗を反映させながらも、サザ
エさんの陽気さとのん気さ、カ

『昭和レトロ商店街
ロングセラー商品たちの知られざるヒストリー』

ツオの要領の良さ、磯野家の楽

町田

しい日常によって、ギャグ漫画

忍／著

早川書房

2006

675.1

※

誰もが知っている、今も愛され続けるあの商品。ケロリン、
コアラのマーチ、ペコちゃんなどなど……ロングセラー商品の

としての面白さもあわせ持つ
『サザエさん』。日本の戦後か
ら 高 度 経 済 成 長 期 、オ イ ル

おもしろエピソード満載のコラム集。

ショック直後まで激動の昭和
お菓子で思い出す、懐かしい記憶
『昭和のお菓子

を知ることができます。

あの素晴らしい味をもう一度
『サザエさん 1』
長谷川 町子／著
朝日新聞社出版局
1994
M

ひと口食べれば懐かしいあの頃へタイムスリップ』
玄光社

2013

588.3

※

発売された年代別にたくさんのお菓子を紹介。色とりど
りのお菓子のパッケージ写真に心躍ること間違いなし。
何かと話題になることが多い

昭和 30 年代 。書名に

昭和 30 年代

とつく資料を図書館では多く

所蔵しています。懐かしく思い出すも良し、初めて知ってみるも良し、ぜひ手に取ってみて下さい。
『なつかしの昭和 30 年代図鑑』奥成 達／著 ながた

はるみ／画 いそっぷ社 2005

382.1

『昭和 30 年代スケッチブック』奥成 達／著 ながた

はるみ／画 いそっぷ社 2007

382.1

『懐かしの昭和 30 年代』町田

忍／著

扶桑社 2003

『懐かしの昭和 30 年代ドリル』八重野
『昭和 30 年代の家計簿』武田

210.76

充弘・昭和 30 年代研究会／著 世界文化社

晴人／監修

宝島社

2016

337.821

『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

2

2008

2001

382.1

382.1

であの時代を振り返る
魚屋、呉服屋、金物屋などが並
ぶ高円寺北口の純情商店街。乾物
屋の息子・正一少年を中心とした
商店街に暮らす人々の人情味あふ
れ心温まる物語。こんな商店街の
ある町に暮らしてみたい。

西岸良平原作のコミックを小説で
再現。映画も人気。昭和 33 年の東京
のとある下町を舞台に、家族とともに
ちゃぶ台を囲んで、その日の出来事を
話す日々。現代より生活が不便でも幸
せがそこにはあった。
『ＡＬＷＡＹＳ三丁目の夕日』

『高円寺純情商店街』

山本

ねじめ

甲士／著

小学館

2005

BF

『花まんま』
湊人／著

文藝春秋

2005

庄司

2008

BF

薫／著 中央公論社

1976

BF

昭和 39 年夏、オリンピック開催を
10 月に控え、沸きかえる東京で爆発
事件が発生した。だがこの事件が国民
に知らされることはなかった。オリン
ピックという戦後最大のイベントを
舞台に描かれる 光と影 。

『マイナス・ゼロ 改訂新版』
正／著 集英社文庫

1992

『赤頭巾ちゃん気をつけて』

F

戦時中に隣人の先生から頼まれた、
18 年後の今日ここに来てほしいという
約束。約束の日、主人公が目にした物
は先生が作ったタイムマシン。
「昭和の
東京」を旅する日本のタイムトラベ
ラー小説の金字塔といわれた作品。
広瀬

新潮社

昭和 44 年 2 月、学生運動の影響で
東大入試が中止になった。その災難
に見舞われた日比谷高校 3 年の主人
公、薫による語りで綴られる文体。
崩された秩序の中、真の知性とは何
かを見つめる青春小説。

昭和 30〜40 年代の大阪の下町が舞
台のノスタルジックで摩訶不思議な
6 編の短編集。非現実的でありながら
現実にあるのではと錯覚し、話の中
に吸い込まれていく一冊。
朱川

正一／著

『オリンピックの身代金
BF

奥田

英朗／著

講談社

上・下』

2014

BF

写真・イラストで見る昭和
『宮本常一が撮った昭和の情景

上・下巻』

『イラストで見る昭和の消えた仕事図鑑 』

宮本常一が昭和 30〜55 年まで、

高度経済成長の波に飲み込まれ

全国を歩いて撮った 10 万点余り

消えていった職業全 115 種をイラ

の中から選んだ写真。戦後の昭和

スト付きで紹介。
「昭和の仕事」に

の暮らし、時代を生きた人々の姿

は人の温もりと優しさがあった。

が鮮明に写る。
宮本 常一／著 毎日新聞社
2009
382.1

昭和を代表するタワー︒

日 に開 業

23

赤 と白のコ ントラ ストが

月

12

恵理子／

たまらない︒

年

33

東京タワー

昭和

60

周 年を迎 えた 高

メー トル の総 合電 波

333

し ︑昨年

さ

塔︒正式名称は日本電波塔︒

開 業翌年 から テレビ 放送 の

電 波を送 信し ︑テレ ビが 家

月 末に 東京タ ワー か

9

庭 に普及 する のを支 えた ︒

昨年

3

ら の電波 送信 が終了 し︑ テ

レ ビ電波 塔と しての 役目 を

終 えたが ︑今 なお東 京の シ

ン ボルと して 根強い 人気 を

誇る︒

小説の タイ トルに もな っ

て いる東 京タ ワー︒ 江國 香

織 ﹃東京 タワ ー﹄リ リー ・

フランキー﹃東京タワー﹄︒

二 作とも 東京 タワー が見 守

年開

る 街で繰 り広 げられ る人 間

模 様︒ち なみ に平成

業 のスカ イツ リーが タイ ト

ルの小説はまだない︒

24

澤宮 優／文 平野
イラスト 原書房
2016
384.3

昭和を生きたひと
現在 104 歳、日本初の女性報道写真家である笹本恒子が
選んだ、昭和を代表する人々100 人の写真集。その分野は、
作家、画家、俳優、スポーツ選手、研究者、政治家から、
奉仕活動に生涯を捧げた人まで多岐にわたります。それぞ
れの道で昭和の激動期を生き抜いた人たちが見せる仕事
中の厳しい顔や、ふと表情がゆるむ一瞬など、様々な表情
を捉えています。すべてモノクロの写真が、昭和という時
代をさらに鮮明に写し出しています。
加えて、それぞれの写真に付けられた文章は具体的なエ

『昭和を彩る人びと
私の宝石箱の中から一〇〇人』
笹本

恒子／著

清流出版

ピソードにあふれ、その人の個性を輝かせています。

2003

281

http://www.
nline.co.jp/go/LL/0012
44/0012440129LL.jpg

『夢の中に君がいる』
越路 吹雪・岩谷 時子／著
講談社 1999
767.8

『大佛次郎と猫』
大佛次郎記念館／監修
小学館 2017
910.268/オサラ

『加藤シヅエ百年を生きる』

宝塚スターから戦後日本を代表するエ

「鞍馬天狗」
「パリ燃ゆ」などの代表作が

社会運動家、政治家である加藤シヅエ

ンターテイナーとなった越路吹雪。パ

ある昭和の文豪・大佛次郎は、愛猫家とし

の伝記。大正時代の留学から、産児調

リや南米での日記と、親友の岩谷が綴

ても知られています。
家族とともに綴る猫

節の活動などに邁進する昭和平成の活

るエッセイは、稀代のスターの素顔を

にまつわるエッセイは、
猫への惜しみない

躍まで、波乱に富んだ人生が、アメリ

愛情に満ちています。

カ人により出版されました。

いきいきと伝えています。

ヘレン・Ｍ・ホッパー／著
ネスコ

1997

加藤 タキ／訳

289.1/カトウ

相模大野図書館の本は、『日本十進分類法』に従って並んでいま

またその中で、参考資料（R）、郷土資料（Ｋ）、文庫（BF）や新

す。『日本十進分類法』とは、本を内容別に整理する為の方法で

書（S）、旅行ガイド（T）、児童書（J）などは分類記号の前に

す。まず 0〜9 の大まかな区分に分け、その 10 区分をさらに細か
く分けることによって、わかりやすく配置することができます。

別置記号を付し、探しやすくしています。他にも、小説（Ｆ）、雑

4

誌（Z）、絵本（E）、洋画ＤＶＤ（ＤW）、などの表記もあります。

なかなか手に取りにくい 調べもの のための
資料＝通称 Ｒ（レファレンス）資料
ここではレファレンスのスペシャリストが
とっておきの資料を皆様にご紹介します

グリコのおまけ、好きでした。
『子どもの昭和史 おまけとふろく大図鑑』
平凡社

1999

R384.5

「おまけ」「ふろく」と聞いただけで、遠い昔のなつかしさ
がこみあげてくる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この本では、昭和のおまけやふろくのコレクションとして、
「グリコのおまけ」
「仮面ライダーカード」
「ビックリマンシール」
「ペコちゃん」
「銀行の貯金箱」や「少年少女雑誌のふろく」までカラーでとり
あげています。おまけやふろくを通して昭和の子どもの文化史を辿ることができる貴重な本です。
巻末には、おまけ菓子の昭和年表までついています。ノスタルジックな気分にさせてくれる一冊です。

第２６回

昭和のさがみはらって
おぼえてる？
ささ

わたしたちの郷土、相模原の開発が始まったのは昭和
の初めです。きっかけは、軍都計画による陸軍士官学校
の建設でした。それまでの相模原は、広大な原野の中に
小さな村落が点在する、住む人も少ない地域でした。
その後、昭和 29 年に市制を施行して、現在の 72 万人が
住む政令指定都市へと成長しました。
そんな時代の変化を、昭和の写真と、同方向から同じ
場所を撮影した平成 15 年の写真とを見比べることがで
きる写真集です。
｢変貌する風景／開発の著しい相模大野北口｣の項目で
は、①昭和 56 年に米軍医療センターが返還された後の敷
地内の写真②ロビーシティ建設途上の写真③平成 15 年
のロビーシティの写真の 3 枚が掲載されています。是非
ページを開いて街の変化に驚いてください。

『 相模原市今昔写真帖 保存版』
「相模原市今昔写真帖」
編集委員会／編

郷土出版社

以前の相模原を知っている方にはなつかしく、知らな
い方には発見がある、昭和の相模原を振り返ることがで
きる写真集です。
5

2003

K1-27/ｱｵ

相模大野図書館は、 一般書（大人向け図書）フロア と こどもの本のフロア に分かれています。
こどもの本のフロア ってどんな所？という方もいらっしゃるかもしれません。そこで、こちらのページでは、
こどもの本のフロア に関する事や児童対象のイベントの紹介・報告をしています。
今号は「昭和」の特集に合わせて、プレイバック児童書をご紹介します。

子どもたちの遊びがテレビによって大きく変わりました。テレ
ビで放送されるスポーツ選手に憧れ、まねをして遊びました。
ア ニメーシ ョンが放送されると、ア ニメのキャ ラクターのおも
ちゃが作られ、人気を集めました。

★フラフープ

1956（昭和 31）年

「ホッピング」ブーム

★めんこ

1957（昭和 33）年

フラフープが大ブーム

1962（昭和 37）年

プラモデルづくり流行

ボール紙でできためんこを地面
にうちつけ、風圧で相手のめん
こを裏がえす遊び。

1965（昭和 40）年

レーシングカーが人気

1966（昭和 41）年

怪獣もののおもちゃ登場

1967（昭和 42）年

「リカちゃん人形」登場

1971（昭和 46）年 アメリカン・クラッカー流行

★ホッピング
ハンドルと足を乗せるペダルが
ついた棒で、下はバネになって
いる。ペダルに乗り、飛びはね
て遊ぶ。

梨岡 基雅／著
2000 J38

小峰書店

で、発行部数が一番多いのが
「星の王子さま」です。これ
までに日本で 640 万部以上発

28

年発行

年発行

中川 李枝子/作 大村 百合子/絵
福音館書店 初版 1967 E

『日本人の 20 世紀・くらしの
うつりかわり 5 遊び』

戦 後 に出 版 され た 児童 書
昭和

昭和

1960〜1970 年代は、
「絵本の黄金期」といわれ、その
頃に出版された絵本が、今でも多く読み継がれていま
す。きっと、誰もが一度は目にした絵本にうなずかれる
ことでしょう。
子どもたちに「と
びっきり上等でおい
しいおやつをごちそ
うしよう」と考えら
42
れたお話。それ以来、
その黄色いかすてら
は昔も今もずっと子
『ぐりとぐら』
どもたちの憧れです。

遊びを知りたい

時はこの本！

プラスチックでできた輪を体で
回す遊び。昭和 30 年代に大流行。

遊びの年表

行され、世界でもなんと 1 億
4500 万冊以上読まれている大
ベストセラー本です。原書は

『星の王子さま』

1943 年にアメリカで出版され

サン・テグジュペリ／著

ました。

内 藤 濯／ 訳 岩 波書 店
初版 1953 J953

昭和

「ガラスのうさぎ」が 200 万
部以上の発行部数で戦後一番

年発行

初版は

昭和

年発行

デパートの玩具売り場で
一番売れているのがクマで
57
あったことから、キャラク
52
ターに決定したというこぐ
まちゃんシリーズ。子ども
の日常生活にぴったりの設
『しろくまちゃんのほっとけーき』
定で、今もこぐまちゃんは
わかやま けん/作
子どもたちのお友だちです。
こぐま社 初版 1982 E
6

日本の児童文学の中では、

多く、今でも読み継がれてい
ます。
『新版ガラスのうさぎ』
髙木 敏子／著
2000 J913

金の星社

このコーナーではＣＤ・ビデオ・ＤＶＤの視聴覚資料（オーディオヴィジュアル）を中心に紹介していきます。
戦後昭和のヒット曲を年代別にお届けするこのＣＤシリーズ
は、多彩な歌い手と豊富な収録曲数が魅力。曲ごとに、その時代
の出来事や思い出が鮮やかによみがえってくるようです。

ＣＤ

右下で紹介するＤＶＤ『紅白が生まれた日』での劇中挿入歌『リ
ンゴの唄』は、『青春歌年鑑 50 年代

総集編』に収録されてい

提供：ソニー・ミュージックダイレクト

ます。並木路子のオリジナルバージョンでどうぞ。
『青春歌年鑑
『青春歌年鑑
『青春歌年鑑
『青春歌年鑑

50 年代
60 年代
70 年代
80 年代

総集編』CN22486/ｾ
総集編』CN22487/ｾ
総集編』CN22488/ｾ
総集編』CN22489/ｾ

日本コロムビアミュージックエンタテインメイント
東芝ＥＭＩ 2004
ポニーキャニオン 2004
ソニー・ミュージックエンタテインメント 2004

ＢＯＯＫ

2004

ＤＶＤ

『歌謡曲が聴こえる』

『紅白が生まれた日』
堀切園 健太郎／演出

片岡 義男／著
新潮文庫 2014 767.8

ＮＨＫＥＰ

2015

DN20102

昭和 37 年夏の終わり、通りがかりの特設ステージ
で聴いたある歌をきっかけに、歌謡曲の魅力に気づ

大晦日のお茶の間を沸かせる娯楽として、長年親
しまれているＮＨＫ紅白歌合戦。昭和 26 年 1 月 3

かされた著者は、ヒット曲を戦後の昭和 21 年まで辿
ることを思いつきます。レコードを聴くだけにとど
まらず、歌謡曲全集で 1 曲 1 曲、譜面と歌詞を確認

日がその第 1 回放送でした。その前身である『紅白
音楽試合』の企画から誕生までを描いたのがこの作
品です。終戦間もない日本で人々に音楽を届けたい

していく。その姿は、聞き流してしまっていた流行
歌を知ることで、戦後の昭和という時代を知りたい
という想いが感じられます。

と、ＧＨＱの制約など様々な困難を乗り越えなが
ら、ディレクターや歌手がそれぞれの想いを胸に奔
走する姿が見どころです。

もし、ＤＶＤやビデオを破損、紛失してしまったら？
図書館にあるＤＶＤとビデオは著作権許諾済みのものを購入しています。市販のものは、図書館での利用ができません。
弁償の場合は、図書館で注文しますのでお借りになった図書館へお申し出ください。価格については、図書館で利用する
ための著作権料が含まれており、市販価格よりも高額となっています。
ＤＶＤやビデオ等の視聴覚資料は繊細なものですので、お取扱いにはご注意ください。
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★開館時間★
平日
9:30〜20:00（4F こどもの本のフロアは 18:00 まで）
土・日・休日 9:30〜18:00

3月
日
3

月
4

火
5

4月

水 木
6

7

金

土

日 月 火

1

2

1

8

9

8

7

5月

水 木

金 土

2

3

5

9

10 11 12 13

4

日 月

火 水

6
5

6

7

木 金

土

1

2

3

4

8

9

10 11

10 11 12 13 14 15 16

14 15 16 17 18 19 20

12 13 14 15 16 17 18

17

21 22 23 24 25 26 27

19 20 21 22 23 24 25

28 29 30

26 27 28 29 30 31

18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29

30

31

※■ は休館日です

昭和

ザ・ベストテン

昭和 44 年から昭和 63 年までのベストセラーを一挙紹介！
● 1
● 2
● 3
● 4
● 5
● 6
● 7
● 8
● 9
● 10

天と地と
海音寺潮五郎
誰のために愛するか
曾野綾子
日本人とユダヤ人
イザヤ・ベンダサン
恍惚の人
有吉佐和子
日本沈没
小松左京
かもめのジョナサン
リチャード・バック
播磨灘物語
司馬遼太郎
不毛地帯
山崎豊子
エーゲ海に捧ぐ
池田満寿夫
和宮様御留
有吉佐和子

S44

● 11

S45

● 12

S46

● 13

S47

● 14

S48

● 15

S49

● 16

S50

● 17

S51

● 18

S52

● 19

S53

● 20

四季・奈津子
五木寛之
蒼い時
山口百恵
窓ぎわのトットちゃん
黒柳徹子
悪魔の飽食
森村誠一
積木くずし
穂積隆信
天璋院篤姫
宮尾登美子
豊臣秀長
堺屋太一
化身
渡辺淳一
サラダ記念日
俵万智
ノルウェイの森
村上春樹

S54
S55
S56
S57

今回は昭和 44 年以降
のベストセラーを紹介
してみました。
「そうそ
う、こんな本が流行っ
てた」なんてなつかし
く思い出した方もいる
のでは？図書館ではか
つてのベストセラーも
所蔵しています。昭和
を思い出して、探して
みて下さい。
「古いけれ
ど新しい」そんな発見
があるかもしれませ
ん。

S58
S59
S60
S61
S62
S63

今年は蔵書点検期
間が電算システム更
新のため、例年と異
なり 5 月になりま
す。図書館のホーム
ページもリニューア
ル予定！より使いや
すくなるよう計画中
なので、お楽しみに。

参照 『新訂版 昭和・平成史年表』
（平凡社）
発行

相模原市立相模大野図書館

住所

〒２５２−０３０３

アクセス

相模原市南区相模大野４-４-１
ＴＥＬ ０４２−７４９−２２４４
URL：http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp
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小田急線相模大野駅北口徒歩 5 分

