
図書
書名 著者名 出版社 出版年 資料番号
日本貨幣カタログ　２０１９ 日本貨幣商協同組合 日本貨幣商協同組合 2018.12 103173795
新・世界貨幣大事典 平木啓一 ＰＨＰ研究所 2010.12 102347424
近代日本貨幣の歴史図説読本 佐々木俊明 近代文芸社 1993.11 110481397
図説日本貨幣史 日本学術協会 展望社 1990.1 113439921
日本貨幣図鑑 郡司勇夫 東洋経済新報社 1981.1 110991254
古貨幣図録・昭和泉譜　第１巻 平尾聚泉 歴史図書社 1974 113019160
古貨幣図録・昭和泉譜　第２巻 平尾聚泉 歴史図書社 1974 113019152
古貨幣図録・昭和泉譜　第３巻 平尾聚泉 歴史図書社 1974 113019145
古貨幣図録・昭和泉譜　第４巻 平尾聚泉 歴史図書社 1974 113019137
大日本貨幣史　第１巻 大蔵省 大日本貨幣史刊行会 1969 113019285
大日本貨幣史　第２巻 大蔵省 大日本貨幣史刊行会 1969 113019277
大日本貨幣史　第３巻 大蔵省 大日本貨幣史刊行会 1969 113019269
大日本貨幣史　第４巻 大蔵省 大日本貨幣史刊行会 1969 113019251
大日本貨幣史　第５巻 大蔵省 大日本貨幣史刊行会 1969 113019244
大日本貨幣史　第６巻 大蔵省 大日本貨幣史刊行会 1969 113019236
大日本貨幣史　第７巻 大蔵省 大日本貨幣史刊行会 1969 113019228
大日本貨幣史　第８巻 大蔵省 大日本貨幣史刊行会 1969 113019210
日本貨幣流通史 小葉田淳 刀江書院 1969 113617179
日本通貨図鑑 利光三津夫 日本専門図書出版 2004.6 101427367
お札のうつりかわり 山村鉄男 貯蓄増強中央委員会 1954.5 112495536
お金・紙幣・金融の大辞典 村石利夫 日本総合図書販売 1982.5 112938881
近代日本貨幣の歴史図説読本 佐々木俊明 日本図書刊行会 1993.11 110481397

図書
書名 著者名 出版社 出版年 資料番号
貨幣考古学の世界 櫻木晋一 ニューサイエンス社 2016.5 103003414

日本近世貨幣史の研究 安国良一 思文閣出版 2016.5 102992575

日本古代貨幣制度史の研究 森明彦 塙書房 2016.3 102986494
日本古代貨幣の創出 今村啓爾 講談社学術文庫 2015.5 102898715
貨幣の歴史学 日本銀行情報サービス局 日本銀行情報サービス局 2011.3 102361326
中国古代貨幣経済史研究 柿沼陽平 汲古書院 2011.1 102407194
貨幣誕生 日本銀行金融研究所貨幣博物館 日本銀行金融研究所貨幣博物館 2007.12 101958460
貨幣の地域史 鈴木公雄 岩波書店 2007.11 101950442
芸術と貨幣 マーク・シェル みすず書房 2004.1 101389831
銭貨 池享 青木書店 2001.5 100964733
富本銭と謎の銀銭 今村啓爾 小学館 2001.2 100891423
貨幣なぜなぜ質問箱 大蔵省印刷局 大蔵省印刷局 1999.1 100694785
貨幣 滝沢武雄 東京堂出版 1999.1 100441773
お金の不思議 国立歴史民俗博物館 山川出版社 1998.6 100348366
貨幣の誕生 三上隆三 朝日新聞社 1998.1 100178599
貨幣の謎を解く 降旗節雄 白順社 1997.12 100162619
貨幣の日本史 東野治之 朝日新聞社 1997.3 100199454
両から円へ 山本有造 ミネルヴァ書房 1994.2 110481694
古貨幣夜話 利光三津夫 慶応通信 1983.1 115391468
貨幣の語る日本の歴史 山口和雄 そしえて文庫 1979.9 115077760
古銭と紙幣 矢部倉吉 金園社 1973 113617054
日本紙幣肖像の凹版彫刻者たち Ｅ．キヨッソーネ 印刷朝陽会 2010.4 102288172
お札なぜなぜ質問箱 大蔵省印刷局 大蔵省印刷局 1990.7 110481678
金・貨幣・紙幣 笠信太郎 叢文閣 1935 115077653
紙幣肖像の歴史 植村峻 東京美術 1989.11 110481835

②お金のいろいろ

①お札のあしあと

県立熊谷図書館　令和元年度第１回資料展

「お札が変わる前に　～過去のお札、現在のお札、未来のお札～」
展示資料リスト



図書
書名 著者名 出版社 出版年 資料番号
もっと知りたい渋沢栄一Ｑ＆Ａ　第１集 渋沢栄一に学ぶ市民塾 2010.11 300811262
渋沢栄一を知る事典 渋沢栄一記念財団 東京堂出版 2012.1 300921293
渋沢栄一を歩く 田澤拓也 小学館 2006.9 300526225

渋沢栄一物語 田中直隆 三冬社 2014.7 301010005

超訳論語と算盤 渋沢栄一 総合法令出版 2011.6 300822327
この人を見よ！歴史をつくった人びと伝　２５ プロジェクト新・偉人伝 ポプラ社 2010.1 300740107
渋沢栄一　社会企業家の先駆者 島田昌和 岩波書店 2011.7 300821873

渋沢栄一現代ビジネスに活かす言葉 渋沢栄一 ＰＨＰ研究所 2011.6 300822160

渋沢栄一人生を創る言葉５０ 渋澤健 致知出版社 2017.1 301063087

渋沢栄一１００の言葉 津本陽 宝島社 2016.6 301060141
渋沢百訓　論語・人生・経営 渋沢栄一 角川学芸出版 2010.1 300822384
渋沢栄一とアルベール・カーン 渋沢史料館 渋沢史料館 2010.3 300777489

渋沢栄一と関東大震災 渋沢史料館 渋沢史料館 2010.8 300794500

渋沢栄一 デアゴスティ－ニ・ジャパン 2006.11 300626991
めざせ日本の近代化　日本の産業育てた渋沢栄一埼玉県立博物館 埼玉県立博物館 2002.2 300340551
渋沢栄一伝記資料　第５８巻 渋沢青淵記念財団竜門社 渋沢栄一伝記資料刊行会 1965 310193446
青い目の人形　海を渡った親善人形と戦争の物語原田一美 未知谷 2009.4 200574564
青い目の人形と近代日本 是澤博昭 世織書房 2010.1 102327228
写真に偲ぶ青い目の人形 埼玉県平和資料館 埼玉県平和資料館 2000 300437571
青い目の人形と渋沢栄一 埼玉県平和資料館 埼玉県平和資料館 1998.7 300092921

視聴覚資料
書名 著者名 出版社 出版年 資料番号
青い目の人形 東映 1982 760014217

彩の国人物見聞録 埼玉県 埼玉県 2000 740000104

新聞
書名 著者名 出版社 出版年 資料番号
埼玉新聞縮刷版　2001/12 . 埼玉新聞社

図書
書名 著者名 出版社 出版年 資料番号
偽満洲國貨幣図鑑 菅谷信 えにし書房 2015.12 103047668
中国古代貨幣経済史研究 柿沼陽平 汲古書院 2011.1 102407194
新・世界貨幣大事典 平木啓一 ＰＨＰ研究所 2010.12 102347424
韓国貨幣整理報告書 韓国銀行 竜渓書舎 2005.1 101729275
インド貨幣史 Ｐ．Ｌ．グプタ 刀水書房 2001.1 101024362
イタリア貨幣・メダル展 イタリア貨幣・メダル展実行委員会イタリア貨幣・メダル展実行委員会 1991.4 111759908
世界貨幣大事典 平木啓一 ジェミニ 1974 112877717
世界の貨幣 藤沢優 日本貨幣調査会 1960 112153101
世界紙幣図鑑 植村峻 国会資料編纂会 1999.4 100552439
お金が語る現代中国の歴史 富田昌宏 三省堂 1997.7 100032655
韓国貨幣金融史 李碩崙 白桃書房 2000.6 100906049

アメリカ・ドルの歴史 塩谷安夫 学文社 1975 113439947

和同開珎 藤井一二 中央公論社 1991.2 110481595
西洋貨幣史　上 久光重平 国書刊行会 1995.3 110481280
西洋貨幣史　中 久光重平 国書刊行会 1995.3 110481298
西洋貨幣史　下 久光重平 国書刊行会 1995.3 110481306
お金が語る現代中国の歴史 富田昌宏 三省堂 1997.7 100032655
韓国貨幣金融史 李碩崙 白桃書房 2000.6 100906049
アメリカ・ドルの歴史 塩谷安夫 学文社 1975 113439947

④他にもあります、こんなお金

③新たな一万円札の顔、渋沢栄一


