
タイトル 著者 出版者 出版年月 請求記号

欧州郵政事業論 立原繁, 栗原啓 著 東海大学出版部 2019.3 DK321-M3

日仏郵便史 = Postal history between France and Japan :

日本にフランス郵便局があった時代
日本郵趣協会 2019.3 DK321-M2

郵便創業120年の歴史
郵政省郵務局郵便事業史編纂

室 編著
ぎょうせい 1991.12 DK321-E47

切手でたどる郵便創業150年の歴史 Vol.1 内藤陽介 著 日本郵趣出版 2021.4 DK321-M12

郵便の歴史 : 飛脚から郵政民営化までの歩みを語る（月刊

『たんぶるぽすと』増刊 ; 第82号）
井上卓朗, 星名定雄 共著 鳴美 2018.3 DK321-L30

世界の郵便ポスト : 196カ国の平和への懸け橋 酒井正雄 著
講談社エディトリア

ル
2015.9 DK321-L22

江戸の飛脚 : 人と馬による情報通信史 巻島隆 著 教育評論社 2015.2 DK321-L16

日本郵便創業の歴史 藪内吉彦 著 明石書店 2013.1 DK321-L3

近代日本郵便史 : 創設から確立へ 藪内吉彦, 田原啓祐 著 明石書店 2010.1 DK321-J26

航空と郵便 : <JAPEX'10>記念出版日本の航空100年 日本郵趣協会 2011.3 DK211-J47

前島密（人物叢書 新装版） 山口修 著 吉川弘文館 1990.5 GK79-E16

前島密 : 前島密自叙伝（人間の記録 ; 21） 前島密 著 日本図書センター 1997.6 GK79-G23

前島密 : 越後から昇った文明開化の明星 : 生誕180年記念

企画展
上越市立総合博物館 2015.9 Y121-M6696

タイトル 著者 出版者 出版年月 請求記号

平成・普通切手総図鑑 切手の博物館 2019.5 DK331-M4

日本普通切手専門カタログ = JAPANESE STAMP

SPECIALIZED CATALOGUE : 日本郵趣協会創立70周年記

念 VOL.1

日本郵趣協会 2016.11 DK331-L63

日本普通切手専門カタログ = JAPANESE STAMP

SPECIALIZED CATALOGUE : 日本郵趣協会創立70周年記

念 VOL.2

日本郵趣協会 2017.11 DK331-L73

日本普通切手専門カタログ = JAPANESE STAMP

SPECIALIZED CATALOGUE : 日本郵趣協会創立70周年記

念 VOL.3

日本郵趣協会 2018.11 DK331-L93

図説・戦前記念切手（切手ビジュアルヒストリー・シリー

ズ）
原田昌幸 著 日本郵趣出版 2016.8 DK331-L60

ビジュアル日本切手カタログ Vol.1 日本郵趣協会 監修 日本郵趣協会 2012.1 Y94-J30668

ビジュアル日本切手カタログ Vol.2 (ふるさと・公園・沖

縄切手編)
日本郵趣協会 監修 日本郵趣協会 2013.1 Y94-L6727

ビジュアル日本切手カタログ Vol.3 (年賀・グリーティン

グ切手編)
日本郵趣協会 監修 日本郵趣協会 2014.1 Y94-L15593

ビジュアル日本切手カタログ Vol.4 (普通切手編) 日本郵趣協会 監修 日本郵趣協会 2015.1 Y94-L24323

歌い踊る切手 : 古典芸能トリビアBook 中村雅之 [著] 切手の博物館 2019.1 DK331-M16

風景印大百科 = Encyclopedia of Japanese Scenic

Cancellations : 1931-2017 東日本編
日本郵趣出版 2017.2 DK331-L64

ビジュアル世界切手国名事典 ヨーロッパ・アメリカ編 板橋祐己 著 日本郵趣出版 2013.5 DK331-L13

アメリカ切手 : JPS外国切手カタログ 2010-11 日本郵趣協会出版委員会 監修 日本郵趣協会 2010.7 Y88-J2217

イギリス切手 2007-2008（JPS外国切手カタログ） 日本郵趣協会 2007.9 Y88-H4108

切手もの知りBook : 収集を楽しむ40話 田辺龍太 [著] 切手の博物館 2019.1 DK331-M1

日本の郵便制度150年　展示資料リスト

■郵便事業

■切手



世界一高価な切手の物語 : なぜ1セントの切手は950万ド

ルになったのか

ジェームズ・バロン 著 , 髙山

祥子 訳
東京創元社 2018.7 DK331-L89

英国郵便史ペニー・ブラック物語（切手ビジュアルヒスト

リー・シリーズ）
内藤陽介 著 日本郵趣出版 2015.11 DK331-L54

タイトル 著者 出版者 出版年月 請求記号

絵はがきで見る日本近代 富田昭次 著 青弓社 2005.6 GB411-H82

絵はがきが語る明治・大正・昭和史 六角弘 著 日本図書センター 2012.1 GB411-J148

絵はがきで楽しむ歴史散歩 : 日本の100年をたどる 富田昭次 著 青弓社 2016.5 GB411-L171

集う京都20世紀 : ホテル・百貨店・四条通の絵葉書 森安正, 生田誠, 高田聡 編 京都絵葉書研究会 2018.9 GC156-L175

祝祭の京都 : 大礼・博覧会・祭礼の絵葉書 森安正, 生田誠, 高田聡 編 京都絵葉書研究会 2019.12 GC156-M39

絵はがきで読む大大阪 橋爪紳也 著 創元社 2010.4 GC163-J44

絵葉書で見る神戸 : ハイカラ・モダンの時代 石戸信也 著
神戸新聞総合出版セ

ンター
2017.12 GC169-L53

日本記念絵葉書総図鑑 カラー復刻版 島田健造 著 , 友岡正孝 編 日本郵趣出版 2009.1 DK331-J13

絵はがきの時代 増補新版 細馬宏通 著 青土社 2020.2 DK331-M27

日本の美術絵はがき1900-1935 : 明治生まれのレトロモダ

ン
生田誠 著 淡交社 2006.3 KC482-H522

年賀状のおはなし 日本郵便株式会社 監修 ゴマブックス 2019.11 DK331-M24

タイトル 著者 出版者 出版年月 請求記号

戦争と郵便 : 戦後75年・手紙が語る戦争の記憶 切手の博物館 2020.7 DK321-M6

切手と戦争 : もうひとつの昭和戦史（新潮新書） 内藤陽介 新潮社 2004.11 }}

ケータイ世代が「軍事郵便」を読む（SI libretto ; 003）
専修大学文学部日本近現代史

ゼミナール 編
専修大学出版局 2009.11 GB531-J109

報道電報検閲秘史 : 丸亀郵便局の日露戦争（朝日選書 ;

765）
竹山恭二 著 朝日新聞社 2004.12 DK346-H1

戦場を駆け抜けた書簡 : 軍事郵便物語 柘植久慶 著 原書房 1991.5 GA75-E5

戦場からの手紙 三和三級 編著 里文出版 2012.1 GB531-J204

軍事郵便 古沢岩美 著
三好企画 (製作・発

売)
1996.7 KC229-G72

野戦郵便から読み解く「ふつうのドイツ兵」 : 第二次世界

大戦末期におけるイデオロギーと「主体性」（山川歴史モ

ノグラフ ; 26）

小野寺拓也 著 山川出版社 2012.11
AG3-651-

J13

タイトル 著者 出版者 出版年月 請求記号

棟方志功の絵手紙
棟方志功 [著] , 小池邦夫, 石井

頼子 共編
二玄社 2006.2 KC16-H1619

夏目漱石の手紙 中島国彦, 長島裕子 著 大修館書店 1994.4 KG578-E125

啄木の手紙を読む 池田功 著 新日本出版社 2016.1 KG657-L106

文豪たちのラブレター 別冊宝島編集部 編 宝島社 2018.9 KG311-L193

戦国武将の手紙を読む（角川選書 ; 218） 二木謙一 著 角川書店 1991.1 GB235-E45

■戦争と郵便

■手紙

■絵葉書



心を動かす珠玉の「手紙」 : 時代を創った偉人たちが遺し

た : 遺書、恋文、激励、嘆願…歴史に残る名文・名句（パ

ンドラ新書 ; 29）

日本史研究会 編著 日本文芸社 2005.12 GK13-H710

タイトル 著者 出版者 出版年月 請求記号

立原道造と堀辰雄 : 往復書簡を中心として（Hyacinth

edition ; no.8）

立原道造, 堀辰雄 [著] , 立原道

造記念館研究資料室 編
立原道造記念館 2000.3

KG625-

G159

川端康成・三島由紀夫往復書簡 川端康成, 三島由紀夫 著 新潮社 1997.12 KH254-G7

詩と世界の間で : 往復書簡 大岡信, 谷川俊太郎 著 思潮社 2004.12 KH591-H10

暴力に逆らって書く : 大江健三郎往復書簡 大江健三郎 著 朝日新聞社 2003.5 KH449-H1

吉田茂=マッカーサー往復書簡集 : 1945-1951
吉田茂, マッカーサー [著] , 袖

井林二郎 編訳
法政大学出版局 2000.5 A99-ZU-G70

アーレント=ハイデガー往復書簡 : 1925-1975

ハンナ・アーレント, マルティ

ン・ハイデガー [著] , ウルズ

ラ・ルッツ 編 , 大島かおり, 木

田元 共訳

みすず書房 2003.8 HD86-H9

進化論の時代 : ウォーレス=ダーウィン往復書簡
ウォーレス, ダーウィン, 新妻

昭夫 [著]
みすず書房 2010.3 RA121-J39

サン=サーンスとフォーレ : 往復書簡集1862-1920

サン=サーンス, フォーレ [著]

, ジャン=ミシェル・ネク

トゥー 編著 , 大谷千正 [ほか]

訳

新評論 1993.6 KD232-E17

マリー・アントワネットとマリア・テレジア秘密の往復書簡

マリー・アントワネット, マリ

ア・テレジア [著] , パウル・

クリストフ 編 , 藤川芳朗 訳

岩波書店 2002.9 GK465-G24

チャリング・クロス街84番地 : 本を愛する人のための本

（ペガサス・カスタム）

ヘレーン・ハンフ 編著 , 江藤

淳 訳

日本リーダーズダイ

ジェスト社
1972 UE111-12

タイトル 著者 出版者 出版年月 請求記号

手紙・文章の書き方（ステップアップ・ビジネス） 経営書院 編著 経営書院 1992.6 DH251-E137

手紙の決まり文句とちょっといい書き方 : このまますぐ使

える ケース別の役立つ文例を満載!
紫倉轍 著 大泉書店 1994.5 KF152-E116

伝わるメールが「正しく」「速く」書ける92の法則 山口拓朗 著 明日香出版社 2017.2 DE424-L209

社格を上げるトップリーダーの手紙 : 文例とポイント 中川越 著 新日本法規出版 2018.5 DH314-L870

英文ビジネスeメールの教科書 柴田真一, 神藤理恵 著 NHK出版 2019.3 DE424-M4

■手紙の書き方

■往復書簡


