
順位 著者 タイトル 出版者 出版年 請求記号

1 謝国権/著 性生活の知恵 池田書店 1960 5982/ＳＨ11

2 松田道雄/著 私は赤ちゃん 岩波書店 1979 599/ＭＡ74

3 北杜夫/著 どくとるマンボウ航海記 中央公論社 1977 9156/ＫＩ61

4 林髞/著 頭のよくなる本 光文社 1960 49839/Ｈ48

5 藤島茂/著 トイレット部長 文芸春秋新社 1962 9146/Ｆ66

記事名 出版者

浩宮さま命名記
父宮に似て健やかな“お七夜”

毎日新聞社

誌名 巻号

サンデー毎日 １９６０年３月１３日号

千葉県立西部図書館展示

＊なるべく当年の資料を集めましたが、作品によっては出版社・出版年が違っているものもあります。
＊所蔵していない作品もあります。お取り寄せいたしますので、カウンターへお申し込みください。

１９６０年（昭和３５年）
　◆ベトナム戦争がこの頃始まる
　◆皇太子徳仁（なるひと）親王が生まれる（２月２３日）
　◆カラーテレビの本格放送開始（９月１０日）

 ２０２０年のオリンピックが東京に決まりました。前回、東京オリンピックが開催さ

れたのが、今から４９年前の１９６４年でした。その頃皆さんは何をしていたでしょう

か。どんな本を読んで、何を感じていましたか。 

 今回の西部図書館の展示は「プレイバック ６０s」と題して、県立図書館が所蔵す

る６０年代のベストセラー作品トップ５と当時の週刊誌を併せて展示しています。

読書の秋、あの頃のベストセラーを読んで懐かしい思い出に浸ってみませんか。 

（順位は『出版年鑑2011』収載「戦後65年のベスト・セラーズ」による）  

展示期間：１０月１９日（土） 

～１２月１９日（木） 



順位 著者 タイトル 出版者 出版年 請求記号

1 岩田一男/著 英語に強くなる本 光文社 1961 未所蔵

2 小田実/著 何でも見てやろう 河出書房新社 1975 9156/Ｏ17

3 山本祐義/著 まあちゃんこんにちは 文芸春秋新社 1960 916/Ｙ31

4 林髞/著 頭のよくなる本 光文社 1960 49839/Ｈ48

5 南博/著 記憶術 光文社 1961 未所蔵

記事名 出版者

明るい地球・暗い空
宇宙人第１号誕生！！

毎日新聞社

順位 著者 タイトル 出版者 出版年 請求記号

1 黄小娥/著 易入門 光文社 1962 1484/KO11

2 山口清人/著 愛と死のかたみ 集英社 1964 9156/Ｙ24

3 ジョイ・アダムソン/著 野生のエルザ 文芸春秋新社 1962 48953/Ａ16

4 山岡荘八/著 徳川家康 講談社 1978 9136/Ｙ42

5 浅野八郎/著 手相術 光文社 1962 14814/Ａ87

記事名 出版者

孤独の３ヵ月
（ホリエ君のカメラ航海日誌）

毎日新聞社

順位 著者 タイトル 出版者 出版年 請求記号

1 占部都美/著 危ない会社 光文社 1963 未所蔵

2 佐藤得二/著 女のいくさ 二見書房 1978 9136/ＳＡ85

3 山岡荘八/著 徳川家康 講談社 1978 9136/Ｙ42

4 井上清/著 日本の歴史 岩波書店 1978 210/Ｉ57/1

5 ドストエフスキイ/著
罪と罰
『世界文学全集 ２７』

集英社 1968 908/ＳＥ22/27

記事名 出版者

一と足御先に
（異色知事の県民葬）

毎日新聞社

１９６３年（昭和３８年）
　◆本格的な連続テレビアニメ第１号「鉄腕アトム」放映開始（１月１日）
　◆吉展ちゃん誘拐殺害事件（３月３１日）
　◆ケネディ大統領オープンカーでのパレード中に暗殺（１１月２２日）

誌名 巻号

サンデー毎日 １９６３年３月１７日号

　◆全国にニセ札（チ-３７号事件）横行
　◆日米安全保障条約発効（６月）
　◆マリリン・モンロー享年３６歳で死去（８月５日）

誌名 巻号

サンデー毎日 １９６２年９月９日号

誌名 巻号

サンデー毎日 １９６１年４月３０日号

１９６２年（昭和３７年）

１９６１年（昭和３６年）
　◆ＮＨＫ連続テレビ小説第１作目「娘と私」放送開始（４月３日）
　◆ユーリイ・ガガーリン世界初有人宇宙飛行に成功（４月１２日）
　◆東ドイツが東西の境界（後のベルリンの壁）を封鎖（８月１３日）



順位 著者 タイトル 出版者 出版年 請求記号

1 河野実/著 愛と死をみつめて 大和書房 1963 916/ＫＯ76

2 日本の文学 中央公論社 1979 9186/4/1

3 山田風太郎/著 山田風太郎忍法全集 講談社 1964 9136/Ｙ19

4 豪華版世界文学全集 河出書房新社 1966 9080/7/11

5 大島みち子/著 若きいのちの日記 大和書房 1972 2891/Ｏ77

記事名 出版者

世界の若い力
WELCOME TO TOKYO

毎日新聞社

順位 著者 タイトル 出版者 出版年 請求記号

1 井上光貞/著 日本の歴史 中央公論社 1978 21008/Ｎ71

2 大松博文/著 なせば成る！ 講談社 1964 7832/Ｄ23

3 岡村昭彦/著 南ヴェトナム戦争従軍記 岩波書店 1977 2231/Ｏ43

4 大松博文/著 おれについてこい！ 講談社 1963 7832/Ｄ23

5 池田大作/著 人間革命 聖教新聞社 1976 9136/Ｉ32/1

記事名 出版者

レオノフの宇宙ウルトラＣ 毎日新聞社

順位 著者 タイトル 出版者 出版年 請求記号

1 三浦綾子/著
氷点
『三浦綾子全集 第１巻』

主婦の友社 1991 91868/ﾐｱ1/1

2 小泉信三/著 海軍主計大尉小泉信吉 文芸春秋 1980 2891/ＫＯ38

3 阿川弘之/著 山本五十六 新潮社 1966 9136/Ａ19

4 吉川英治/著
三国志
『吉川英治全集 第２６巻』

講談社 1966 9186/Ｙ89/26

5 池田大作/著 人間革命（２） 聖教新聞社 1976 9136/Ｉ32/2

記事名 出版者

警視庁はやりすぎじゃない？
ビートルズ台風始末記

毎日新聞社

１９６６年（昭和４１年）
　◆千葉大の医師が食べ物にチフスを混入し、逮捕される（４月７日）
　◆七代目立川談志を初代司会者として「笑点」放映開始（５月１５日）
　◆ビートルズ来日、武道館公演（６月２９日）

誌名 巻号

サンデー毎日 １９６６年７月１７日号

１９６５年（昭和４０年）
　◆旧ソ連のアレクセイ・レオノフが人類初の宇宙遊泳成功（３月１８日）
　◆谷崎潤一郎死去（７月３０日）
　◆朝永振一郎ノーベル物理学賞受賞

誌名 巻号

サンデー毎日 １９６５年４月４日号

１９６４年（昭和３９年）
　◆東海道新幹線開通（１０月１日）
　◆東京オリンピック開幕（１０月１０日～１０月２４日）
　◆王貞治年間本塁打５５本達成

誌名 巻号

サンデー毎日 １９６４年１０月１８日号



順位 著者 タイトル 出版者 出版年 請求記号

1 多湖輝/著 頭の体操 第１集 光文社 1981 0317/ＴＡ18/1

2 有吉佐和子/著 華岡青洲の妻 新潮社 1967 9136/Ａ78

3 多湖輝/著 頭の体操 第２集 光文社 1981 0317/ＴＡ18/2

4 岩田一男/著 英単語記憶術 光文社 1967 未所蔵

5 宮崎康平/著 まぼろしの邪馬台国 講談社 1967 213/ＭＩ88

記事名 出版者

菊につつまれた国葬 毎日新聞社

順位 著者 タイトル 出版者 出版年 請求記号

1 北杜夫/著 どくとるマンボウ青春期 中央公論社 1978 91026/ＫＩ61

2 佐賀潜/著 民法入門 光文社 1983 324/ＳＡ15

3 畠山芳雄/著 こんな幹部は辞表を書け 日本能率協会 1968 未所蔵

4 司馬遼太郎/著
竜馬がゆく
『司馬遼太郎全集 ３』

文芸春秋 1977 91868/ｼﾘ2/3

5 佐賀潜/著 刑法入門 光文社 1979 326/ＳＡ15

記事名 出版者

霞が関ビル・３６階２９秒 毎日新聞社

順位 著者 タイトル 出版者 出版年 請求記号

1 海音寺潮五郎/著 天と地と 朝日新聞社 1969 9136/ＫＡ21

2 羽仁五郎/著 都市の論理 勁草書房 1968 3187/Ｈ29

3 庄司薫/著 赤頭巾ちゃん気をつけて 中央公論社 1978 9136/ＳＨ96

4 梅棹忠夫/著 知的生産の技術 岩波書店 1980 0027/Ｕ73

5 御木徳近/著 大もの小もの 読売新聞社 1969 1691/ＭＩ24

記事名 出版者

月への使者　暁の海に帰る 毎日新聞社

１９６９年（昭和４４年）
　◆東大安田講堂封鎖解除（１月１９日）
　◆アポロ１１号月面着陸（７月２０日）
　◆サザエさん放送開始（１０月５日）

誌名 巻号

サンデー毎日 １９６９年８月１０日号

１９６８年（昭和４３年）
　◆日本最初の超高層ビルとして霞が関ビル完成（４月１８日）
　◆川端康成ノーベル文学賞受賞（１１月）
　◆３億円事件（１２月１０日）

誌名 巻号

サンデー毎日 １９６８年５月５日号

１９６７年（昭和４２年）
　◆ＡＳＥＡＮ結成（８月）
　◆ミニスカートブーム、ツィッギー来日（１０月１８日）
　◆吉田茂元首相死去（１０月２０日）

誌名 巻号

サンデー毎日 １９６７年１１月１９日号

千葉県立西部図書館 

〒270-2252 松戸市千駄堀657-7 

http://www.library.pref.chiba.lg.jp 


