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10年のあゆみ ： 切手にみる海島綿風物詩 西印度諸島海島綿協会10周年
記念行事特別委員会　編集

西印度諸島海島綿協
会

1985年07月 93

10枚の愛蔵コレクション　大人が楽しむ切手ギャラ
リー　Vol. 1 ： 夢のおもちゃ箱編

日本郵趣出版 2014年06月 120

1922年シリーズ ： 米国アルバム集1 JPSアメリカ切手部会　1922
年シリーズ研究会

JPSアメリカ切手部
会

1982年07月 125

1964年東京オリンピック大会コレクションと資料 野﨑　忠信 野﨑忠信 2017年03月 167

1億総切手狂の時代 ： 昭和元禄切手絵巻　1966-
1971

解説・戦後記念切手　;　4 内藤　陽介 日本郵趣出版 2006年04月 318

2002年｢日本年｣｢中国年｣事業報告書 イデア・インスティテュート
編集

日本側実行委員会 2003年01月 73

30銭塔切手の版別分類 切手研究会創立60周年記念
論文集別冊

新井　紀元　著　:　記念論
文集編集委員会　編集

切手研究会 2012年12月 109

500号を超えた郵趣誌について ： ｢おかやま・500
号記念誌　日本郵趣協会岡山支部　2010｣(抄)

関　利貞 関利貞 2011年12月 36

5円おしどり切手 ： 鯛中宏一コレクション JPS杉並支部 1991年 96

60年史全日本切手展 ： 昭和・平成の全記録 小藤田　紘 小藤田紘 2010年08月 422

70の手すさび 浅尾  倫行 郵妍社 1997年09月 195

B.C.O.F.加刷切手と日本及朝鮮における英連邦軍及
インド軍の軍事 ： 郵便業務

伊東　由巳　編 ジャパン・フィラテ
リスト・クラブ

1981年06月 239

ＢＩＢ　ブラティスラヴァ世界絵本原画展　記念切
手解説図録

五十川　静江，松邑　宏一
共編

ＪＰＳ文学・童話切
手部会

2012年06月 222

Chuo Philately ： 中央大学創立100周年記念 苣木　和義　編 中央大学学友会切手
研究会

1986年03月 127

Confortコンフォール愛煙家通信　2017年　№21 ワック 2017年07月 127

Confortコンフォール愛煙家通信　2018年　№24 ワック 2018年04月 127

Confortコンフォール愛煙家通信　2018年　№25 ワック 2018年08月 127

Confortコンフォール愛煙家通信　2018年　№26 ワック 2018年11月 111

切手に関する書籍（和書）
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Confortコンフォール愛煙家通信　2018年　№27 ワック 2018年12月 111

Ｆ１と世界のモータースポーツ ： 世界のモーター
スポーツ110年の進歩の歩み

牧野　克彦 Hon'sペンギン 2006年09月 286

GUN　銃　射撃　狩猟　1970.7 ： 掲載記事：切手
は生きた銃器図鑑／印南博之　著

国際出版 1970年07月 110

It's a stamp world!　切手に恋して 上條　桂子　編集 プチグラパブリッシ
ング

2005年03月 128

Joint Issue ： ２か国以上共同発行切手 小谷野　猪之助 文芸社 2019年02月 190

J.P.S釜石支部　創立20周年記念誌　20年のあゆみ
1968～1988

小川　誠也，他　編 JPS釜石支部 1988年11月 65

J.P.S釜石支部　創立30周年記念誌 氏家  壮欣  他編集 日本郵趣協会釜石支
部

1998年09月 53

JPS駿河支部創立10周年記念誌 JPS駿河支部 1977年 47

JPS名古屋第一支部会報200号記念特別号
NAGOYA200

日本郵趣協会名古屋
第一支部

1994年03月 加除式

JPS茂原支部結成20周年記念特集号 日本郵趣協会茂原支
部

2003年06月 86

Kami the History of Oji Paper ： 王子製紙の軌
跡

小倉　一夫　編纂 王子製紙 2004年08月 169

ＵＰＵ小判切手 ｢日専｣を読み解くシリーズ 山田　廉一 日本郵趣出版 2011年10月 159

Wilhelm Conrad Rontgen X線発見の軌跡 ： 第4章
切手にみるX線発見100年　大竹　久

山崎　岐男　他 日本シェーリング 1993年09月 214

Worldwide Welding : Welding Technology
Appeared in Postage Stamps ： 世界の溶接切手

妹島　五彦，中村　孝 大阪大学接合科学研
究所

1996年08月 8, 94

愛煙家通信　№5 喫煙文化研究会　編 ワック 2013年03月 110

アインシュタイン切手博物館 杉元　秀樹，杉元　賢治 大竹出版 2005年02月 108

青一 ： 和紙青色一銭切手　明治5年7月20日発行 市田　左右一 市田左右一 1970年06月 329

青一 ： 和紙青色一銭切手　明治5年7月20日発行
「青一」別冊

市田　左右一 市田左右一 1970年06月 26枚
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アフリカの野生動物　世界の切手動物園 平岩　道夫，平岩　雅代 けいせい出版 1985年03月 123

天野安治の郵趣ワンポイント・レッスン ： 日本郵
趣協会・福山支部　新春講演　1982-2004

天野　安治 日本郵趣協会福山支
部

2005年02月 137

アメリカ切手とその集め方 魚木　五夫 日本郵趣出版 1986年08月 270

あゆたか　第五十七号 ： 稲田郷土史会機関誌 稲田郷土史会 2019年10月 59

あゆたか　第五十九号 ： 稲田郷土史会機関誌 稲田郷土史会 2021年10月 61

あゆみ　切手使用美術工芸品写真集 ： 田中善之助
古希記念

田中　善之助 田中善之助 1988年 132

アルバム整理のしかた 水原　明窓 日本郵趣協会 1973年06月 32

アルバム整理のしかた 水原　明窗 日本郵趣協会 1969年12月 32

アルバム整理のしかた 水原　明窗 日本郵趣協会 1976年11月 32

アルバム整理のしかた みずはら　めいそう 日本郵趣協会 1982年12月 32

アルバムの整理法 インスタント郵趣シリーズ
;　4

平利　勉 日本郵趣協会出版部 1965年02月 38

アルバムの整理法 インスタント郵趣シリーズ
;　4

平利　勉 日本郵趣協会出版部 1965年11月 38

アンデルセン生誕200年記念切手解説図録 JPS童話切手部会　編 JPS童話切手部会 2006年08月 103

医学切手解説 蓮見　武爾 蓮見武爾 197-?年 63丁

医学切手解説－大塚薬報抜刷－（1～17） ： 1971
年～1972年6月

蓮見　武爾 大塚製薬工場 1972年 1冊

医学切手美術館 ： 「季刊　透析ライフ」連載中 河瀬　正晴 河瀬正晴 1993年 24

医学史小ばなし　day by day ： 切手で医学散歩
100選

金山　知新 メディカルトリ
ビューン

2011年07月 222

医学史を飾る人々 原田　尚 メディカルジャーナ
ル社

2000年03月 274

医学と薬学のシンボル ： アスクレピオスの杖とヒ
ギエイア（ハイジア）の杯

古川  明 医歯薬出版 2002年03月 162

錨の穿孔切手 都蒐友会郵趣叢書　;　第8
輯

安達　直 都蒐友会 1946年10月 18丁
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イギリス切手部会25周年記念誌 佐藤　明夫　編集 日本郵趣協会イギリ
ス切手部会

2005年03月 57

一心ふらんす、郵趣人生 ： サラリーマン収集家の
3倍人生　Ma vie philatelique

松本　純一 日本郵趣出版 2004年11月 190

違法切手のひみつ [山崎　太郎] Postagestamp.jp &
時事漫画放談

2016年08月 20

いろいろな鉄　上 松尾　宗次 日鉄技術情報セン
ター

1996年10月 221

印刷局震火災誌 月刊『たんぶるぽすと』　;
増刊第77号

内閣印刷局　編 鳴美 2018年09月 260

印刷と美術のあいだ ： キヨッソーネとファンタ
ネージと明治の日本

印刷博物館 2014年10月 175

印象派切手絵画館 切手ビジュアルアート･シ
リーズ

江村　清 日本郵趣出版 2014年07月 128

ウクライナ　1992－94　加刷・暫定切手のリスト 高橋　昇 高橋昇 1996年04月 102

うじ郵遊　創立10周年記念 宇治郵趣倶楽部・日
本郵趣協会宇治支部

2007年03月 200

うじ郵遊　創立15周年記念 ： (解散記念誌) 宇治郵趣倶楽部 2012年03月 108

歌い踊る切手 ： 古典芸能トリビアBOOK 中村　雅之 切手の博物館 2019年10月 95

宇宙切手図鑑 グリーンブックス　;　132 白井　洸，山田　陽志郎 ニューサイエンス社 1986年02月 122

美しき国オーストリア 三井  高陽 日墺協会 1972年07月 75

うつのみや支部創立10周年記念誌 日本郵趣協会宇都宮支部　編
集

日本郵趣協会宇都宮
支部

1994年09月 61

うつのみや支部創立20周年記念誌 日本郵趣協会宇都宮支部　編
集

日本郵趣協会宇都宮
支部

2004年11月 126

ヴュルテンベルクの切手　1851－1875 ：
WURTTEMBERG(KREUZERZEIT)

坂　輔男 外国切手研究会 1978年09月 63

裏のりに気配り ： 切手の保護とファイリング 松井  晃 松井晃 1999年05月 33
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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 日本郵趣出版 2015年11月 110

江崎悌三随筆集 江崎　悌三　著，江崎　シャ
ルロッテ　編

北隆館 1958年12月 345

エスペラントを育てた人々 ： 仙台での歴史から 後藤　斉 創英出版 2008年11月 68

エドガー・アラン・ポーの世紀 ： 生誕200周年記
念必携

八木　敏雄　巽　孝之　編 研究社 2009年09月 376

蝦と蟹 ： 切手をめぐるその自然誌 大森　信 恒星社厚生閣 1985年03月 145

エビとカニの博物誌 ： 世界の切手になった甲殻類 大森　信 築地書館 2021年07月 203

遠足50回誌　2003-2013 木下　直之　編 文化資源学会 2013年07月 211

エンタイア集雪月花風信Ⅰ 内野　髙明 内野髙明 2018年09月 297

エンタイア集雪月花風信Ⅱ 内野　髙明 内野髙明 2019年05月 290

エンタイア集雪月花風信Ⅲ 内野　髙明 内野髙明 2020年06月 301

エンタイア集雪月花風信Ⅳ 内野　髙明 内野髙明 2021年06月 289

エンタイア集雪月花風信Ⅴ 内野　髙明 内野髙明 2022年05月 297

欧亜航空公司と航空郵便 郵趣モノグラフ　;　6 阿部  達也 日本郵趣協会 1999年08月 94

おうちで日本美術館 田辺　龍太 日本郵趣出版 2010年06月 87

大垣郵趣会30年史 仁林　礼二 大垣郵趣会 1985年10月 38

大川如水を語る 湘南趣味通信　;　第3巻 浅野弘 1941年10月 23

大空かける夢 切手ミュージアム　;　3 落合　一夫，白木　靖美 未来文化社 1996年06月 138

お金と切手のひみつ 学研まんがひみつシリーズ
;　28

久光　重平，三島　良績　監
修

学習研究社 1978年10月 144

お金と切手のひみつ 学研まんがひみつシリーズ
;　28

久光　重平，三島　良績　監
修

学習研究社 1984年02月 144

沖縄切手アルバム  標準 全日本切手商協会 全日本切手商協会 1973年03月 64

沖縄切手で儲けろ　1973年版 切手投資センター　監修 エルム 1972年12月 58

沖縄切手のふるさと 月刊青い海編集部　編 高倉出版会 1973年03月 181

沖縄切手のふるさと 月刊青い海編集部　編 高倉出版会 1973年03月 181

沖縄切手ハンドブック 立川　憲吉 日本郵趣協会 1973年05月 175
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沖縄切手ハンドブック 立川　憲吉　編 日本郵趣協会 1973年07月 174

沖縄・高松塚の時代 ： 切手ブームの落日　1972-
1979

解説・戦後記念切手　;　5 内藤　陽介 日本郵趣出版 2007年03月 334

沖縄とともに ： 立川憲吉追悼集 立川憲吉追悼集編集委員会
編集

日本郵趣協会 2010年10月 257

奥の細道300年記念 Nyan Road ： ＜ニャン・ロー
ド＞

東北郵政局 1989年02月 46

お米と日本食の情報カード ： 日本の農業切手 解説　印南　博之 ＪＡグループ 200-?年 加除式

お札と切手のはなし ： お札と郵便切手のできるま
で

植村　峻　編 印刷局朝陽会 1980年07月 57

お札と切手のはなし ： 銀行券・郵便切手のできる
まで

植村　峻　編 印刷局朝陽会 1985年 79

お札と切手のはなし ： 銀行券・郵便切手のできる
まで

植村　峻　編著 印刷局朝陽会 1994年06月 79

お札や切手のできるまで　お札の移り変わり ： 大
蔵省印刷局滝野川工場彦根工場案内記

印刷局朝陽会 19--?年 62

おしどり5円 ： 定常変種のすべて 鯛中　宏一 方寸会 1992年11月 254

お宝切手鑑定士髙橋宣雄の疾風人生 髙橋　宣雄 日本郵趣出版 2016年02月 184

おもしろ電気通信史 ： 楽しく学ぼう通信の歴史 三浦　正悦 総合電子出版社 2003年08月 225

おもしろ郵便の楽しみ方 ： 送ってたのしい、も
らって嬉しい

酒井 正雄 クレイン 1998年10月 150

お雇い外国人の郵便 澤　護，近辻　喜一，谷　喬 1987年02月 59

オリンピック切手 菅原　真吉 中央公論事業出版 1964年07月 200

オリンピック切手 菅原　真吉 中央公論事業出版 1964年08月 200

オリンピック切手 菅原　真吉 中央公論事業出版 1964年08月 200

オリンピック切手 中央公論事業出版 1964年08月 200

オリンピック切手オリンピック郵趣　1896－1964 浦上　富雄 浦上富雄 1994年12月 506

オリンピック切手の話 関本　篤 大正海上火災保険 1963年 1冊



7 / 60 ページ

書名　：　副書名 シリーズ 編著者　(訳者) 出版社 出版年 ページ数

切手に関する書籍（和書）

オリンピック切手の話 ： 大正海上火災版オリン
ピック切手カレンダー解説

関本　篤 大正海上火災保険 1963年 39

音楽・切手の366日 平林　敏彦 薬事日報社 2006年07月 201

音楽切手の調べ からっ風　;　第30号 松浦　豊吉 NTT高崎支店 1993年 40

海外郵便の魅力 相馬　靖生 相馬靖生 2015年09月 274

絵画切手にみる旧約聖書もの語り 野村  美夫 2002年 84

外国切手蒐集の遍歴 数原　貢 数原貢 1978年08月 169

外国切手に描かれた日本 内藤　陽介 光文社 2003年03月 275

外国切手の集め方 魚木　五夫 日本郵趣出版 1979年06月 190

外国切手の集め方 郵趣サービス社 1977年06月 36

外国切手の集め方 魚木　五夫 日本郵趣出版 1978年12月 190

外国切手の集め方 魚木　五夫 日本郵趣出版 1979年03月 190

外国切手の集め方 魚木　五夫 日本郵趣出版 1980年04月 190

外国切手の集め方 魚木　五夫 日本郵趣出版 1983年12月 190

外国郵便事始め 篠原　宏 日本郵趣出版 1982年04月 237

カイコの世界の郵便切手 ： 駒ヶ根シルクミュージ
アム  第2回特別展 2002年8月10日(土)～9月30日
(月)

駒ヶ根シルクミュー
ジアム

2002年08月 21

学習・切手日記 1965 学習研究社 1965年01月 127

春日部郵趣会10周年記念　発光切手コレクション
： 春日部郵趣　№4～15から抜粋

春日部郵趣会 1997年04月 63

各国一番切手列伝  1840-1857 とつくに会 とつくに会 1996年03月 143

各国一番切手列伝　その2 ： 1858-1871 とつくに会 とつくに会 2006年01月 147

各国の国際オリンピック大会記念郵便切手 逓信協会 逓信協会 1938年07月 76

カブトムシ、ハチなどの虫たち 切手ミュージアム　;　7 白木　靖美 未来文化社 2000年10月 152

カラーでわかる！相対性理論 佐藤　勝彦　監修 ＰＨＰ研究所 2009年07月 127

カラーマーク収集ガイドブック 桑野　博 日本郵趣出版 2005年04月 77

からす会50号記念誌 からす会 1969年02月 37

樺太の郵便 山下　精一 日本郵趣出版 1978年07月 124
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ガリ版文化を歩く ： 謄写版の100年 志村　章子 新宿書房 1995年01月 311

韓　1983 韓国切手研究会 韓国切手研究会 1983年12月 79

韓国現代史 ： 切手でたどる60年 内藤　陽介 福村書店 2008年07月 398

韓国・日本(琉球)のスカウト郵票・スカウト切手と
記念消印 ： 90周年記念編纂　1922-2012

小町　国市　編者代表 Kuni Scouting
Library

2014年03月 115

韓国文位郵票使用畢研究　1884 ： 第2部文位郵票
使用畢に対する再考察

鶏林郵趣叢書　1 金　在勝　（金　令康） 鶏林郵趣同 1997年01月 50, v, 2

韓国郵趣資料　第1輯　1884－1905／1945－1946 広田　芳久 広田芳久 1975年09月 49

関西悪郵会創立20周年記念誌1991 石川　勝巳　飯田　文雄　編 1991年09月 35

関西学院大学切手研究部創立50年史 OB会記念誌刊行委員会　編 ルネック[印刷] 2004年06月 83

関西郵趣サロン　二十五周年記念誌 本多　邦一　ほか　編集 日本郵趣協会　関西
郵趣サロン

2016年03月 32

機関車の切手 荒井　誠一 丸の内出版 1975年08月 268

菊切手 ｢日専｣を読み解くシリーズ 古家　美和 日本郵趣出版 2010年09月 175

偽造龍切手について ： W. Metzelaar, Varro E.
Tyler

　（亭島  佳於） 関西郵趣連盟 1972年01月 20丁

北朝鮮事典 ： 切手で読み解く朝鮮民主主義人民共
和国

内藤  陽介 竹内書店新社 2001年01月 431

切手 オクトパス・カラーライブ
ラリー

ケネス・チャップマン，バー
バラ・ベーカー　（片山　正
也，沼田　眞）

洋販出版 1975年 71

切手 もの知り100シリーズ　;　9 北上　健 若木書房 1978年09月 207

切手 NHK美の壺 ＮＨＫ｢美の壺｣制作班　編 日本放送出版協会 2009年06月 70

切手 ： 集め方楽しみ方 文春実用百科 今井　修 文藝春秋 1968年02月 207, v

切手 ： 集め方楽しみ方 文春実用百科 今井　修 文藝春秋 1968年11月 207, v

切手 ： 集め方楽しみ方 文春レジャー 今井　修 文藝春秋 1969年12月 207, v

切手 ： 集め方楽しみ方 今井　修 文藝春秋 1969年12月 207

切手 ： 鑑賞と蒐集 柳沢　利洋 誠文堂新光社 1953年08月 280

切手 ： 収集と楽しみ方 三井　高陽 ダヴィッド社 1957年05月 328
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切手 ： 収集と楽しみ方 三井　高陽 ダヴィッド社 1958年01月 238

切手 ： 収集と楽しみ方 三井　高陽 ダヴィッド社 1958年04月 238

切手 ： 収集と鑑賞 現代教養文庫　;　187 三井　高陽 社会思想研究会出版
部

1957年12月 151

切手 ： 収集と鑑賞 現代教養文庫　;　187 三井　高陽 社会思想研究会出版
部

1958年01月 151

切手 ： 収集と鑑賞 現代教養文庫　;　187 三井　高陽 社会思想研究会出版
部

1958年02月 151

切手 ： 収集と鑑賞 現代教養文庫　;　187 三井　高陽 社会思想研究会出版
部

1958年03月 151

切手 ： 収集と鑑賞 現代教養文庫　;　187 三井　高陽 社会思想研究会出版
部

1959年12月 151

切手 ： 収集と鑑賞 現代教養文庫　;　187 三井　高陽 社会思想社 1963年12月 151

切手商売65年 ： 西岡辰二の郵趣昭和史 矢倉　善兵衛 日本郵趣出版 1989年01月 214

切手集め教室　上巻 ： おとなにも子供にも楽しい 三島　良績 同文書院 1965年11月 198, 32

切手集め教室　下巻 ： おとなにも子供にも楽しい 三島　良績 同文書院 1965年11月 387, 32

切手集め大作戦 ： 自分で工夫する 大谷　博 朝日ソノラマ 1972年10月 224, 14

切手あつめの12章 インスタント郵趣シリーズ
;　1

日本郵趣協会出版部 1963年05月 31

切手あつめの12章 ： インスタント収集入門 インスタント郵趣シリーズ
;　1

郵趣編集部　編集 日本郵趣協会出版部 1962年03月 31

切手あつめの12章 ： インスタント収集入門 日本郵趣協会出版部 1962年01月 31

切手あつめの12章 ： インスタント収集入門 インスタント郵趣シリーズ
;　1

郵趣編集部　編 日本郵趣協会出版部 1962年06月 31

切手あつめの12章 ： インスタント収集入門 インスタント郵趣シリーズ
;　1

郵趣編集部　編 日本郵趣協会出版部 1963年01月 31

切手あつめの12章 ： インスタント収集入門 インスタント郵趣シリーズ
;　1

郵趣編集部　編 日本郵趣協会出版部 1963年12月 31
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切手あつめの12章 ： インスタント収集入門 インスタント郵趣シリーズ
;　1

郵趣編集部　編 日本郵趣協会出版部 1965年07月 31

切手あつめの12章 ： インスタント収集入門 インスタント郵趣シリーズ
;　1

郵趣編集部　編 日本郵趣協会出版部 1966年05月 31

切手あつめの12章 ： インスタント収集入門 インスタント郵趣シリーズ
;　1

郵趣編集部　編 日本郵趣協会出版部 1967年06月 32

切手集めの科学 三島　良績 同文書院 1965年04月 418

切手集めのしおり 今井　修 東海郵趣連盟 1973年09月 62

切手集めのしおり 今井　修 東海郵趣連盟 1978年03月 70

切手絵巻ショパン物語 荒井　照夫 ハンナ 2013年03月 119

切手全百科 コロタン文庫　;　28 平岩　道夫 小学館 1979年04月 352

きっておぼえがき 切手双書　;　第5編 前田　晃 全日本郵便切手普及
協会

1975年03月 121

切手おもしろ百科 ： 日本編 平岩　道夫，平岩　雅代 けいせい出版 1986年08月 220

切手が描く森と木の世界 ： 緑の地球紀行 羽賀  正雄 全国林業改良普及協
会

2000年08月 135

切手画家木村勝の遺した資料 ： 戦後切手　1946～
1961

｢木村勝の遺した資料｣編集委
員会　企画監修

日本郵趣協会 2013年11月 95

切手画家木村勝の遺した資料 ： 戦後切手　1962～
1984

｢木村勝の遺した資料｣編集委
員会　企画監修

日本郵趣協会 2014年10月 95

切手が語る20世紀の人間ドラマ ： 20世紀の切手
101人

新井  喜美夫 ARAI & ELIZA 2001年08月 228

切手が語る医学のあゆみ 古川　明 医歯薬出版 1986年04月 565

切手が語るヴァイオリン 高村　寿一 草場書房 2012年09月 107

切手が語る数学の世界 無限大　;　№78　昭和63年
夏

高木　茂男 日本アイビーエム 1988年07月 95

切手が語る世界のエネルギー 三島　良績 原書房 1993年02月 246

切手が語る戦争と平和 ： 第1次世界大戦勃発から
第2次世界大戦の終結まで

原　享 原櫻子 1984年01月 299
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切手が語るナチスの謀略 伊達　仁郎 大正出版 1995年07月 190

切手が語る香港の歴史 ： スタンプメディアと植民
地

内藤　陽介 社会評論社 1997年03月 190

切手が語るモーツァルトの世界 栗田　久暉 音楽之友社 1997年09月 174

切手稼業25年 Herman Herst Jr.　（西岡
辰二）

日本フィラテリック
センター

1979年10月 111

切手画人伝 田中　晧一 三彩社 1971年08月 172

切手が伝える化学の世界 ： 化学に親しむはじめの
一歩

切手で知ろうシリーズ　;
9

齊藤　正巳　著　;　若林
文高　新井　和孝　監修

彩流社 2013年04月 127

切手が伝える暦と時計の世界史 切手で知ろうシリーズ　;
8

串田　均 彩流社 2010年03月 119

切手が伝える視覚障害 ： 点字・白杖・盲導犬 切手で知ろうシリーズ　;
5

大沢　秀雄 彩流社 2009年01月 119

切手が伝える第2次世界大戦 ： メディアとしての
切手

切手で知ろうシリーズ　;
1

印南　博之 彩流社 2006年08月 119

切手が伝える地図の世界史 ： 探検家と地図を作っ
た人々

切手で知ろうシリーズ　;
4

西海　隆夫 彩流社 2008年07月 119

切手が伝える花の園芸史 ： ヨーロッパにおける発
展と世界への広がり

切手で知ろうシリーズ　;
10

嘉ノ海　暁子 彩流社 2015年04月 117

切手が伝える仏像 ： 意匠と歴史 切手で知ろうシリーズ　;
6

内藤　陽介 彩流社 2009年04月 119

切手が伝えるベートーヴェンとその時代 切手で知ろうシリーズ　;
2

大沼　幸雄 彩流社 2007年05月 119

切手が伝えるマリアの図像学 ： 色・顔･形の検索
図鑑

切手で知ろうシリーズ　;
7

小杉　健　著 彩流社 2009年12月 119

切手が伝えるモーツァルトその生涯と旅 切手で知ろうシリーズ　;
3

大沼　幸雄 彩流社 2008年05月 119

切手から生まれたぽすくま 10th ANNIVERSARY BOOK 日本郵便　監修 切手の博物館 2022年09月 95

切手研究会創立10周年記念論文集 切手研究会編集部 切手研究会 1960年02月 36
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切手研究会創立5周年記念論文集 切手研究会 1955年06月 34

切手研究会創立60周年記念論文集 記念論文集編集委員会　編集 切手研究会 2012年04月 344

切手研究用語集 郵便文化振興協会 2005年03月 142

切手国名辞典 郵趣叢書　;　2 ｢郵趣｣編集部 日本郵趣協会 1952年03月 62

切手国名辞典 郵趣叢書　;　2 日本郵趣協会 195-?年 62

切手コレクションリーフ制作ハンドブック ： 全国
切手展JAPEXルールブック準拠

郵趣モノグラフ　;　27 榎沢　祐一 日本郵趣協会 2018年10月 95

切手歳時記 ニッポンプレス・文化部　編 ニッポンプレス 1966年 424

切手歳時記 琉球新報社編集局　編 琉球新報社 1966年04月 424

切手収集ABC 水原　明窗 日本郵趣協会 1971年08月 40

切手収集ABC 水原　明窗 日本郵趣協会 1968年04月 40

切手収集ABC 水原　明窗 日本郵趣協会 1972年03月 40

切手収集ABC みずはら　めいそう 日本郵趣協会 1976年11月 39

切手収集ABC みずはら　めいそう 日本郵趣協会 1982年12月 39

切手収集と楽しみ方入門 小学館入門百科シリーズ　;
16

今井　修 小学館 1980年05月 183

切手収集と楽しみ方入門 小学館入門百科シリーズ　;
16

今井　修 小学館 1981年03月 183

切手収集入門 村井　雅憲 全日本郵趣連盟 1954年11月 48

切手収集入門 比企　喬介 日本郵趣協会 1965年11月 208

切手収集入門 村井　雅憲 全日本郵趣連盟 48

切手収集の思い出 切手双書　;　第4編 全日本郵便切手普及協会 全日本郵便切手普及
協会

1972年11月 152

切手収集用語事典 インスタント郵趣シリーズ
;　3

日本郵趣協会編集部　編 日本郵趣協会出版部 1964年 17

切手商になる迄 切手趣味叢書  ;　第13編 ルドルフ・フリードル 切手趣味編輯部 1938年03月 25

切手女子のかわいい収集BOOK ： 集める！飾る！眺
める！

ばば　ちえ PHP研究所 2014年02月 95

切手　世界の山めぐり 山渓文庫　;　37 横山　厚夫 山と渓谷社 1967年07月 254

切手大図典 ： 原色日本切手100年全種カタログ 少年マガジン　編 講談社 1971年04月 145
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切手談義 三井　高陽 通信文化振興会 1948年07月 194

切手帖とピンセット ： 1969年代グラフィック切手
蒐集の愉しみ

加藤　郁美 国書刊行会 2010年01月 184

切手帖とピンセット ： 1969年代グラフィック切手
蒐集の愉しみ

加藤　郁美 国書刊行会 2014年02月 192

キッテデカ　1 ビッグコミックス 寺沢　大介，高橋　遠州　原
案

小学館 2013年03月 202

キッテデカ　2 ビッグコミックス 寺沢　大介，高橋　遠州　原
案

小学館 2014年09月 242

切手デザイナーの仕事 ： 日本郵便切手・葉書室よ
り

間部　香代 グラフィック社 2022年10月 187

切手で知る世界 ともだちシリーズ　;　13 三井　高陽 中央公論社 1954年03月 144

切手でたどる原子力史 ： 原子力の夜明け 社会経済生産性本部 2006年04月 48

切手でたどる西洋絵画の歴史 ： ルネサンスから現
代絵画まで

京都外国語大学 2014年10月 30

切手で旅するヨーロッパ 山田　庸子 ピエ・ブックス 2006年03月 127

切手でチャンスをつかもう 切手投資センター 1978年 33

切手で綴る医学の歴史 安室　芳樹 医学郵趣研究会 2008年10月 303

切手で綴る映画百年 中島　斉 中島斉 2017年09月 164

切手で綴るオーストリア紀行 ： 歴史、文化、音
楽、そしてモーツァルトの史跡再探訪

栗田　久暉 栗田久暉 1993年05月 72

切手でつづる化学物語 ： エネルギー、衣食住、く
すり、環境

ポピュラーサイエンス 伊藤　良一 裳華房 1997年06月 viii,
188

切手でつづる原子力 三島　良績 サンケイ出版 1983年11月 124

切手でつなぐ卓球の輪 ： Reiko Collection :
Stamps Connecting the Table Tennis World

宮川　禮子　監修　卓球王国
編集

卓球王国 2009年05月 173

切手で仏像 山本　勉 講談社 2018年04月 159

切手でみる20世紀科学技術の発展 ： 国際科学技術
博覧会(財)つくば科学万博記念財団25周年記念

つくば科学万博記念
財団

2010年10月 40
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切手でみる医学のトピックス 古川　明 日本アクセル・シュ
プリンガー出版

1995年04月 215

切手で見る化学工業 北里　元 内田老鶴圃新社 1978年04月 132

切手でみる外科の歴史 ： 第100回日本外科学会総
会企画特別展示

蓮見　昭武 蓮見昭武 2000年08月 33

切手で見る社会図鑑 ： 日本切手風土記 珍道　恒夫 珍道恒夫 1989年08月 349

切手で見る植物図鑑 全郵連切手趣味叢書　;　2 小倉　謙 全日本郵趣連盟 1955年08月 83

切手で見る植物図鑑 小倉　謙 蒼風書院 1955年08月 82

切手でみるスイス 高村　寿一 酒田時計貿易 1973年05月 128

切手で見るスイス 高村　寿一 酒田時計貿易 1973年05月 32, 128

切手で見る西洋の名画 橋本　洋 橋本洋 1995年 218

切手でみる世界のクリスマス 車　潤順 聖山社 1985年11月 63

切手で見る石油130年のドラマ　発展と功罪 森井　英孝　構成 松村石油 1992年05月 107

切手で見るテレコミュニケーション史 新コロナシリーズ 山田　康二 コロナ社 1991年07月 7, 146

切手で見る動物図鑑　哺乳類篇 全日本郵趣連盟切手趣味叢
書　;　3

島津　安樹朗 全日本郵趣連盟 1955年10月 95

切手で見る動物図鑑 ： 哺乳類編 島津　安樹朗 蒼風書院 1955年10月 95

切手で見る皮膚科学 小野　公義 私家版 1989年 84

切手で見る皮膚科学 皮膚科の臨床　;　Vol.31
No.9

小野　公義 金原出版 1989年08月 1209-
1322

切手で見る免疫血液学 河瀬　正晴 医学書房 1993年05月 169

切手で見る免疫血液学 ： Medical Postgraduates
連載中

河瀬　正晴 医学書房 1991年06月 [68]丁

切手でみるユーラシア諸国とその歴史 ユーラシア・ブックレット
;　 №18

西嶋  有厚 東洋書店 2001年07月 63

切手で見る輸血と献血 新コロナシリーズ　;　17 河瀬　正晴 コロナ社 1992年09月 156

切手でもうける本 ： あなたも切手で百万長者 米原　徹夫 切手経済社 1964年 68, 96

切手で儲けろ 町田　恒夫 広済堂出版 1971年09月 248

切手で儲けろ ： 小資金で大きな利益 町田　恒夫 広済堂出版 1971年10月 248
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切手で読む第2次世界大戦 西島　有厚 青木書店 1987年06月 196

切手とあそぼ ： 財団法人日本郵趣協会北見支部結
成25周年記念誌

日本郵趣協会北見支
部

2000年09月 118

切手とあそぼ ： 財団法人日本郵趣協会北見支部結
成30周年記念誌

日本郵趣協会北見支
部

2006年12月 103

切手とあそぼ ： 財団法人日本郵趣協会北見支部結
成40周年記念誌

日本郵趣協会北見支
部

2016年10月 71

切手と医史 中谷　欣二 北国出版社 1982年11月 222

切手と印刷 印刷庁朝陽会 印刷庁朝陽会 1949年12月 156

切手と印刷 印刷庁朝陽会 印刷庁朝陽会 1949年12月 156

切手と印刷 大蔵省印刷局　監修 印刷局朝陽会 1977年04月 342

切手と絵でみる医学の歴史 古川  明 日本アクセル・シュ
プリンガー

1999年07月 263

切手と旅する京都　京100選 切手ビジュアルトラベル・
シリーズ

福井　和雄 日本郵趣出版 2014年10月 125

切手と旅する世界遺産 佐滝　剛弘 日本郵趣出版 2012年09月 167

切手とともに 森川  武道 森川武道 1999年04月 97

切手と皮膚科学　1 小野　公義 小野公義 1986?年 1冊

切手と風景印でたどる百名山 桜田　隆範 ふくろう舎 2007年06月 447

切手と福祉とそのこころ 山口　勝　編 三優社 1995年05月 114

切手なんでも百科 学習まんがふしぎシリーズ
;　52

魚木　五夫 小学館 1985年04月 136

切手に生きる 山崎　好是 山崎好是 1986年06月 139

切手に生きる 山崎　好是 鳴美 2003年04月 139

切手に強くなる本 ポイントブックス　;　112 北上　健 番町書房 1963年 294

切手に強くなる本 ポイントブックス　;　112 北上　健 番町書房 1964年 294

切手につよくなる本 ： マガジンブックス マガジンブックス 岡田　芳朗，高橋　タクミ
絵

講談社 1971年01月 204

切手になった日本文化人 高久　茂 一二三書房 1953年03月 254
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切手に秘められた愛 新風舎文庫 黛　信彦 新風舎 2005年08月 287

切手に見る岩手 山崎　光蔵 岩手日報社 1990年04月 171

切手に見る世界の楽器 MUSIC GALLERY ;　22 江波戸　昭 音楽之友社 1987年12月 79

切手にみる世界のたべもの 田中　徳重 日本食糧新聞社 1987年09月 177

切手にみる世界の鉄道 ： 鉄道切手100年誌 荒井　誠一 鉄道図書刊行会 1963年02月 76

切手にみる世界の鉄道 荒井　誠一 鉄道図書刊行会 1962年10月 76

切手に見る世界の橋 ： 歴史と文化を訪ねて 佐藤　健 理工図書 1989年06月 200

切手に見る世界の民俗楽器 江波戸　昭 音楽之友社 1979年06月 172, 38

切手にみる世界の民族衣装 石山　彰，浦野　米太郎 文化出版局 1978年02月 309

切手に見るタイ 安藤  浩 文芸社 2001年03月 254

切手に見る鉄道技術の歴史 藤井　浩 土木工学社 1983年05月 144

切手にみる糖尿病の歴史 堀田　饒 ライフサイエンス出
版

2013年01月 139

切手に見る土木技術の歩み ： 創意と工夫 渡辺  俊雄 山海堂 1999年04月 262

切手にみる病と闘った偉人たち 堀田　饒 ライフサイエンス出
版

2006年09月 iv, 55

切手入門 小学館入門百科シリーズ　;
16

今井　修　監修 小学館 1971年11月 182

切手入門 ： カラー版ジュニア入門百科 山根　重次 秋田書房 1976年04月 176

切手入門 ： まんが版入門百科 平岩　道夫　監修 集英社 1972年08月 166

切手によるアイスランド散策 1 ドン・ブラント　（村田
敏）

村田敏 85

切手によるアイスランド散策 2 ドン・ブラント　（村田
敏）

村田敏 86-185

切手によるせんいの文化史 磯貝　宥之 日本寝装新聞社 1981年10月 202

切手年鑑  1967年版 伊東  由巳 JPC出版社 1966年11月 165

切手の集め方 郵趣叢書　;　1 水原　明窓 日本郵趣協会 1952年06月 75

切手の家　1 1954?年 33枚
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切手の思い出 ｢特技懇｣誌連載。№
251(2008年11月・季刊)～№
260(2011年１月)

桜井　孝 特許庁技術懇話会 2008-11年 18

切手の音楽　作品編 前田　忠一　編 切手展望会 2007年08月 944

切手の音楽　人物編 前田　忠一　編 切手展望会 2007年08月 1185

切手の鑑賞　人物編 現代教養文庫　;　204 三井　高陽 社会思想研究会出版
部

1958年06月 110

切手の鑑賞　乗物編 現代教養文庫　;　197 三井　高陽 社会思想研究会出版
部

1958年04月 110

切手の鑑賞　乗物編 現代教養文庫　;　197 三井　高陽 社会思想研究会出版
部

1958年04月 110

切手の思想家 杉原　四郎 未来社 1992年12月 58, iii

切手の社会科 梅谷学習文庫 谷　信勝 中等教育研究会 1953年05月 90

切手のすべて 少年文庫　;　11 北上　健 少年画報社 1963年03月 206

切手のすべて 少年文庫　;　11 北上　健 少年画報社 1964年 206

切手の楽しさ倍増法 ： やさしく書かれた切手印刷
のノウハウが収集の世界を変える

植村　峻 日本郵趣協会 1982年09月 230

切手の愉しみ 市田　左右一 池田書店 1958年02月 228

切手の愉しみ 新教養選書　;　39 市田　左右一 池田書店 1963年11月 227

切手の知識 ： 切手の歴史から集め方見方まで 三井　高陽 蒼風書院 1955年06月 70, 14

切手の友 ： 学生郵便切手会創立25周年記念 切手の友 1971年12月 48

切手の友 ： 孔版(昭和21～23)　復刻版 神津　克己　編集・製作 切手の友(学生郵便
切手会)

2002年05月 416

切手の中の北海道 北林　利仁 北海道新聞社 1995年01月 241

切手の博物館研究紀要　第1号 研究紀要編集委員会　編集 切手の博物館 2004年03月 78

切手の博物館研究紀要　第2号 研究紀要編集委員会　編集 切手の博物館 2006年03月 78

切手の博物館研究紀要　第3号 研究紀要編集委員会　編集 切手の博物館 2007年03月 76

切手の博物館研究紀要　第4号 研究紀要編集委員会　編集 切手の博物館 2008年03月 79

切手の博物館研究紀要　第5号 研究紀要編集委員会　編集 切手の博物館 2009年03月 79
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切手の博物館研究紀要　第6号 研究紀要編集委員会　編集 切手の博物館 2010年03月 47

切手の博物館研究紀要　第7号 研究紀要編集委員会　編集 切手の博物館 2011年03月 77

切手の博物館研究紀要　第8号 研究紀要編集委員会　編集 切手の博物館 2012年03月 71

切手の博物館研究紀要　第9号 研究紀要編集委員会　編集 切手の博物館 2013年03月 71

切手の博物館研究紀要　第10号 研究紀要編集委員会　編集 切手の博物館 2014年03月 53

切手の博物館研究紀要　第11号 研究紀要編集委員会　編集 切手の博物館 2015年03月 92

切手の博物館研究紀要　第12号 研究紀要編集委員会　編集 切手の博物館 2016年03月 50

切手の博物館研究紀要　第13号 研究紀要編集委員会　編集 切手の博物館 2017年03月 56

切手の博物館研究紀要　第14号 研究紀要編集委員会　編集 切手の博物館 2018年03月 48

切手の博物館研究紀要　第15号 研究紀要編集委員会　編集 水原フィラテリー財
団

2019年03月 70

切手の博物館研究紀要　第16号 研究紀要編集委員会　編集 水原フィラテリー財
団

2020年03月 53

切手の博物館研究紀要　第17号 研究紀要編集委員会　編集 水原フィラテリー財
団

2021年03月 138

切手の博物館研究紀要　第18号 研究紀要編集委員会　編集 水原フィラテリー財
団

2022年03月 62

切手の話 L.N & M. Williams　（吉田
景保）

みすず書房 1958年03月 245

切手の話 L.N & M. Williams　（吉田
景保）

みすず書房 1958年05月 245

切手の貼絵 船越　輝男 船越輝男 1998年05月 28

切手のひみつ 学研まんがひみつシリーズ
;　68

幹　壮二　監修，熊谷　さと
し　画

学習研究社 1985年06月 144

切手の秘密 ： 世界の切手のロマンス・切手コレク
ション百科

東潮新書　;　5 北上　健 東潮社 1964年08月 232

切手の百科事典　第1巻 ： Enciclopedia dei
francobolli

　（Bunryu Inc.） 旭アド 1974年 400
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切手の百科事典　1 ： Enciclopedia dei
francobolli

　（Bunryu Inc.） 旭アド 1975年10月 400

切手の百科事典　第2巻 ： Enciclopedia dei
francobolli

　（Bunryu Inc.） 旭アド 1974年 401-828

切手の百科事典　2 ： Enciclopedia dei
francobolli

　（Bunryu Inc.） 旭アド 1975年10月 401-828

切手の文化誌 陽セレクション 植村　峻 学陽書房 1996年08月 218

切手の本 ： 今日から始める切手のコレクション NEKO MOOK；2199 渡会　一裕　特別監修 ネコ・パブリッシン
グ

2014年09月 130

切手の窓 山口　広次 朝日新聞社 1956年04月 232, 5

切手のやさしい知識と集めかた ： 小・中学生のた
めの

笠井　太慶喜 新生出版社 1958年02月 118

切手の歴史 岡田　芳朗 講談社 1976年 328

切手は語る 大谷　博 潮出出版社 1985年05月 200, 38

切手は小さな博物館　切手は平和の外交官 青木　栄実 青木栄実 1993年08月 109

切手は知識の泉　歴史の鏡 ： 切手収集歴65年間に
学んだこと

阿曽沼　要 丸善仙台出版サービ
スセンター[制作]

2008年12月 110

切手バブルの時代 ： 五輪・新幹線切手に踊らされ
た頃　1961-1966

解説・戦後記念切手　;　3 内藤　陽介 日本郵趣出版 2005年04月 317

切手はり絵コンテスト作品集 ： 付録　世界の帆船
切手

切手の博物館　編集 切手の博物館 2006年10月 56

切手はり絵コンテスト作品集2 ： 付録　世界のカ
メ切手、海の環境保護切手

切手の博物館　編集 切手の博物館 2008年10月 56

切手ひみつ事典 ポケットひみつ文庫　;　9 幹　壮二 学習研究社 1982年11月 256

切手百話 ： 集め方　楽しみ方 平岩　道夫 毎日新聞社 1969年03月 294

切手百科事典 坂部  護郎 柏林書房 1957年10月 148

切手百科事典 坂部　護郎 柏林書房 1957年12月 148

切手放浪記 鬼手河　大介 博光出版 1995年08月 280

切手放浪記 鬼手河　大介 博光出版 1996年04月 280
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切手放浪記　続 鬼手河　大介 博光出版 1996年11月 333

切手もキレナイ話　茶の間の郷土史 井上　俊郎　編著 伊勢崎郵便切手類販
売協会

1991年12月 133

切手ものしりBOOK ： 収集を楽しむ40話 田辺　龍太 切手の博物館 2019年01月 87

切手・ヨーロッパ音楽感性の旅(1) ： ザルツブル
ク＝ウィーン＝プラハ＝パリ（モーツァルトの足跡
を訪ねて）

松浦　豊吉 松浦豊吉 1990年12月 67

切手よもやま話 三島　良績 毎日新聞社 1958年04月 185

切手浪漫綺譚1 鬼手河  大介 博光出版 2001年05月 291

切手浪漫綺譚2 鬼手河  大介 博光出版 2002年03月 299

切手浪漫綺譚3 鬼手河　大介 博光出版 2003年02月 299

切手浪漫綺譚4 鬼手河　大介 博光出版 2004年12月 307

切手浪漫綺譚5 鬼手河  大介 博光出版 2006年08月 340

切手ワンダーランド 大谷　博 日本郵趣協会 2003年11月 216

切手を通して見る中華民国の歴史と現状 交通部郵政総局　編集 1979年03月 68

切手をみつめて 小川　義博 小川義博 2015年03月 172

記念切手の話 切手趣味叢書　;　第3編 西邨　知一　談，切手趣味編
集部　編集

切手趣味編輯部 1937年07月 31

記念切手の話 西邨　知一　談 切手趣味編輯部 1937年07月 31

記念切手の話 切手趣味叢書　;　第3編 西邨　知一　談，切手趣味編
集部　編集

切手趣味社 1941年03月 31

機能実験　'88 ： ボルドー合本第3集 久野　徹 久野徹 1989年03月 66

きのこ 乙女の玉手箱シリーズ とよ田　キノ子 グラフィック社 2011年09月 135

キノコ切手の博物館 石川　博己 日本郵趣出版 2013年10月 126

キミも切手博士 ： 集め方から楽しみ方まで かもめの本 平岩　道夫 金の星社 1979年03月 158

旧小判切手 ｢日専｣を読み解くシリーズ 田畑　裕司 日本郵趣出版 2009年09月 159

旧小判色調分類とその集め方 郵趣モノグラフ　;　14 田畑　裕司 日本郵趣協会 2003年07月 137

競争切手展に出品するリーフの作り方　テーマティ
クコレクション編

榎沢　祐一　執筆，　郵趣振
興協会　監修

無料世界切手カタロ
グ・スタンペディア

2018年07月 149
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競争切手展に出品するリーフの作り方　伝統郵趣コ
レクション編

吉田　敬　著，　NPO郵趣振
興協会　監修

無料世界切手カタロ
グ・スタンペディア

2017年01月 139

京都寸葉（抄） ： 郵趣界ゴシップ20年史　1953ｰ
1973

ソウル出版社 1985年 224

キヨッソーネと近世日本画里帰り展 ： イタリア・
ジェノヴァ市・キヨッソーネ東洋美術館所蔵

井関　正明　他　編 毎日新聞社 0019年90月 1冊

夔龍團雙鯉郵票 久保井　浩俊 久保井浩俊 2015年 1冊

近況便り巻18　随想　郵趣漫歩 ： お便り編 滝川　忠 滝川忠 2001年 3355-
3628

近況便り巻6　随想　郵趣漫歩 ： お便り編 滝川　忠 滝川忠 1989年12月 932

近代美術・特殊鳥類の時代 ： 切手がアートだった
頃　1979-1985

解説・戦後記念切手　;　6 内藤　陽介 日本郵趣出版 2008年04月 317

クジラ・イルカと海獣たち 切手ミュージアム　;　2 神谷　敏郎，白木　靖美 未来文化社 1995年06月 138

グスタボ・アンドラーデ先生追悼論文集 ： ラテン
アメリカ研究の新地平を求めて　（第11章「切手が
語るラテンアメリカの歴史と政治」辻豊治収録）

アンドラーデ先生追悼論文集
編集委員会　編

2017年08月 273

くすりと切手と音楽を 平林　敏彦 医薬経済社 2007年 加除式

くすりと切手と音楽を 平林　敏彦 グラフィック〔印
刷〕

2011年07月 106

グレート・スモーカー　歴史を変えた愛煙家たち
： もうひとつの楽しみ　たばこと切手

祥伝社新書 祥伝社新書編集部　編 祥伝社 2006年09月 236

呉ポスト200号記念　第3回全国大会記念　記念文集
第3集

呉郵趣研究会 1972年08月 36

呉郵趣研究会創立5周年記念呉ポスト50号記念記念
文集　1960

呉郵趣研究会 1960年02月 19

呉郵趣研究会創立5周年記念呉ポスト50号記念記念
文集　1960

呉郵趣研究会 1960年02月 19

呉郵趣研究会創立10周年記念呉ポスト100号記念記
念文集　第2号

呉郵趣研究会 1965年05月 29

消印は知っていた 正木  繁 朝日新聞社［発売］ 2000年02月 235



22 / 60 ページ

書名　：　副書名 シリーズ 編著者　(訳者) 出版社 出版年 ページ数

切手に関する書籍（和書）

結核とたたかった人々 岡西　順二郎 結核予防会 1979年10月 273

結核の歴史年表 岡西　順二郎 日本化薬医薬部 197-?年 1冊

決断命のビザ 杉原　幸子　監修　渡辺　勝
正　編著

大正出版 1996年11月 318

決断命のビザ 杉原　幸子　監修　渡辺　勝
正　編著

大正出版 2005年10月 316

現行切手　第1巻 ： 昭和51年1月から平成元年4月
改正まで

行徳　国宏 行徳国宏 2007年09月 152

現行切手　第2巻 ： 昭和51年1月から平成元年4月
改正まで

行徳　国宏 行徳国宏 2007年09月 153-248,
19, 12,

11

現行切手いざ見参 田辺　猛 日本郵趣出版 1983年09月 289

現行切手収集入門 片岡　尤二 日本郵趣出版 1977年08月 175

現行切手の集め方 大村　芳弘 スタンプ・マテリア
ル

1987年09月 130

原子と原子力切手リスト 三好　礼治，溝井　雅人，川
島　治

三好礼治 1979年09月 59

原色日本郵便切手図鑑 逓信博物館　編 第一法規出版 1965年04月 244

原色日本郵便切手図鑑 逓信博物館　編 第一法規出版 1966年10月 244, 8

現代切手 山崎　太郎 現代切手収集家 2019年08月 24, 24

現代切手　2019 山崎　太郎 現代切手収集家 2019年12月 24

現代切手　2019-2020 山崎　太郎 現代切手収集家 2020年10月 24

現代切手　2020 山崎　太郎 現代切手 2021年05月 24

現代日中関係史 ： 切手・郵便に秘められた軌跡
第１部1945-1972

郵便×歴史シリーズ　；
Ⅰ

内藤　陽介 日本郵趣出版 2022年11月 255

現代日中関係史 ： 切手・郵便に秘められた軌跡
第２部1972-2022

郵便×歴史シリーズ　；
Ⅱ

内藤　陽介 日本郵趣出版 2023年03月 255

故石川昭二郎氏追悼 ： 会報｢東埼｣特別号 日本郵趣協会草加支
部

2004年04月 178
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交換符号帖 ： Codes for the Nippon Exchange
Club

三条　博　編輯 ニッポン交換会 1932年04月 24

皇室切手 内藤　陽介 平凡社 2005年10月 276

コーラルウェイ 1998年若夏号(4-6月号) ： 切手に
見るオキナワ

日本トランスオー
シャン航空

1998年04月 56

小形シート集 ： A Collection of Souvenir
Sheets

中村　宗文　監修　日本郵便
切手会

日本郵楽会 1948年 72

故宮100選国立故宮博物院 切手ビジュアルアート･シ
リーズ

福井　和雄 日本郵趣出版 2014年01月 127

国際切手展まるごとガイドブック 日本郵趣協会  監修 日本郵趣協会 2001年07月 42

国際グラフ　切手100年　1700枚は何をみてきたの
か

戸村　克己　編 弘報通信社 1970年09月 70

国際グラフ　切手100年第2集 弘報通信社 1971年05月 81

国際展物語　1965-2004 正田　幸弘 日本郵趣連合 2015年07月 76

｢ご婚儀切手｣収集の楽しみ 山本　知永 山本知永 2009年07月 139枚

五重塔30銭切手の研究 三島　良績 切手研究会 2012年10月 17

五重塔30銭凸版印刷製造切手の24実用版シート(原
寸大)

切手研究会創立60周年記念
論文集別冊

新井　紀元　著　:　記念論
文集編集委員会　編集

切手研究会 2012年10月 １冊

古生物もの語り ： 切手でみる脊椎動物の遥かな旅 野村  美夫 2000年 69

國花郵票 久保井　浩俊 久保井浩俊 2015年 1冊

コットンテキスタイルの切手 池田　稔　編 東京農工大学工学部
附属繊維博物館

1992年07月 50

今年は日本の鉄道開業125周年 井上　龍太郎 井上龍太郎 1997年 32

小判切手 澤　護 エドワルド会 1974年10月 441

小判切手 ： 東京がおもしろい たんぶるぽすと　;　増刊第
43号

沢　まもる 鳴美 2009年05月 172

小判切手　事故印 ： 秋元信二郎コレクション 月刊「たんぶるぽすと」　;
増刊56号

鳴美 2011年08月 208

小判切手の集め方 田辺　猛 日本郵趣出版 1975年07月 247
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小判切手の奇妙な目打 ： 後期10目打と10 1/2目打 郵趣研究ブックレット 山田  廉一 切手の博物館 2002年08月 16

小判切手の法令資料集 金子　一郎　編 郵趣と文献同好会 1969年10月 76

小判切手抜粋 ： 澤　護著「小判切手」の抜粋 澤　護 エドワルド会 1974年10月 80

喜望峰 ： ケープタウンから見る南アフリカ 切手紀行シリーズ　;　5 内藤　陽介 彩流社 2012年11月 173

ゴルフをテーマにした切手 ： 柏KGC開場10周年記
念特集号より

関本 篤 柏ゴルフ倶楽部 1971年 18－19

これが戦争だ！ ： 切手で読みとく ちくま新書 内藤　陽介 筑摩書房 2006年03月 254

コレクションへの道 水原　明窗 日本郵趣協会 1968年 31

コレクションへの道 水原　明窗 日本郵趣協会 1970年09月 31

昆虫郵趣ア・ラ・カルト ： 第1回～第30回　カ
ラー版総集編

西田　豊穂 日本郵趣協会昆虫切
手部会

2010年04月 131

昆虫郵趣ア・ラ・カルト　続編 ： ｢JPS昆虫切手部
会報｣連載　第31回～第50回　総集編

西田　豊穂 日本郵趣協会昆虫切
手部会

2013年06月 141

最近の情報100号記念 小判振舞処 2012年07月 294

最近の情報120号 ： 最近の情報発信10周年記念 小判振舞処 2014年04月 212

最近の情報150号記念 小判振舞処 2016年08月 156

最近の情報(60)　5周年記念 長田　伊玖雄 小判振舞処 2009年04月 127

最近の情報(89)増刊 ： 小判振舞処10周年記念 小判振舞処 2011年08月 c, 178

最近の情報誕生15年記念 ： 最近の情報182,183合
併号

長田　伊玖雄 小判振舞処 2019年05月 83

最新世界鉄道切手総図鑑 荒井　誠一　編 日本郵趣出版 1995年08月 419, 18

最新世界鉄道切手総図鑑　補遺版 JPS鉄道切手部会　編集 JPS鉄道切手部会 2004年09月 188, 6

最新世界鉄道切手総図鑑　補遺版 ： カラー印刷版 JPS鉄道切手部会　編集 JPS鉄道切手部会 2004年10月 188，6

最新もの知り切手用語集 水原　明窓 日本郵趣協会 1986年07月 36

最新もの知り切手用語集 水原　明窓　編集 日本郵趣協会 1994年09月 40

最新もの知り切手用語集 水原　明窓　編 日本郵趣協会 1998年02月 40

最新もの知り切手用語集 日本郵趣協会 1990年05月 40

最新もの知り切手用語集 水原　明窓　編 日本郵趣協会 2000年04月 52

最新もの知り切手用語集 水原　明窓　編 日本郵趣協会 2008年07月 52
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財団法人日本郵趣協会千葉支部結成20周年記念会報
： 特集：下総国の二重丸印

若林　正浩　編 JPS千葉支部 1987年10月 114

酒田郵趣会40年のあゆみ 岡部　光一　編集 酒田郵趣会 1989年12月 46

酒田郵趣会50年のあゆみ 酒田郵趣会50年のあゆみ編集
委員会

酒田郵趣会 1999年10月 71

桜切手　和紙仮名入 ： プレーティングブック 月刊『たんぶるぽすと』
；　増刊第84号

山﨑　好是　編，　切手文化
博物館　監修

鳴美 2018年12月 96

桜切手　1872－1876 市田　左右一 市田左右一 1982年03月 313

桜切手　1872－1876 ： 日本語訳 市田　左右一 81

サザランド会社切手 吉田　景保 むさしスタンプ 1972年12月 94

サザランド会社切手 たんぶるぽすと  ;　増刊9 山崎  好是 鳴美 2001年03月 110

サッカースタンプスタジアム ： 切手で魅せるワー
ルドカップ

小堀　俊一 日本郵趣出版 2002年05月 79

サッカー百科展 ： 切手が語る世界のサッカー 小堀　俊一 大修館書店 1992年12月 viii,
214

雑誌郵便切手（切手会）抄 ： 昭和14年～昭和18年
(1939～1941)

サンフィラテリックセンター
監修

日本風景社 1980年01月 303

雑誌郵楽抄 ： 1914年～1930年(大正3年7より～昭
和5年3月)

沢　まもる　編 サンフィラテリック
センター

1979年03月 406

ザ・ドラゴン・スタンプス・オブ・ジャパン　1871
－1872

市田　左右一 池田書店 66

ジオ　Vol.3, no.9 ： 切手に記されたイスラム・
ワールド

内藤　陽介 同朋社 1996年09月 141

四角い500の旅人たち ： 音楽切手世界めぐり 飯島　恒雄，新編集社　編 新編集社 1986年10月 254

事情のある国の切手ほど面白い メディアファクトリー新書 内藤　陽介 メディアファクト
リー

2010年08月 190

自然を愛して 福井のぶ 2004年06月 68

自然を彩るチョウたち 1 切手ミュージアム　;　5 矢島　稔 未来文化社 1999年04月 140

自然を彩るチョウたち 2 切手ミュージアム　;　6 今井　彰，白木　靖美 未来文化社 1999年09月 145
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実戦アルバム作り 田辺　猛 日本郵趣出版 1976年08月 238

実戦アルバム作り 田辺　猛 日本郵趣協会 1977年04月 238

実戦アルバム作り 田辺　猛 日本郵趣出版 1977年04月 238

実戦アルバム作り 田辺　猛 日本郵趣出版 1980年05月 238

知って得する切手の話 横佩　道彦 日本郵趣出版 1995年04月 177

知って得する切手の話 横佩　道彦 日本郵趣出版 1996年06月 177

知って得する切手の話 横佩　道彦 日本郵趣出版 1997年04月 177

知って得する切手の話 横佩　道彦 日本郵趣出版 1998年11月 177

知って得する切手の話 横佩　道彦 日本郵趣出版 1999年05月 177

知って得する切手の話 横佩　道彦 日本郵趣出版 2001年04月 177

自動車産業の興亡 牧野　克彦 日刊自動車新聞社 2003年10月 283

支那の地方切手　上海　厦門 切手趣味叢書  ;　第5編 吉田　一郎 切手趣味編集部 1937年12月 95

支部結成25周年記念誌 日本郵趣協会札幌第
一支部

1995年04月 121

写真は伝え、切手が物語るエジプト ： 悠久の国の
歴史、文化、そしてメッセージ

Yoroku books 松本　弥　文・写真・切手 弥呂久 2008年05月 199

ジャンク切手入門 中島　八十一 中島八十一 2015年05月 127枚

10円桜に惚れて 吉岡　一彦 関東郵趣連盟 2016年06月 120

収集家から見た郵便切手製造の120年 ： 大蔵省印
刷局創立120周年記念特別講演

三島　良績 1993年 28

収集と研究のすすめ 切手双書　;　第1編 三井　高陽 全日本郵趣切手普及
会

1972年02月 126

蒐集の思ひ出 切手趣味叢書  ;　第11編 トレシイ・ウッドワード 切手趣味編輯部 1938年03月 51

蒐集メモ 中川  長一 中川長一 1942年 122

周南支部300号記念誌 出口　正勝　編集 日本郵趣協会周南支
部

2006年10月 80

ジュニア地図帳　こども世界の旅 高木　実 平凡社 1989年04月 64

ジュニア地図帳　こども日本の旅 高木　実 平凡社 1987年04月 72

ジュニア地図帳　こども歴史の旅 高木　実 平凡社 1989年05月 72
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ジュニア育成指導者マニュアル　1995年版 ジュニア育成連絡協議会　監
修

日本郵趣協会 1995年02月 53

趣味日記　1957年用 建設日記 1956年01月 1冊

趣味の切手 ： 楽しい切手収集の入門ガイド 平岩　道夫 金園社 1972年08月 358

趣味の切手教室 村井　雅憲 逓信協会郵便文化部 1950年11月 36

趣味の切手教室 村井　雅憲 逓信協会郵便文化部 1951年 36

趣味の切手全書 ： 収集から鑑賞まで 平岩　道夫 金園社 1964年05月 442

趣味の切手の集め方 ： 入門新書 綾小路　潔 川津書店 1958年 332

趣味の切手ハンドブック 中学時代2年生　;　6月号第
3付録

旺文社 1958年06月 130

趣味の切手ハンドブック ： 集め方から鑑賞まで 平岩　道夫 金園社 1963年 268

趣味の切手ハンドブック ： 集め方から鑑賞まで 平岩　道夫 金園社 1965年 258

趣味の切手ハンドブック ： 集め方から鑑賞まで 平岩　道夫 金園社 1966年03月 260

趣味之郵便切手 三井　高陽 国際交通文化協会 1949年09月 222

趣味の郵便切手 三井　高陽 国際交通文化協会 1949年10月 207

趣友山脈 裏田　稔 裏田稔 1956年01月 28

旬刊切手の友 ： 活版(昭和24～27年)　復刻版 谷　信勝　編集・製作 切手の友 2004年05月 425

女王の肖像 ： 切手蒐集の秘かな愉しみ 四方田　犬彦 工作舎 2019年10月 285

証紙に化けた琉球切手（沖縄県立博物館友の会機関
誌「博友」第10号(1996年3月31日発行)掲載記事の
コピー）

浜本　暁男 沖縄県立博物館友の
会

1996年03月 4

使用年代不明エンタイアの研究 中川  長一 中川長一 1943年 24，11

昭和切手研究 新井　紀元 方寸会 1974年12月 142

昭和切手シート写真集 イガラシスタンプ 1977年04月 139

昭和切手詳解 三島　良績，八田　知雄　編 学生郵便切手会 1947年10月 77

昭和切手詳解 三島　良績，八田　知雄　編 学生郵便切手会 1948年12月 85

昭和切手詳解 三島　良績，八田　知雄　編 学生郵便切手会 1949年08月 89

昭和切手少年 泉　麻人 日本郵趣出版 2011年12月 176
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昭和切手資料　1937年－現行まで 全日本郵趣連盟　昭和切手資
料委員会

全日本郵趣連盟 1970年 140

昭和切手専門カタログ　1937－1946　1980年版 駅逓郵趣会　編 日本風景社 1979年11月 119

昭和切手専門カタログ　1937－1952 山崎　好是　編，駅逓郵趣会
監修

日本風景社 1986年02月 197

昭和切手とその集め方 昭和切手研究グループ 日本郵趣出版 1985年09月 247

昭和切手のカバー収集 郵趣モノグラフ　;　13 成田　弘 日本郵趣協会 2003年03月 212

昭和切手の研究 三島　良績 三島良績 1946年04月 77

昭和切手の製造 郵灯叢書　;　第3輯　郵灯
;　第26特輯号

三島　良績 青森郵灯会 1946年11月 48

昭和切手発行資料集 日本郵趣出版編集部 日本郵趣出版 1981年04月 160

昭和記念切手図録 月刊『たんぶるぽすと』増
刊第97号

星名　定雄 鳴美 2022年03月 320

昭和終焉の時代　1985-1988 解説・戦後記念切手　;　7 内藤　陽介 日本郵趣出版 2009年12月 289

書簡を主とした郵便展　相川考古館 ： 郵便創業
100年記念

1971年11月 56

植物切手収集の楽しみ 三浦  衛  文責  秋保  寛
編集

日本郵趣協会仙台支
部

1998年97月 170

植物切手・図案別収集の展開 ： 植物界と郵趣界 石田　徹 石田徹 2021年08月 27

如水　大川如水を偲ぶ　限定版　（貼込有） ： 如
水会創立35周年　交換会2500回突破記念

如水会 如水会 1973年12月 62

如水　大川如水を偲ぶ ： 如水会創立35周年　交換
会2500回突破記念

如水会 如水会 1973年12月 62

初歩者のためのフィラテリーの講座 切手趣味叢書  ;　第1編 切手趣味編輯部 切手趣味編輯部 1936年10月 65

初歩者のためのフィラテリーの講座 切手趣味叢書  ;　第1編 切手趣味編輯部 切手趣味編輯部 1936年10月 65

新紙の宝石 正田　幸弘 中崎真司（印刷） 2002年06月 146

新小判　最大マルティプルの記録 郵趣研究ブックレット　;
3

井上　和幸，田畑　裕司 日本郵趣協会 2005年09月 20

新小判切手 ｢日専｣を読み解くシリーズ 山田　廉一 日本郵趣出版 2009年10月 191
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震災切手 ｢日専｣を読み解くシリーズ 魚木　五夫 日本郵趣出版 2009年09月 175

震災切手と震災郵便 牧野　正久 日本郵趣出版 1982年07月 132

震災切手等のレポート 本池　悟 本池 悟 1998年09月 172

新昭和切手 ｢日専」を読み解くシリーズ 大村　公作 日本郵趣協会 2005年09月 223

新昭和切手とその集め方 大村　公作 日本郵趣出版 1987年10月 175

「人生地理学」からの出発 ： 牧口常三郎先生生誕
150周年記念

斎藤　毅 鳳書店 2021年07月 243

人生80年 柳原　友治 柳原友治 1986年09月 30

人生は切手とともに楽しく ： JPS三鷹支部創立10
周年記念文集

日本郵趣協会三鷹支
部

2003年02月 26

人生八十年 柳原　友治 柳原友治 1990年02月 30

真相杉原ビザ 渡辺  勝正 大正出版 2000年07月 477, 5

人物でたどるエスペラント文化史 後藤　斉 日本エスペラント協
会

2015年10月 225

親郵 ： 関西親郵会15周年記念誌 関西親郵会 関西親郵会 1954年12月 111

親郵 ： 親郵会40周年記念誌 親郵会 1979年11月 66

親郵 ： 親郵会50周年記念誌 親郵会 親郵会 1989年06月 110

親郵 ： 親郵会70周年記念誌 親郵会 2009年07月 109

親郵 ： 親郵会八十周年記念誌 親郵会同人 2020年03月 123

随筆郵便喇叭 三井　高陽 1973年08月 368

数学の切手コレクション ロビン・ウィルソン　（熊原
啓作）

シュプリンガー・
フェアラーク東京

2003年07月 173

図解切手収集百科事典 OTTO HORNUNG　（魚木　五
夫）

日本郵趣協会出版局 1973年 319

図解切手収集百科事典 OTTO HORNUNG　（魚木　五
夫）

日本郵趣協会出版局 1970年 319

図解世界の切手印刷 ： 切手に見る驚きの特殊印刷
技術

郵趣モノグラフ　;　21 植村　峻 日本郵趣協会 2013年05月 96

スカウト切手の研究　復刻 村山　有 金子厚 1989年 133

スカウト切手の研究　復刻 村山　有 金子厚 1989年 124
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スカウト切手の紹介　第1分冊 金子　厚 金子厚 1990年 246

スカウト切手の紹介　第1分冊 金子　厚 金子厚 1991年 291

スカウト切手の紹介　第1分冊 金子　厚 金子厚 1994年05月 296

スカウト切手の紹介　第2分冊 金子　厚 金子厚 1990年06月 272

スカウト切手の紹介　第2分冊 ： 内容：1968年か
ら1974年まで

金子　厚 金子厚 1992年08月 265

スカウト切手の紹介　第2分冊 金子　厚 金子厚 1994年07月 305

スカウト切手の紹介　第3分冊 ： 内容：1975年か
ら1982年まで

金子　厚 金子厚 1991年09月 282

スカウト切手の紹介　第3分冊 金子　厚 金子厚 1994年09月 301

スカウト切手の紹介　第4分冊 ： 内容：1982年か
ら1985年まで

金子　厚 金子厚 1991年10月 252

スカウト切手の紹介　第4分冊 金子　厚 金子厚 1994年11月 302

スカウト切手の紹介　第5分冊 ： 内容：1986年発
行分より最近発行まで

金子　厚 金子厚 1991年11月 264

スカウト切手の紹介　第5分冊 金子　厚 金子厚 1994年12月 286

スカウト切手の紹介　第6分冊 金子　厚 金子厚 1995年01月 295

スカウト切手の紹介　第7分冊 金子  厚 金子厚 1998年07月 226

スカウト切手発行国の旅 金子　厚　編集 金子厚 1999年11月 257

スカウト切手発行国の旅 金子  厚 金子厚 1999年11月 240

スカウト切手物語 HARRY D. THORSEN JR.　（小
町　国市）

滴水文庫スカウト資
料室

1988年11月 18

透かしの呟き ： 郵便切手の透かし物語 長野  隆治 長野隆治 2001年12月 246

透かしの呟き ： 郵便切手の透かし物語 長野  隆治 長野隆治 2004年10月 262

すぐに役立つ郵便切手の集め方 山下　武夫 駅鈴社 1947年05月 70

すぐに役立つ郵便切手の集め方 山下　武夫 駅鈴社 1950年08月 70

すぐに役立つ郵便切手の集め方 山下　武夫 駅鈴社 1947年05月 70

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 日本郵趣出版 2016年08月 127



31 / 60 ページ

書名　：　副書名 シリーズ 編著者　(訳者) 出版社 出版年 ページ数

切手に関する書籍（和書）

図説昆虫切手の博物誌 長澤　純夫 築地書館 1982年03月 187

図説世界のくだもの366日事典 講談社＋α文庫 天野　秀二 講談社 1995年09月 427

スタンプくんの切手教室 寺尾　知文　画 日本郵趣出版 1978年05月 215

スタンプくんの切手教室 寺尾　知文 日本郵趣出版 1983年07月 215

スタンプ・スタンプ・スタンプヨーロッパ 塚本　太朗 産業編集センター 2004年12月 139

スタンプ・スタンプ・スタンプヨーロッパ　2 塚本　太朗 産業編集センター 2005年12月 141

スタンプツアーインザワールド pieni kauppa ；　田端　宏
章　文

ピエ・ブックス 2008年05月 141

スポーツ切手　陸上競技 カラーブックス　;　39 島　三郎 保育社 1963年09月 153

墨六 ： 和紙紫褐色六銭切手 市田　左右一 市田左右一 1968年05月 329

製造面から見た書状10円期の記念特殊切手 郵趣モノグラフ　；　31 永吉　秀夫 日本郵趣協会 2020年11月 110

政府印刷事業100年 大蔵省印刷局  編集 印刷局朝陽会 1971年11月 32

西洋紋章パヴィリオン ： その形や色にかくされた
ドラマ

印南　博之 東京美術 1992年03月 128

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　（髙山
祥子）

東京創元社 2018年07月 211，
xxii

世界一をねらう日本の切手王 週刊読売　;　1966年4月8日
号

読売新聞社 1966年04月 114

世界楽器切手総図鑑 江波戸　昭 日本郵趣協会 1987年10月 18, 202

世界から消えた50の国 ： 1840-1975年 ビョルン・ベルゲ　（角　敦
子）

原書房 2018年07月 383, xv

世界切手国めぐり 斎藤　毅 日本郵趣出版 1997年08月 247

世界切手国めぐり 斎藤　毅 日本郵趣出版 1999年11月 247

世界切手国めぐり･続 斎藤　毅 日本郵趣出版 2004年09月 261

世界切手小型シート図鑑　1　1963年版 深山　欣伸 Deep Mountain
Postage Stamp
Study Club

1963年10月 150

世界切手地図 郵趣双書　;　26 今井　修 日本郵趣協会 1965年12月 68

世界切手地図 郵趣双書　;　26 今井　修 日本郵趣協会 1970年10月 68
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世界切手地図 今井　修 日本郵趣出版 1976年08月 68

世界切手地図 今井　修 日本郵趣出版 1978年04月 68

世界切手地図 今井　修 日本郵趣出版 1980年06月 68

世界切手地図 今井　修 日本郵趣出版 1981年12月 68

世界切手地図 今井　修 日本郵趣出版 1983年04月 68

世界切手地図 今井　修 日本郵趣出版 1984年08月 68

世界切手地図 今井　修 日本郵趣出版 1986年07月 68

世界切手地図 今井　修 日本郵趣出版 1988年05月 68

世界切手地図 今井　修 日本郵趣出版 1990年08月 68

世界切手地図 今井　修　著，江波戸　昭
監修

日本郵趣出版 1997年02月 72

世界切手地図・新 江波戸  昭 日本郵趣出版 2001年11月 77

世界切手風物誌 逓信博物館　監修 駅鈴社 1956年06月 109

世界切手風物誌 逓信博物館　監修 駅鈴社 1956年07月 109

世界軍事郵便概要 三井　高陽，増井　幸雄 国際交通文化協会 1939年 400

世界軍事郵便概要 三井　高陽，増井　幸雄 国際交通文化協会 1939年03月 400

世界最高額の切手｢ブルー・モーリシャス｣を探せ！
： コレクターが追い求める｢幻の切手｣の数奇な運
命

ヘレン・モーガン　著　（藤
井　留美）

光文社 2007年12月 334

世界児童文学切手ハンドブック JPS童話切手部会 1994年 加除式

世界植物切手集 武田薬報(昭和35年5月～38
年12月)別冊

刈米　達夫 44丁

世界植物切手集 刈米　達夫 武田薬品 28枚

世界植物切手図鑑 ： 小倉謙コレクションによる 日本郵趣協会植物切手部会
編

日本郵趣協会 1984年 460

世界植物切手大図鑑 日本郵趣協会植物切
手部会

1979年02月 265

世界たばこ紀行 TASC双書　;　3 川床　邦夫 山愛書院 2007年03月 246

世界蝶切手図鑑1 ： Papilionidae アゲハチョウ科 三浦  訖 三浦訖 1998年05月 39
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世界蝶切手図鑑1 ： 日本に舞う蝶 三浦  訖 三浦訖 1997年10月 31

世界珍切手物語 MSK文庫　;　第4巻 明治スタンプ会 19--?年 48

世界珍品切手物語　 ： そのロマンと価値の秘密 古屋　厚一 鳴美 2008年08月 270

世界鉄道切手図鑑　1984－89　最新 荒井　誠一　編 日本郵趣出版 1989年10月 14, 161

世界鉄道切手総図鑑 荒井　誠一　編 日本郵趣出版 1984年12月 320

世界鉄道切手夢紀行 切手ビジュアルトラベル・
シリーズ

櫻井　寛 日本郵趣出版 2017年08月 126

世界動物切手図鑑　1 ： A－B 世界動物切手図鑑編集委員会
編

日本郵趣協会 1986年 viii,
104

世界動物切手図鑑　2 ： Bu－Eq 世界動物切手図鑑編集委員会
編

日本郵趣協会 1986年10月 105-232

世界動物切手図鑑　3 ： Eq－Jam 世界動物切手図鑑編集委員会
編

日本郵趣協会 1987年05月 233-360

世界動物切手図鑑　4 ： Jap－Mona 世界動物切手図鑑編集委員会
編

日本郵趣協会 1988年01月 361-488

世界動物切手図鑑　5 ： Mong－Pol 世界動物切手図鑑編集委員会
編

日本郵趣協会 1988年08月 489-616

世界動物切手図鑑　6 ： Pol－Spa 世界動物切手図鑑編集委員会
編

日本郵趣協会 1989年03月 617-744

世界動物切手図鑑　7 ： Spa－V 世界動物切手図鑑編集委員会
編

日本郵趣協会 1989年09月 745-872

世界動物切手図鑑　8 ： W－Z 世界動物切手図鑑編集委員会
編

日本郵趣協会 1990年04月 873-
1032

世界動物切手図鑑　9 ： 追録 世界動物切手図鑑編集委員会
編

日本郵趣協会 1990年10月 1033-
1176

世界動物切手図鑑　10 ： 索引 世界動物切手図鑑編集委員会
編

日本郵趣協会 1992年03月 136

世界動物切手図鑑　10 ： 索引 世界動物切手図鑑編集委員会
編

日本郵趣協会 1992年06月 136
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世界の牛切手 ： 牛の博物館Web企画展 奥州市牛の博物館 2021年03月 95

世界の音を訪ねて リバティ・アカデミーブッ
クレット　;　6

江波戸　昭 明治大学リバティ・
アカデミー

2007年03月 83

世界の音楽切手 音楽写真文庫　;　18 西川　宗一郎 音楽之友社 1962年12月 76

世界の切手 平岩　道夫 保育社 1964年08月 153

世界の切手 カラーブックス　;　64 平岩　道夫 保育社 1972年02月 153

世界の切手 カラーコンパクト　;　1011 前田　晃，篠原　宏　編 集英社 1966年12月 149

世界の切手 ： アサヒグラフ 朝日新聞社出版局 1957-59年 200

世界の切手 ： アサヒグラフ 朝日新聞社 1957-60年 202

世界の切手　101-120, 122-130 ： アサヒグラフ 朝日新聞社出版局 1959-60年 58

世界の切手印刷 植村　峻 印刷局朝陽会 1979年05月 390

世界の切手トピカルリスト　1963 日本郵趣協会代理部 1963年 32

世界の切手ハンドブック 福音館日用文庫　;　401 山口　修　編 福音館書店 1958年12月 284

世界のキノコ切手 ： around the world with a
mushroom stamp

飯沢　耕太郎　；　石川　博
己　監修

プチグラパブリッシ
ング

2007年09月 183

世界のキノコ切手発行40年史 石川  博己 石川博己 1999年09月 133

世界の魚 ： 切手水族館 Kawade paperbacks 30 露木　英男 河出書房新社 1963年04月 232, 14

世界のサッカー切手 ： ワールドカップ 多賀　正男　編 キネマ旬報社 1993年11月 94

世界のスカウト切手 切手趣味シリーズ　;　3 村山　有 切手趣味社 1965年07月 66

世界のチーフスカウトBaden-Powell ： 切手に見る
我等のB-P

金子  厚 金子厚 1989年03月 25

世界の鉄道切手 ： 鉄道開通物語 荒井　誠一　監修，石川　慶
一

交通新聞社 1990年04月 171

世界の鉄道切手図鑑 市川　健三　監修 毎日新聞社 1980年06月 225

世界の電気スタンプ図鑑 滝井　晴雄 中部電力 1991年 81

世界の乗り物切手展 東京ステーションギャラリー
企画・編集

東日本鉄道文化財団 1995年07月 47

世界の民族音楽 ： 切手でみる楽器のすべて 江波戸　昭 生活情報センター 2006年03月 207
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世界の郵便切手 S.L.文庫　;　2 時岡　隆 羽田書房 1949年04月 119, 32,
20

世界の蘭切手 三好　栄次　切手監修　；
蘭友会　解説・監修

大日本絵画 1987年04月 185

世界の蘭切手 三好　栄次　切手監修，蘭友
会　解説・監修

大日本絵画 1987年04月 185

世界舞踊切手総図鑑 泉　巌男 日本郵趣協会 1990年04月 120

世界めぐり切手の旅 川口　寅之輔 毎日新聞社 1958年09月 168

世界郵便切手図鑑　植物切手篇 逓信博物館　編 逓信博物館 1952年03月 54

世界郵便切手図鑑　スポーツ切手篇 逓信博物館　編 逓信博物館 1952年 50

世界郵便切手図鑑　スポーツ切手篇 逓信博物館　編 逓信博物館 1952年03月 50

世界郵便切手図鑑　動物切手篇哺乳動物 逓信博物館　編 郵政省逓信博物館 1950年01月 48

世界郵便切手図鑑　動物切手篇哺乳動物 逓信博物館　編 郵政省逓信博物館 1950年01月 48

世界郵便切手図鑑　文化人切手篇 逓信博物館　編 逓信博物館 1951年03月 50

世界郵便切手図鑑　文化人切手篇 逓信博物館　編 逓信博物館 1951年03月 50

世界郵便切手図鑑　陸上交通切手篇 逓信博物館　編 逓信博物館 1954年03月 50

世界郵便発達史 長谷川　孫助 通信教育振興会 1947年08月 165

世界を巡る撮影の旅 ： 2019年（令和元年） 相馬　靖生 相馬靖生 2019年09月 297

赤十字切手物語 奥田　勝 奥田勝 1977年03月 58

ゼネラル談義 切手双書　;　第3編 三島　良績 全日本郵便切手普及
協会

1972年 137

ゼネラル談義 切手双書　;　第3編 三島　良績 全日本郵便切手普及
協会

1972年09月 137

瀬谷郵趣10周年記念号 瀬谷郵趣会 1979年08月 111

穿孔切手必携　昭和25年版 都蒐友会郵趣叢書　;　第11
輯

安達　直　編 都蒐友会 1950年01月 50

戦後記念切手は使用済が面白い 天野　安治 日本郵趣出版 2004年09月 231

戦後記念の楽しみ30選 ： JPS静岡県５支部合同例
会記念出版

大久保　幸夫 JPS沼津支部 2007年06月 48
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全国切手教室標準テキスト 日本郵趣協会　編集 日本郵趣協会 1983年06月 39

戦後に於ける日本郵便切手構図の調査 野澤　保人 野澤保人 1951年12月 36

戦後のはがき通信 日本郵趣協会 1946-48年 136

戦前の航空郵便 村田　守保，山口　修 切手研究会 1982年02月 98

戦前の国立公園切手 田辺　猛 日本郵趣協会横浜港
北支部

1994年08月 102

戦争と平和を考える一枚のこの切手 青木　栄美 日本友和会 1997年08月 236

戦争とメディア、そして生活 ： ポスタル・メディ
アと占領香港　内藤陽介

勉誠出版 2008年07月 211

セント・ジョージ切手の紹介 金子　厚　編集 金子厚 1995年03月 113

セント・ジョージ切手の紹介 金子　厚　編集 金子厚 1995年10月 207

セント・ジョージ切手の紹介　第1分冊 金子　厚　編集 金子厚 1997年03月 237

セント・ジョージ切手の紹介　第2分冊 金子　厚　編集 金子厚 1997年03月 189

セント・ビンセントの切手　1861-81 石原　実 外国切手研究会 1975年11月 48

全日本切手展　第65回 小藤田　紘 小藤田紘 2015年08月 405

全日本切手展　65年史 小藤田　紘 小藤田紘 2014年10月 400

全日本切手展　第66回 小藤田　紘 小藤田紘 2016年08月 362, 32

全日本切手展　第68回 小藤田　紘 小藤田紘 2018年08月 370，32

全日本切手展　第69回 小藤田　紘 小藤田紘 2019年08月 220

全日本切手展　第71回 ： 全日本切手展2021 小藤田　紘　編 小藤田紘 2021年08月 404

全日本切手展　第1回(昭和26年)～第56回(平成18
年)全記録

小藤田　紘 小藤田紘 2006年06月 311

全日本切手展　第1回(昭和26年)～第57回(平成19
年)全記録

小藤田　紘 小藤田紘 2007年06月 360

全日本切手展　第1回(昭和26年)～第58回(平成20
年)全記録

小藤田　紘 小藤田紘 2008年07月 364

全日本切手展　第1回(昭和26年)～第59回(平成21
年)全記録

小藤田　紘 小藤田紘 2009年07月 422
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全日本切手展　第1回(昭和26年)～61回(平成23年)
全記録

小藤田　紘 小藤田紘 2011年08月 432

全日本切手展　第1回(昭和26年)～62回(平成24年) 小藤田　紘 小藤田紘 2012年08月 392

全日本切手展史 ： 第70回全日本切手展2020記録 小藤田　紘 小藤田紘 2020年07月 74

全日本切手展と共に歩み楽しむ 小藤田　紘 小藤田紘 2014年12月 50

全日本切手展と共に歩み楽しむ ： 平成二十七年 小藤田　紘 小藤田紘 2015年05月 66

占領軍の郵便検閲と郵趣 裏田　稔 日本郵趣出版 1982年05月 125

占領中国郵趣資料　1 ： 華北5省蒙彊　編 川辺　隆信　編 萬趣会 1976年11月 129

早大切手研50年 早大切手研OB会 1999年11月 303

創立30周年記念誌 日本郵趣協会帯広支
部

2006年03月 169

それは終戦からはじまった ： 新視点からみた戦後
史

内藤  陽介 日本郵趣出版 1996年01月 207

第12回全国大会記念文集 呉郵趣研究会 2008年08月 101

第1次国立公園切手収集の新展開 郵趣モノグラフ　;　30 池田　駿介 日本郵趣協会 2020年04月 119

第1次国立公園切手の体系的収集 郵趣モノグラフ　;　22 神宝　浩 日本郵趣協会 2014年09月 125

第34回おびひろ市民芸術祭 ： 帯広市民劇場賞受賞
記念作品展

山根　さない　編 小藤田　紘 2015年06月 １冊

第3次昭和切手収集 郵趣モノグラフ  ;　10 大村  公作 日本郵趣協会 2000年06月 169

第3次昭和切手の詳解 ： 昭和切手入門 　 方寸会 1972年02月 33

第3次昭和切手の詳解 ： 昭和切手入門 新井　紀元 方寸会 1972年12月 33

第4回全国大会記念誌 ： 昭和51年8月28日～29日 呉郵趣研究会 1976年08月 18

第6回全国大会記念文集 呉郵趣研究会 1983年 46

第7回全国大会記念文集 呉郵趣研究会 1987年08月 84

第8回全国大会記念文集 呉郵趣研究会 1992年09月 77
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｢第九｣と日本出会いの歴史 ： 板東ドイツ人俘虜収
容所の演奏会と文化活動の記録

ベートーヴェン・ハウスボン
編　；　ニコレ・ケンプケン
著　（ヤスヨ・テラシマ=
ヴェアハーン　；　大沼　幸
雄　監訳）

彩流社 2011年09月 126

タイ三都周郵記 ： バンコク・アユタヤ・チェンマ
イ＋泰緬鉄道の旅

切手紀行シリーズ　;　1 内藤　陽介 彩流社 2007年11月 190

大正切手 ｢日専」を読み解くシリーズ 天野　安治 日本郵趣出版 2006年09月 222

大地の精、花と緑 切手ミュージアム　;　8 白木  靖美 未来文化社 2001年09月 153

大日本及同属国の郵便切手　上 A.M.TRACEY WOODWARD　（杉
浦　孝明）

日本郵趣協会 1972年08月 292

大日本及同属国の郵便切手　下 A.M.TRACEY WOODWARD　（杉
浦　孝明）

日本郵趣協会 1972年08月 254

大日本帝国郵便始末 篠原　宏 日本郵趣出版 1980年03月 220

大日本郵便切手沿革帖 日本郵便切手会 1945年01月 77

大日本郵便切手沿革帖 日本郵便切手会 1945年01月 77

台湾総督府交通局逓信部職員野戦従軍史 台湾逓信協会本部 1984年04月 257

台湾と郵趣 服部　衣山人 日本郵楽会 1955年 22

台湾の郵便切手 切手趣味叢書　;　第9編 大柴　峰吉 切手趣味編輯部 1938年03月 31

田沢型1銭5厘ハンドブック 郵趣モノグラフ　;　1 天野　安治 日本郵趣協会 1997年03月 vi, 105

田沢型3銭ハンドブック 郵趣モノグラフ  ;　12 天野  安治 日本郵趣協会 2001年07月 183

田沢切手案内 切手研究　;　別冊10 荒田　耕一，とつくに会　編 切手研究会 1984年07月 68

田沢切手専門カタログ　1913－1937 いのうえ　やすひこ 秋坂RM企画 1980年 200

正しい切手の集め方 魚木　五夫 日本郵趣出版 1975年07月 238

正しい切手の集め方 魚木　五夫 日本郵趣出版 1976年07月 238

正しい切手の集め方 魚木　五夫 日本郵趣出版 1977年07月 238

正しい切手の集め方 魚木　五夫 日本郵趣出版 1981年04月 238

正しい切手の集め方 魚木　五夫 日本郵趣出版 1983年03月 238

正しい切手の集め方 魚木　五夫 日本郵趣出版 1985年05月 230
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正しい切手の集め方 ： 改訂新版 魚木　五夫 日本郵趣出版 1989年06月 230

たのしい切手 ： 集めかたのヒント ぼくらの入門百科 佐々木　元勝　監修 秋田書店 1963年03月 192

たのしい切手 ： 集めかたのヒント ぼくらの入門百科 佐々木　元勝　監修 秋田書店 1973年02月 189

楽しい切手コレクション ファンファン文庫 篠原　宏 集英社 1983?年 159

楽しい切手収集 中久木　健児郎　仁科　治夫 東海郵趣連盟 1991年07月 79

楽しい切手収集 関東郵趣連盟 1998年04月 79

たのしい切手入門 入門チャンピオンコース　;
14

三島　良績　監修 学習研究社 1982年03月 152

だれでもたのしめる切手読本 山下　武夫　編 旺文社 1959年03月 190

丹下甲一追悼文集「甲桜抄」 丹下甲一追悼文集編
集委員会「甲の会」

2016年04月 316

単片にみる田沢切手 ： その分類と収集の目標 インスタント郵趣シリーズ
;　2

魚木　五夫 日本郵趣協会出版部 1963年05月 23

単片にみる田沢切手 ： その分類と収集の目標 インスタント郵趣シリーズ
;　2

魚木　五夫 日本郵趣協会出版部 1964年06月 23

単片にみる田沢切手 ： その分類と収集の目標 インスタント郵趣シリーズ
;　2

魚木　五夫 日本郵趣協会出版部 1962年04月 23

小さな「牛の博物館」 ： 切手文化と印刷の変遷 インスタント郵趣シリーズ
;　3

渡辺　勝正 大正出版 2021年03月 1冊

チェ・ゲバラとキューバ革命 ポスタルメディアで読み解
く

内藤　陽介 えにし書房 2019年02月 693

チェコスロヴァキア美術館 ： 切手で鑑賞－至高の
絵画コレクション

市川　敏之 えにし書房 2018年05月 135

地図切手の世界 高木　実 日本交通公社出版事
業局

1981年04月 198

地図切手を読む ： 世界の39の島 新潮選書 高木　実 新潮社 1984年12月 252

地図切手を読む ： 世界の39の島 新潮選書 高木　実 新潮社 1985年01月 253

知のコレクターたち 梅棹　忠夫 講談社 1989年09月 254
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中宮寺弥勒菩薩像切手50円＜緑＞ 町屋　安男 無料世界切手カタロ
グ・スタンペディア

2017年03月 107

中国切手研究余録 湘南切手研究会 1944年 67

中東の誕生 ： 切手で読み解く中東・イスラム世界 内藤  陽介 竹内書店新社 2002年05月 271

彫刻凹版切手に魅了されて 山崎　富男 山崎富男 2020年11月 500

朝鮮近代郵便史  1884－1905 水原　明窗 日本郵趣協会 1993年09月 448

朝鮮戦争 ： ポスタルメディアから読み解く現代ユ
リア史の原点

内藤　陽介 えにし書房 2014年08月 198

蝶の切手 講談社文庫 西田　豊穂 講談社 1986年07月 180

著名人の切手と手紙 ： 切手の博物館開館20周年記
念

切手の博物館 2016年11月 87

月から太陽への旅 ： 郵便局を訪ねて25年、3000局 藤原  和正 群羊社 2002年07月 207

つくろうマイアルバム 印南　博之 日本郵趣出版 1978年09月 159

出会いの山旅 鳥海  真一 山と渓谷社 2002年07月 71

テーマティク郵趣発展の変遷 郵趣モノグラフ　；　33 江村　清　著，　大沼　幸雄
作品提供・解説

日本郵趣協会 2022年07月 95

テーマ郵趣の理論と実際 FRANS DE TROYER　（水原
明窓）

日本郵趣出版 1982年03月 222

手紙 ： その消えゆく世界をたどる旅 サイモン・ガーフィールド
（杉田　七重）

柏書房 2015年12月 549

てがみアート ： 手芸でつづる日仏往復書簡 小倉  ゆき子， ファニー・
ヴィオレ Fanny Vioｌlet
（堀内  花子）

工作舎 2001年01月 120

デザイン別切手収集大百科 日本郵趣協会　編 日本郵趣協会 1997年09月 312

デザイン別切手収集大百科 日本郵趣協会　編 日本郵趣協会 2001年05月 312

鉄道祝慶 井上　龍太郎 井上龍太郎 1995年02月 28

鉄道と切手 ： その歩みとカバーコレクション DJ鉄ぶらブックス030 鉄道友の会　編，　藤井
浩，　鹿山　晃　監修

交通新聞社 2020年05月 173

鉄道と切手の交差点で（案） 井上　龍太郎 井上龍太郎 1993年12月 44
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手彫 ： 吉村登美雄氏所蔵品より200部製作 タカハシスタンプ商
会

2003年04月 60

手彫切手 タカハシスタンプ商
会

1995年11月 64

手彫切手 「日専」を読み解くシリー
ズ

高野　昇郎 日本郵趣協会 2005年07月 162

手彫切手シート写真帖　解説付 ： 切手文化会創立
25周年記念

谷　喬 切手文化会 1969年 1冊

手彫切手専門カタログ　1973 手彫切手研究会　編 手彫切手研究会 1973年07月 184

手彫切手専門カタログ　1975 手彫切手研究会　編 手彫切手研究会 1974年12月 198

手彫切手専門カタログ　1978 手彫切手研究会　編 手彫切手研究会 1978年03月 185

手彫切手専門カタログ　1981 手彫切手研究会　編 手彫切手研究会 1981年04月 188

手彫切手専門カタログ　1986 手彫切手研究会　編 手彫切手研究会 1985年12月 187

手彫切手専門カタログ　1997 手彫切手研究会　編 手彫切手研究会 1997年04月 191

手彫切手専門カタログ　2007 高野　昇郎　編集　手彫切手
研究会　編纂

手彫切手研究会 2007年02月 200

手彫切手の法令集 日本郵便史学会研究シリー
ズ　;　第4集

篠原　宏，田辺　卓躬 日本郵便史学会 1963年07月 47

手彫ノート 1 ： 手彫カラー即売型録付録 高橋  宣雄 タカハシスタンプ商
会

1997年05月 100

手彫ノート 2 高橋  宣雄 タカハシスタンプ商
会

2001年07月 203

デンマークの切手　1851－1874 岩井　勵 外国切手研究会 1980年12月 61

獨逸建物切手研究 荻原　海一 切手研究会 1954年06月 118

ドイツ・チェコ・オーストリア歴史と文化の旅 松田　至弘 冬至書房 2004年10月 182

ドイツ俘虜の郵便　日本にあった収容所の生活
1914～1920

Ｈ．ルーファ,　Ｗ．ルンガ
ス　共著　（吉田　景保　訳
注）

日本風景社 1982年05月 98
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ドイツ俘虜の郵便 ： 1914－1920 HEMUT･RUEFER, WOLF･RUNGAS
（吉田　景保）

駅逓郵趣会 1978年10月 100

東海道五拾三次　江戸のうんちく道中 切手ビジュアルトラベル・
シリーズ

稲垣　進一 日本郵趣出版 2019年11月 127

東京オリンピック郵趣サービス報告書 全日本郵便切手普及協会 全日本郵便切手普及
協会

1965年10月 43

東京大学切手研究会25周年記念誌 東大切手研究会 1972年 78

東京大学切手研究会30周年記念誌 丹下　甲一　編 東京大学切手研究会 1977年06月 90

東京大学切手研究会35周年記念誌 杉山　浩　編 東京大学切手研究会 1981年06月 88

東京大学切手研究会40周年記念誌 小鴨　康二　編 東京大学切手研究会 1987年12月 105

東京大学切手研究会50周年記念誌 小鴨　康二　編 東京大学切手研究会 1998年12月 78

東京ッ子の山荘生活誌 須賀川  誠三 文芸社 2002年09月 175

東大郵趣100年史 谷　喬　監修，安藤　宏　等
編

東京大学切手研究会 1978年11月 60

東大郵趣100年史 谷　喬　監修，安藤　宏　等
編

東京大学切手研究会 1978年11月 60

動物切手　其1 切手文化叢書　;　第46編 島津　忠秀 切手趣味社 1942年06月 84

動物切手 島津　安樹朗 全日本郵便切手普及
協会

1979年01月 160

動物切手図鑑　哺乳類篇1 グリーンブックス　;　92 功力　欣三 ニューサイエンス社 1982年10月 ii, 110

動物切手図鑑　哺乳類篇1 グリーンブックス　;　92 功力　欣三 ニューサイエンス社 1985年09月 ii, 110

動物切手図鑑　哺乳類篇2 グリーンブックス　;　98 功力　欣三 ニューサイエンス社 1983年04月 ii, 111

動物切手図鑑　哺乳類篇3 グリーンブックス　;　114 功力　欣三 ニューサイエンス社 1984年08月 ii, 115

動物切手総目録 切手趣味叢書　;　第47編 島津　安樹朗 切手趣味社 1958年03月 76

動物切手総目録 切手趣味叢書  ;　第47編 島津　安樹朗 切手趣味社 1958年03月 76

動物切手総目録　新編 切手趣味シリーズ　;　4 島津　安樹朗 切手趣味社 1966年 170, 48

東洋切手行脚の思ひ出 ： = In The Far East 英和
対訳

切手趣味叢書　;　第38編 ジー・ティー・ビーショップ 切手趣味社 1940年12月 77

土佐の村送り切手 香宗我部　秀雄 鳴美 2009年08月 3532
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トピカル切手の集め方 川井　清敏 日本郵趣出版 1980年11月 205

トピカル切手の集め方 川井　清敏 日本郵趣出版 1988年01月 205

トランシルヴァニア／モルダヴィア歴史紀行 ：
ルーマニアの古都を歩く

切手紀行シリーズ　;　2 内藤　陽介 彩流社 2007年11月 190

中島先生を追悼するマスコミ記事 1979?年 75丁

中島隆の名誉毀損にかかる訴訟資料 中島　巌 中島巌 1973年04月 15

何故切手を集めるのか ： 或るコレクターの問わず
語り

滝川  忠 滝川忠 1999年11月 47

七尾発の郵便印 相馬　靖生 相馬靖生 2020年09月 207

南方切手資料 ： 金井スタンプ・レーダー付録 南方切手研究グループ 金井スタンプ 65-248

南方占領地 ： 切手・ステーショナリー ｢日専｣を読み解くシリーズ 土屋　理義 日本郵趣出版 2008年11月 223

南方占領地切手のすべて  上 ： 香港、ビルマ、マ
ライ、北ボルネオ

郵趣モノグラフ  ;　7 土屋  理義 日本郵趣協会 1999年09月 108

南方占領地切手のすべて  下 ： オランダ領東イン
ド、フィリピン

郵趣モノグラフ　;　8 土屋  理義 日本郵趣協会 1999年10月 101

南方占領地の切手と郵便　図録・歴史秘話 郵趣モノグラフ　;　25 土屋　理義 日本郵趣協会 2016年02月 127

南方のポスタルステーショナリー 金井スタンプ 1973-74年 56

新潟郵朋 ： 新潟郵趣通信400号記念会報 新潟郵趣会 1984年10月 56

日清友好の先駆者たち　岸田吟香　荒尾精　近衛篤
麿 ： 郵便史からの考察

立山　一郎 立山一郎 2021年03月 127

日本切手100年小史 ： 1871－1977 今井　修 日本郵趣出版 1978年07月 309

日本切手カラーガイド菊 日本郵趣協会 1996年02月 22枚

日本切手カラーガイド旧小判 日本郵趣協会 1999年02月 20枚

日本切手カラーガイド田沢～動植物国宝 日本郵趣協会 2001年03月 18枚

日本切手カラーガイドＵ小判新小判 日本郵趣協会 1998年02月 22枚

日本切手実践アルバム作り 田辺　猛 日本郵趣出版 1988年08月 190

日本切手実践アルバム作り 田辺　猛 日本郵趣出版 1984年12月 190

日本切手辞典 織田　三郎　他編 東京堂出版 1976年07月 336

日本切手データベース　マニュアルと実例 柳井　潔士 柳井潔士 1995年09月 27丁
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日本切手とその集め方 天野　安治 日本郵趣出版 1976年12月 326

日本切手にみる川と海岸 江口　正紀　解説，日本切手
に見る川と海岸研究会　編
集，建設省河川局　監修

河川環境管理財団 1991年10月 29

日本切手の集め方 天野　安治 日本郵趣出版 1980年04月 222

日本切手の集め方 天野　安治 日本郵趣出版 1988年08月 222

日本切手の製造 切手趣味シリーズ　;　1 三島　良績 切手趣味社 1964年04月 84

日本切手の中の船 19--?年 40

日本切手の秘話 北上　健 大陸書房 1971年03月 270

日本切手百科事典 水原　明窓　編集 日本郵趣協会 1974年06月 599

日本切手百科事典 水原　明窓　編集 日本郵趣協会 1974年06月 599

日本切手百科事典 水原　明窓　編集 日本郵趣協会 1974年10月 525

日本切手百科事典 水原　明窓　編集 日本郵趣協会 1974年10月 525

日本切手百科事典 水原　明窓　編集 日本郵趣協会 1974年10月 525

日本切手百科事典 水原　明窓　編集 日本郵趣協会 1975年04月 525

日本記念切手コレクション　2007 神田　明彦 Obunest 2009年05月 265

日本記念切手コレクション　2008 神田　明彦 Obunest 2010年01月 290

日本記念切手コレクション　2009 神田　明彦 Obunest 2010年01月 190

日本記念切手物語 切手趣味編集部 切手趣味編集部 1937年03月 571

日本記念切手物語　戦前編 山口　修 日本郵趣出版 1985年07月 255

日本記念切手物語　其1 切手趣味叢書  ;　第16編 切手趣味 編集部 切手趣味社 1939年06月 100

日本記念切手物語　其2 切手趣味叢書　;　第17編 切手趣味 編集部 切手趣味社 1939年06月 101-226

日本記念切手物語　其3 切手趣味叢書  ;　第18編 切手趣味 編集部 切手趣味社 1939年06月 227-296

日本記念切手物語　其4 切手趣味叢書  ;　第19編 切手趣味 編集部 切手趣味社 1939年06月 297-400

日本記念切手物語　其5 切手趣味叢書　;　第20編 切手趣味編集部 切手趣味社 1939年06月 401-488

日本記念切手物語　其6 切手趣味叢書  ;　第21編 切手趣味 編集部 切手趣味社 1942年03月 489-571

日本航空郵便物語 園山　精助 日本郵趣出版 1986年02月 229

日本初日カバーしのび草 吉川　洋一　編著 日本風景社 1995年01月 320
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日本人に忘れられたガダルカナル島の近現代史 内藤　陽介 扶桑社 2020年09月 262

日本手彫切手シート写真帖 ： 日本語版 A.M.TRACEY WOODWARD  編
（木村　梅次郎）

1923年 107

日本と世界の橋Bridgeの記録 ： 第12回関西スタン
プショウ企画展示

石黒正武 1999年05月 127丁

日本の切手 現代教養文庫　;　220 三井　高陽 社会思想研究会出版
部

1958年12月 117

日本の切手 少年文庫　;　18 北上　健 少年画報社 1964年 210

日本の切手 カラーブックス　;　50 山根　重次 保育社 1964年03月 153

日本の切手 カラーブックス　;　50 山根　重次 保育社 1966年04月 153

日本の切手 ： 完全原色・オール実物大 弘報通信社　企画・編集 産報 1970年12月 70

日本の切手 ： 全種収録　竜文から創業100年記念
まで

別冊週刊読売 読売新聞社 1971年 146

日本の切手 ： 全種収録　竜文から創業100年記念
まで

別冊週刊読売 読売新聞社 1971年08月 146

日本の切手　1 カラーブックス　;　50 山根　重次 保育社 1971年02月 153

日本の切手　1 カラーブックス　;　50 山根　重次 保育社 1972年02月 153

日本の切手　2 カラーブックス　;　216 山根　重次 保育社 1971年02月 153

日本の切手入門 ミニミニカラー文庫　;　72 魚木　五夫 昭文社 1979年11月 139

日本の航空郵便 郵趣モノグラフ  ;　11 成田  弘 日本郵趣協会 2000年08月 185

日本の占領切手 郵趣双書　;　25 富岡　昭 日本郵趣協会 1965年08月 122

日本の占領切手 ： 英領地区の解説とチェックリス
ト

富岡　昭　編著 南方切手研究グルー
プ

1969年09月 101

日本の鉄道 河田　泰男 河田泰男 1970年02月 16

日本の南方占領切手 ： 南方切手研究グループ研究
調査

1962-68年

日本の南方占領切手覚え書 ： 3,500種のドラマ 富岡　昭 関西郵趣連盟 1981年06月 174

日本のみほん切手 ： 明治・大正　編 山本　義之 関西郵趣連盟 1979年12月 202

日本の郵便切手帳 郵趣モノグラフ　;　16 天野　安治，古家　美和 日本郵趣協会 2007年07月 163
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日本郵趣協会札幌第1支部　会報150号記念誌 日本郵趣協会札幌第
1支部

1991年09月 110

日本郵趣百科年鑑　1983 日本郵趣百科年鑑編集委員会 日本郵趣協会 1983年05月 436

日本郵趣百科年鑑　1983 日本郵趣百科年鑑編集委員会 日本郵趣協会 1983年05月 436

日本郵趣百科年鑑　1984 日本郵趣百科年鑑編集委員会 日本郵趣協会 1984年04月 354

日本郵趣百科年鑑　1985 日本郵趣百科年鑑編集委員会 日本郵趣協会 1985年04月 323

日本郵趣百科年鑑　1986 日本郵趣百科年鑑編集委員会
編

日本郵趣協会 1986年05月 247

日本郵便記号入切手 宮熊　太郎 盛岡郵趣会 1965年09月 39, 16

日本郵便切手会初日カバーの記録と写真集 宮崎　精二 カバー研究会 1986年03月 57

日本郵便切手史論 樋畑　雪湖 日本郵券倶楽部 1930年05月 218

日本郵便切手史論 樋畑　雪湖 日本郵券倶楽部 1930年05月 218

日本郵便切手史論　其1 切手趣味叢書　;　第39編 樋畑　雪湖 切手趣味社 1940年12月 100

日本郵便切手史論　其2 切手趣味叢書　;　第40編 樋畑　雪湖 切手趣味社 1940年12月 101-154

日本郵便切手史論　其3 切手趣味叢書　;　第41編 樋畑　雪湖 切手趣味社 1940年12月 155-218

日本郵便切手史論・続 樋畑　雪湖 日本郵券倶楽部 1933年04月 217

日本郵便切手史論・続　其1 切手趣味叢書　;　第42編 樋畑　雪湖 切手趣味社 1940年12月 82

日本郵便切手史論・続　其2 切手趣味叢書　;　第43編 樋畑　雪湖 切手趣味社 1940年12月 83-128

日本郵便切手史論・続　其3 切手趣味叢書　;　第44編 樋畑　雪湖 切手趣味社 1940年12月 129-170

日本郵便切手史論・続　其4 切手趣味叢書　;　第45編 樋畑　雪湖 切手趣味社 1940年12月 171-217

日本郵便切手年鑑　1971 伊東  由巳 JPC出版社 1971年04月 147

日本郵便切手・はがき図録 郵政省　編 吉川弘文館 1971年04月 445

日本浮世絵切手総図鑑 切手ビジュアルアート・シ
リーズ

稲垣　進一 日本郵趣出版 2016年10月 103

日本切手の凹版彫刻者たち ： 切手とお札を彫った
人々

郵趣モノグラフ　;　23 植村　峻 日本郵趣協会 2015年05月 106

日本鉄道切手夢紀行 切手ビジュアルトラベル・
シリーズ

櫻井　寛 日本郵趣出版 2015年10月 125

日本の郵便切手と近現代史　抄 小原　英樹 PFC 2014年04月 191
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日本普通切手収集ガイドブック『さくら』から『普
専』へ

濱谷　彰彦 日本郵趣出版 2020年01月 158

日本郵趣協会40年の歩み 日本郵趣協会　編集 日本郵趣協会 1986年12月 349

日本郵趣協会50年史 ： 財団法人日本郵趣協会創立
50周年記念出版

日本郵趣協会 1996年12月 349

日本郵趣協会60年史 ： 財団法人日本郵趣協会創立
60周年記念出版

日本郵趣協会 2007年12月 333

日本郵趣協会釜石支部創立40周年記念誌 日本郵趣協会釜石支
部

2009年01月 36

日本郵趣史 ： 明治初期から終戦まで 天野　安治 日本郵趣協会 2012年11月 335

日本郵趣文献目録 吉田　景保　編著 双龍社 1979年12月 180

日本郵政=JAPAN POST 井手　秀樹 東洋経済新報社 2015年04月 225

年賀切手 解説・戦後記念切手　別冊 内藤　陽介 日本郵趣出版 2008年12月 253

年賀切手を集める 行徳　国宏 行徳国宏 2011年01月 149

年賀郵便史 丸井　靖夫 丸井靖夫 1992年10月 18, 9

ノーベル賞切手 佐藤　英幸 日本郵趣協会仙台支
部

1998年05月 47

乃木2銭 ： 児玉博昭コレクション 児玉　博昭　本文，作品解説
成田　弘

鳴美 1994年09月 395

乃木2銭切手の研究　草稿 月刊『たんぶるぽすと』
増刊第83号

児玉　博昭，　山﨑　好是 鳴美 2018年06月 72

乃木2銭切手 駅逓郵趣会 駅逓郵趣会 1977年02月 52

はがきが送る｢くすの葉擦れ｣ 絵鳩　昌之 文芸社 2012年11月 137

はがきが送る「くすの葉擦れ」第二集 繪鳩　昌之 文芸社 2019年10月 181

博士になっちゃおう きみにもできるウィンドウ
ズ　;　10

山主　冨士彦，中島　実 岩崎書店 1997年04月 55

幕末松山藩の事件秘話 ： 歴史小説 山崎　善啓 松栄印刷所[印刷] 2009年11月 59

函館郵趣界の歴史 函館郵好会　編纂 函館郵好会 1964年 89

はじめまして　せかいちず 高木　実，高木　幸子 平凡社 1990年12月 20
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はじめまして　にほんちず 高木　実，高木　幸子 平凡社 1991年11月 20

バーチャル切手収集を楽しむ 小川　義博 小川義博 2021年10月 239

ハバロフスク 切手紀行シリーズ　;　4 内藤　陽介 彩流社 2011年11月 189

はまなす慕情 ： 山下精一郵趣文献集 飯山　雄四郎　編 生物工学研究所九州
データベース

1989年10月 171

パリの切手市 ユニコンカラー双書　;
056

玉井　勝美 駸々堂出版 1978年02月 141

春夏秋冬・１２か月手紙を楽しもう！ おもしろい！楽しい！うれ
しい！手紙　；　2

スギヤマカナヨ 偕成社 2018年03月 32

版画・80年の軌跡展図録　第1部 町田市立国際版画美術館　編
集

町田市立国際版画美
術館

1996年04月 201

版画・80年の軌跡展図録　第2部 町田市立国際版画美術館　編
集

町田市立国際版画美
術館

1996年06月 215

万国郵便連合加盟当時の外国郵便 全日本郵便切手普及協会 全日本郵便切手普及
協会

1978年03月 80

阪神支部8周年記念誌 西尾  明  編集 日本郵趣協会阪神支
部

1977年09月 64

阪神支部８周年記念誌 日本郵趣協会阪神支
部

1977年09月 64

板東収容所切手 吉田　景保 いずみ切手研究会 1978年12月 63

バンビブック　第7号　切手集めなんでも号 朝日新聞社 1956年12月 190

バンビブック　第12号　切手集めなんでも号　1958
年版

朝日新聞社 1957年10月 190

バンビブック　第16号　切手あつめなんでも号 朝日新聞社 1958年05月 190

バンビブック　第21号　切手集めなんでも号　1959
年版 ： 皇太子さまご成婚記念

朝日新聞社 1959年03月 206

ビートルズ研究 ： 毒・独・髑・読本 CDジャーナルムック 香月  利一 音楽出版社 2000年08月 251

ビードロ･写楽の時代 ： グリコのオマケが切手
だった頃　1952-1960

解説・戦後記念切手　;　2 内藤　陽介 日本郵趣出版 2004年03月 325
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東の新国家は今 荒木　寛隆 荒木寛隆 1994年 151丁

光は闇より　第1部 ： 視覚障碍を克服した人たち
（KITAGAWAコレクション）

北川　和彦 北川和彦 2004年09月 43

光は闇より　第2部 ： 点字の父ルイ・ブライユ生
誕200年記念

北川　和彦 北川和彦 2010年03月 28

飛行機の切手 木村　秀政 丸ノ内出版 1973年12月 224

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 日本郵趣出版 2013年05月 175

ビジュアル世界切手国名事典 ： アジア･オセアニ
ア編

板橋　祐己 日本郵趣出版 2014年05月 110

ビジュアル世界切手国名事典 ： 中東･アフリカ編 板橋　祐己 日本郵趣出版 2014年09月 119

飛信逓送切手の研究 49

微生物と歩んだ40年 高尾　彰一 冨田房男 1990年11月 151

びっくり動物105話 ： ほ乳類 ミニサイエンス　;　1 湯浅　浩史 TBSブリタニカ 1978年08月 222

秘伝現行切手武芸帖 田辺　猛 日本郵趣出版 1981年09月 289

日の本切手美女かるた 内藤　陽介 日本郵趣出版 2015年03月 112

百華療覧 ： 内野歯科診療所の室礼 内野　髙明 内野歯科診療所 2015年06月 115

兵庫県立芸術文化センター薄井憲二バレエ・コレク
ション　:　目録　第3巻 ： アンティーク・プリン
ト･手紙･サイン・切手他

薄井　憲二　総監修　;　芳
賀　直子　監修　;　辺見
海　編

兵庫県 2014年03月 107

ぴらてり！役に立たない切手の話 二ノ宮　浩嗣 極東切手会 2001年04月 50

平野賢一コレクション南極の動物たち 京都書院アーツコレクショ
ン　;　182

平野　賢一 京都書院 1998年09月 32葉

平野賢一コレクションペンギン 1 京都書院アーツコレクショ
ン　;　179

平野　賢一 京都書院 1998年09月 33葉

平野賢一コレクションペンギン 2 京都書院アーツコレクショ
ン　;　180

平野　賢一 京都書院 1998年09月 31葉

平野賢一コレクション北極熊と海獣 京都書院アーツコレクショ
ン　;　181

平野　賢一 京都書院 1998年09月 32葉
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広島蒐郵会創立20周年記念誌蒐郵 大橋　武彦　編集 日本郵趣協会広島小
判菊田沢専門例会
（広島蒐郵会）

1994年09月 66

広島蒐郵会創立40周年記念誌蒐郵 大橋　武彦　編集 広島蒐郵会 2014年10月 94

フィラ・オムニバス ： ある切手収集への招待 伊東　由巳 ジャパン・フィラテ
リスト・クラブ

1983年04月 171

フィラテリストの足跡 切手双書　;　第6編 三井　高陽 全日本郵便切手普及
協会

1975年10月 100

福島郵趣会20年史　1947－1966 福島郵趣会 1966年11月 142

福島郵趣会50年史 昭和22年～平成9年 橋本　洋 福島郵趣会 1997年11月 94

筆のすさび　第3冊 三島　良績　著　三島良績先
生筆のすさび刊行会　編集

三島良績先生筆のす
さび刊行会

1997年07月 94, 214

筆のすさび　随筆集 後藤　茂 グローエネ後藤研究
所

1998年12月 79

ふでばこ　３５号 ： 特集切手 白鳳堂 2017年05月 176

船切手の世界 船切手同好会　編著 成山堂書店 2011年07月 258

船の切手 畑　賢二 丸ノ内出版 1973年11月 196

ふみをかざるひとひらの美 日本郵政グループ発足記念
展　;　第3部切手原画展

日本郵政株式会社郵政資料館
編

日本郵政郵政資料館 2007年12月 71

ブラジル ： 切手と郵便史10稿 日本郵政グループ発足記念
展　;　第4部切手原画展

正田　幸弘 無料世界切手カタログ・スタンペディア2021年08月 91

ブラジル切手概説  1843-1878 正田　幸弘 中崎真司（印刷） 2001年03月 98

フランス横浜郵便局　1865年－1880年 Raymond Salles　（松本　純
一）

金井スタンプ商会 1976年09月 120

フランス横浜郵便局とその時代 松本　純一 日本郵趣出版 1984年05月 247

ふるさと切手地図帳　地方郵政管内別 小藤田　紘　編 北海道第壹郵趣廼会 1992年08月 25丁

ふるさと百話 小川　龍彦　他 静岡新聞社 1972年02月 356

文学切手散歩 浮谷　敏夫 審美社 1996年12月 253

文献散歩道 正田　幸弘 正田幸弘 2011年01月 130
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文献に魅せられて 正田　幸弘 中崎真司（印刷） 2004年01月 172

分子から見た私たち ： やさしい生命化学 川井　正雄 さんえい出版 2010年04月 156

平成・普通切手総図鑑 濱谷　彰彦　監修 切手の博物館 2019年05月 133

北京－ウランバートル 園山　精助　編 1977年 61

ペニー・ブラック物語 インスタント郵趣シリーズ
;　5

魚木　五夫 日本郵趣協会出版部 1965年06月 30

ペニー・ブラック物語 世界の切手シリーズ　;　1 魚木　五夫 日本郵趣協会 1970年01月 32

ペニーレッドの楽しみ方 早瀬　英雄 早瀬英雄 1989年08月 39

ペプロウ手彫切手シート写真帳 たんぶるぽすと　;　増刊№
15

鳴美 2002年06月 xiv p.,
107 丁

ペプロウ日本手彫切手シート写真集 ： 手彫切手発
行100年記念

金井スタンプ商会 1971年 117葉

ペルシャ帝国・イランの日付印 影林　忠司 影林忠司 1990年03月 115

ペルシャ帝国・イランの日付印 影林　忠司 影林忠司 1991年04月 115

勉強になる切手のあつめかた 三上　蕃 泰光堂 1962年 107

鳳雛　 ： 2010年無限のたび 鳳雛　;　第8号 鳳雛会 2010年05月 376

方寸 ： 10周年記念特別号 鯛中　宏一 JPS杉並支部・方寸
会

1976年10月 64

方寸 ： 25周年記念論文集 方寸会・JPS杉並支
部

1991年10月 75

方寸 ： 30周年記念号 JPS杉並支部方寸会 1997年02月 210

方寸会創立50周年記念誌 ： 記念切手展作品集 佐々木　隆，　小原　英樹
編

方寸会50周年記念誌
編集事務局

2016年09月 210

方寸の魅力 金井　宏之 創元社 1980年12月 304

ぼくらの切手 坂　輔男 池田書店 1958年04月 245

ぼくらの切手教室 ジュニア入門百科　;　35 前田　忠一，小池　晴子 ひばり書房 1971年06月 200

ぼくらの切手コレクション こどもポケット百科 岡田　芳朗　監修　;　説話
社　編集

実業之日本社 1978年06月 370

星と虹のかがやき 切手ミュージアム　;　4 林　完次，白木　靖美 未来文化社 1997年04月 138
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ポロニカ'94　第5号　ポーランド文化の現在・過
去・未来　人物交流史 ： ポーランド郵便切手の歴
史／植村峻

植村　峻 ポロニカ編集室 1995年06月 224

香港中性切手秘符・燐光 ： 100面シート、小型
シート、切手帳、記念小型シート、目打が大小の交
差に注意

日本郵趣協会中国切
手部会東京例会

1997年03月 40

香港中性切手秘符・燐光 ： 100面シート、小型
シート、切手帳、記念小型シート、目打が大小の交
差に注意

日本郵趣協会中国切
手部会東京例会

1997年03月 40

香港歴史漫郵記 内藤　陽介 大修館書店 2007年07月 333

本当は恐ろしい！こわい切手 ： 心霊から血塗られ
た歴史まで

内藤　陽介 ビジネス社 2022年08月 212

マオの肖像 ： 毛沢東切手で読み解く現代中国 内藤  陽介 雄山閣 1999年12月 207

マカオ紀行 ： 世界遺産と歴史を歩く 切手紀行シリーズ　;　3 内藤　陽介 彩流社 2010年11月 198

マジックグッズ・コレクション 土屋　理義 東京堂出版 2009年12月 145

マテリアルに楽しみを見つけて ： マイ・アルバム 石倉　敬三 石倉敬三 1996年 1冊

マリ近現代史 内藤　陽介 彩流社 2013年05月 168

丸島報告(1) 丸島資料　;　3 丸島　一廣，丸島資料会　復
刻

関口文雄 1991年05月 147

丸島報告(2) 丸島資料　;　4 丸島　一廣，丸島資料会　復
刻

関口文雄 1991年08月 190

丸島報告(3) 丸島資料　;　5 丸島　一廣，丸島資料会　復
刻

関口文雄 1991年10月 208

丸島報告(4) 丸島資料　;　6 丸島　一廣，丸島資料会　復
刻

関口文雄 1991年12月 275

丸島報告(5) 丸島資料　;　7 丸島　一廣，丸島資料会　復
刻

関口文雄 1992年04月 207

丸島報告(6) 丸島資料　;　8 丸島　一廣，丸島資料会　復
刻

関口文雄 1992年10月 163
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丸島報告(7) 丸島資料　;　9 丸島　一廣，丸島資料会　復
刻

丸島資料会 1993年03月 219

丸島報告(8) 丸島資料　;　10 丸島　一廣，丸島資料会　復
刻

丸島資料会 1993年11月 235

丸島報告(9) 丸島資料　;　11 丸島　一廣，丸島資料会　復
刻

丸島資料会 1994年05月 187

満州切手 田中　清 萬趣会 1976年04月 157

満洲切手 角川選書　;　400 内藤　陽介 角川学芸出版 2006年09月 269

満州国記念切手スタンプ集 国務院総務庁情報処　編 国務院総務庁情報処 1937年04月 32

満州国の郵便切手 日高　昇 満州国郵票同好会 1941年03月 5, 3,
218

満州国の郵便切手 日高　昇 満州国郵票同好会 1941年03月 218

満州の切手宝鑑 東京万国郵便切手商組合 東京万国郵便切手商
組合

1941年09月 28

漫談明治初年 同好史談会 春陽堂 1927年01月 40

水と空の我が人生 ： 切手で見る世界の航空機 橋本  四秀 日本図書刊行会 1999年05月 523

水原明窓中国切手論文選集　旧中国 郵趣モノグラフ　;　4 日本郵趣協会 1998年02月 111

緑の切手 ： 豊かな森を二十二世紀へ！ 羽賀　正雄 大日本山林会 2017年03月 6，368，
図版8

都城郵趣会創立20周年記念号 都城郵趣会 1969年07月 24

都城郵趣会創立30周年記念記念誌 都城郵趣会 1980年01月 35

ムーミン切手とはがき解説図録 ： トーベ・ヤンソ
ン生誕百年記念制作

五十川　静江，松邑　宏一
監修

JPS文学・童話切手
部会

2015年06月 146

武蔵国　小野路郵便局　第1集 ： 郵便資料 川崎郵趣会 1991年09月 1冊

メシ・切手・ヒコーキ ： 園山精助追悼集 福井　和雄　編 日本郵趣協会 1991年10月 236

モーツァルト生誕250年・記念切手集 ： 音楽郵
趣・収集メモ特集　Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1-27～1791-12-5)

木村　恵昭 木村恵昭 2008年05月 23丁
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モーツァルトの切手を楽しむ ： Wolfgang Amadeus
Mozart (1756-1-27～1791-12-5)

木村　恵昭 2001年 35

モダニズム切手絵画館 切手ビジュアルアート・シ
リーズ

江村　清 日本郵趣出版 2015年07月 128

もの知り切手用語集 日本郵趣協会 2019年01月 48

もらってうれしい手紙を手づくりしよう！ おもしろい！楽しい！うれ
しい！手紙　；　3

スギヤマカナヨ 偕成社 2018年03月 32

紋章の切手 ： 切手で綴る紋章史話 森　護 大修館書店 1987年12月 249

柳田登佐坊川柳句集 柳田　登佐坊 1979年01月 166

山田五郎のマニア解体新書 山田　五郎 講談社 2006年07月 237

U小判・新小判  色調分類とその集め方 郵趣モノグラフ　;　9 山田  廉一，田畑  裕司 日本郵趣協会 1999年12月 145

郵趣ガイド 切手双書　;　第7編 全日本郵便切手普及
協会

1978年03月 165

郵趣ガイド 全日本郵便切手普及協会　編
集

全日本郵便切手普及
協会

1987年 160

郵趣家から見た郵政民営化 酒井　正雄 クレイン 2003年08月 110

郵趣家日記  平成元年 小藤田　紘 平原書房 1990年02月 62

郵趣家日記  平成元年 小藤田　紘 平原書房 1990年02月 62

郵趣紀行50 相馬　靖生 相馬靖生 2006年09月 204

郵趣鶏肋集 ： 日本郵楽会創立60周年記念 日本郵楽会 2011年12月 93

郵趣鶏肋集　第1輯　1957 日本郵楽会 日本郵楽会 1957年11月 15, 図版
37枚

郵趣鶏肋集　第2輯 日本郵楽会 日本郵楽会 1958年12月 20, 図版
25

郵趣鶏肋集　第3輯　1963 日本郵楽会 日本郵楽会 1963年 35, 図版
24枚

郵趣鶏肋集　第4輯 ： 創立15周年記念誌 日本郵楽会 日本郵楽会 1966年12月 18

郵趣鶏肋集　第5輯　1971 ： 創立20周年記念誌 日本郵楽会 日本郵楽会 1971年12月 17, 図版
19枚



55 / 60 ページ

書名　：　副書名 シリーズ 編著者　(訳者) 出版社 出版年 ページ数

切手に関する書籍（和書）

郵趣講演会資料 ： 創立15周年「郵趣」150号記念 天野　安治，魚木　五夫，立
川　憲吉　講師

日本郵趣協会 1961年09月 16

郵趣コンビニエンスブック 郵趣ウィークリー編集部　編 日本郵趣協会 1982年04月 30

郵趣雑誌に見る外国切手記事　1946-1979 正田　幸弘　編 正田幸広 1982年08月 93

郵趣雑誌に見る外国切手記事　その2 ： 1980-1999 正田　幸弘　編 中崎真司(印刷) 2000年 122

郵趣サロン10年のあゆみ 日本郵趣協会シルバー委員会
編集

日本郵趣協会シル
バー委員会

1997年10月 40

郵趣散策50 相馬　靖生 相馬靖生 2008年09月 166

郵趣散歩50 相馬　靖生 相馬靖生 2005年09月 216

郵趣主題書誌 ： 日本目録規則1987年版改訂版準拠 石田　徹 石田徹 1996年02月 13, 77

郵趣主題書誌追録 ： 日本目録規則1987年版改訂版
準拠

石田　徹 石田徹 1997年01月 10

郵趣資料に見る太平洋戦争 酒井　正雄 酒井正雄 1995年05月 71

郵趣随想50 相馬　靖生 相馬靖生 2004年09月 293

郵趣短詠 ： 辻左琴歌集 辻　至誠 文献研究会 1956年01月 50

郵趣探索50 ： 平成8年～平成12年 相馬　靖生 相馬靖生 2003年03月 331

郵趣探想100 相馬　靖生 相馬靖生 2014年09月 244

郵趣探想150 相馬　靖生 相馬靖生 2016年09月 243

郵趣探想2018 相馬　靖生 相馬靖生 2018年09月 342

郵趣探想50 相馬　靖生 相馬靖生 2009年09月 194

郵趣探想60 相馬　靖生 相馬靖生 2010年09月 262

郵趣探想70 相馬　靖生 相馬靖生 2011年09月 267

郵趣探想80 相馬　靖生 相馬靖生 2012年09月 344

郵趣探想85 相馬　靖生 相馬靖生 2013年09月 253

郵趣探訪50 相馬　靖生 相馬靖生 2007年08月 221

郵趣・東京2020 ： 東京オリンピックの記録 鳴美 2021年11月 128

郵趣とともに ： 水原明窗追悼記念集 日本郵趣協会 1994年11月 286

郵趣とわたしの歩んだ道 姜　治方　（押川　雄孝） 外文出版社 1986年 293
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郵趣・長野オリンピックの記録 たんぶるぽすと  ;　別冊1
号

鳴美  編集 現行切手満月印の会 1998年05月 34

郵趣年鑑　'71 スタンプ・レーダー　;
154

金井スタンプ商会 1972年03月 48

郵趣年鑑　'72 金井スタンプ商会 1973年03月 84

郵趣年鑑　'73 金井スタンプ商会 1974年04月 76

郵趣年鑑　'74 金井スタンプ商会 1975年04月 113

郵趣年鑑　'75 金井スタンプ商会 1976年04月 96

郵趣年鑑　'76 ： ITALIA'76 金井スタンプ商会 1977年04月 84

郵趣の手引 切手双書　;　第2編 郵政省郵務局　監修 全日本郵便切手普及
協会

1972年03月 89

郵趣まつもと300号記念誌 日本郵趣協会松本支
部

2006年12月 55枚

郵趣論文集 ： 外国切手研究会10周年記念　1985 外国切手研究会 1985年07月 114

郵史論輯　第1部 ： 1970－1989 松本　純一 松本純一 1990年02月 253

郵史論輯　第2部上 ： 1990－1997 松本　純一 松本純一 2002年02月 vii, 289

郵史論輯　第2部下 ： 1998－2001 松本　純一 松本純一 2002年02月 289-569

郵政歳時記 景山　準吉 官業労働研究所 1968年 231

郵政博物館公式ガイドブック 通信文化協会　監修 日本郵趣出版 2015年03月 95

郵政博物館収蔵　昭和切手図録 ： 付・福島市ふれ
あい歴史館所蔵作品

星名　定雄　編著 鳴美 2020年08月 84

ゆうびん・手紙のひみつをたんけん！ おもしろい！楽しい！うれ
しい！手紙　；　1

スギヤマカナヨ 偕成社 2018年02月 32

郵便100年日本の切手 ： 写真で見る100年シリーズ 北上　健 秋田書店 1974年01月 148

郵便切手蒐集の栞 木村　梅次郎　編 郵楽会 1924年07月 67

郵便切手蒐集の入門書 柳沢  利洋 啓徳社 1942年06月 67

郵便切手蒐集の栞 木村　梅次郎　編 郵楽会 1924年07月 67

郵便切手蒐集の入門書 柳沢  利洋 啓徳社 1942年06月 67

郵便切手資料　第3輯 ： みほん切手（昭和編） 山本　義之 日本郵楽会 1973年11月 137, 7
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郵便切手製造の話 会田　政直　編，大蔵省印刷
局　監修

印刷局朝陽会 1969年 317

郵便切手製造の話 大蔵省印刷局　監修 印刷局朝陽会 1969年09月 317

郵便切手製造の話 ： Japanese Postage Stamps in
the Manufactureを理解するための日本語資料

大蔵省印刷局　監修 印刷局朝陽会 1976年09月 317

郵便切手同異考(A-G) ： 酷似切手の比較図解 切手趣味叢書　;　第6編 平手　利人 切手趣味編集部 1938年01月 80

郵便切手同異考(H-N) ： 酷似切手の比較図解 切手趣味叢書　;　第10編 平手　利人 切手趣味編集部 1938年03月 47

郵便切手同異考(H-N) ： 酷似切手の比較図解 切手趣味叢書　;　第10編 平手　利人 切手趣味社 1938年03月 47

郵便切手同異考(O-Z) ： 酷似切手の比較図解 切手趣味叢書　;　第26編 平手　利人 切手趣味社 1940年07月 67

郵便切手同異考(O-Z) ： 酷似切手の比較図解 切手趣味叢書　;　第26編 平手　利人 切手趣味社 1940年07月 67

郵便切手と文化 高松　孝治 教文館 1940年10月 248

郵便切手と文化 高松　孝治 教文館 1940年12月 248

郵便切手に見る考古学 ： 古希記念 平井　尚志，平井尚志先生を
囲む会　編

平井尚志先生を囲む
会

1991年03月 55

郵便切手の集め方 切手趣味叢書  ;　第2編 切手趣味編輯部  編 切手趣味編輯部 1936年12月 59

郵便切手の常識 今井　修 全日本郵趣連盟 1955年04月 72

郵便切手の製造 良誠会叢書　;　第2輯 三島　良績 良誠会 1944年 64

郵便切手発達物語 三井　高陽 通信教育振興会 1947年12月 89

郵便切手百科辞典 坂部　護郎 啓徳社社会部 1954年11月 172

郵便切手類と通信日付印　第1編 ： 内容　1871-
1936

郵政省　編集 全日本郵便切手普及
協会

1962年06月 101

郵便切手類と通信日付印　第2編 ： 内容　1967－
1958

郵政省　編集 全日本郵便切手普及
協会

1961年03月 131

郵便史コレクションの作り方 ： その構成と展示の
実際

松本　純一 日本郵趣出版 1990年04月 238

郵便少年横尾忠則 構成・ブックデザイン  横尾
忠則

角川春樹事務所 2000年05月 142

郵便創業と龍切手 大西　二郎 大西二郎 1994年08月 115
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郵便で見る名古屋100年の歩み コレクターズクラブオブナゴ
ヤ

ユキオスタンプ 1990年08月 108

郵便と切手の社会史 ： ペニー・ブラック物語 星名　定雄 法政大学出版局 1990年08月 xvii,
276, 18

郵便と切手の社会史 ： ペニー・ブラック物語 星名　定雄 法政大学出版局 2011年05月 xvii,
276, 18

郵便友の会　第21回全国大会資料 ： 結成20周年記
念　1969.7.29-8.2

1969年07月 47

郵便にみるお雇い外国人 谷　喬 旧制高等学校記念館 2005年11月 54

郵便にみる明治の農工業 谷　喬 東京農工大学工学部
付属繊維博物館

1992年03月 80

輸血の歴史 ： 人類と血液のかかわり 河瀬　正晴 北欧社 1990年08月 89

輸送の安全からみた鉄道史 江崎 昭 グランプリ出版 1998年09月 336

豊かな日々のつれづれに 木村　博海 木村博海 2003年04月 236, 88

ゆっくり、つながる手紙生活 サンマーク文庫　;　き-3-1 木下　綾乃 サンマーク出版 2013年07月 135

ユニークな挑戦 加藤　信昭 加藤信昭 1991年08月 44

よみがえる恐竜たち 切手ミュージアム　;　1 長谷川　善和，白木　靖美 未来文化社 1994年07月 138

よりたのしむ郵趣に向って ： 周南支部結成30周年 日本郵趣協会周南支
部

2003年10月 93

ラテンアメリカ切手図録 ： 切手が語る歴史と文化
：　京都外国語大学特別展図録

辻　豊治　監修 京都外国語大学 2018年02月 105

蘭印戦跡紀行 ： インドネシアに｢｢日本｣を見に行
く

切手紀行シリーズ　;　6 内藤　陽介 彩流社 2013年08月 150

濫造濫発の時代  1946－1952 解説・戦後記念切手 内藤  陽介 日本郵趣出版 2001年12月 310

リオデジャネイロ歴史紀行 内藤　陽介 えにし書房 2016年08月 190

リタッチと貼り替え修正 ： 昭和・新昭和切手の平
版オフセット印刷

郵趣モノグラフ　;　26 大村　公作 日本郵趣協会 2017年09月 109

立正大学郵政会　第6回研究発表大会 立正大学郵政会 1974年10月 24
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リバティー・シリーズ ： 米国アルバム集　2 JPSアメリカ切手部会　リバ
ティー・シリーズ研究会

JPSアメリカ切手部
会

1985年06月 88

竜切手 市田　左右一 市田左右一 1971年12月 209

竜切手　プレーティングブック 山崎　好是 鳴美 2017年05月 112

琉球・沖縄聚郵大鑑　米国施政権下篇　第一巻 ：
石澤司コレクション

月刊『たんぶるぽすと』増
刊　;　第98号

石澤　司　編 鳴美 2022年07月 xii,
170, liv

琉球切手原画特選 石沢　司 石沢司 2002年09月 21

龍文切手エンタイア 手嶋　康 1990年05月 50丁

料額印字コイルの記録　平成9年から3年間 藤沢　義広 藤沢義広 2003年12月 55

ルーペ片手に ： 切手を集めて50年 滝川　忠 滝川忠 2004年02月 297

ルターとクラーナハへの旅 松田  至弘 牧野出版 2001年12月 178

老後のきぱくり ： 切手アルバムとエッセー 山崎　光蔵 山崎光蔵 2006年11月 319

鹿鳴月山　切手で見る鉄鋼・非鉄材料とその加工 妹島　五彦，登坂　宏 トネー〔印刷〕 2006年03月 122

ロシアとCIS国家 1992-1995 高橋　昇 高橋昇 1997年09月 104, 4

ロンドン発世界の旅 相馬　靖生 相馬靖生 2017年08月 145

ワイド版最新世界切手地図 江波戸　昭　編著 切手の博物館 2022年11月 94

我が切手人生 ： あるユダヤ系オーストラリア人の
回想

マックス・スターン　（大槻
武）

日本郵趣協会ドイツ
切手部会

2006年11月 63

分かりやすくて面白い「切手印刷のはなし｣ ： 伝
統的な切手から最近の珍しい切手まで

植村　峻　著　カレンシー・
リサーチ　編集

印刷朝陽会 2011年06月 55

和桜青一集 伊東　由巳　編 ジャパン・フィラテ
リスト・クラブ

1978年04月 269

和桜青一集 伊東　由巳　編 ジャパン・フィラテ
リスト・クラブ

1978年04月 269

和紙桜黄２銭仮名なし ： プレーティングブック 月刊『たんぶるぽすと』増
刊　;　第100号

高野　昇郎，　荒木　修喜 鳴美 2022年12月 88

私と郵趣 ： 郵趣万華鏡　1 鈴木　宏 福島郵趣会 1986年12月 209

私の「会報投稿文」集 行徳　国宏 行徳国宏 2018年08月 127

私の郵趣自分史 小岩　英雄 小岩英雄 2019年06月 147
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私の郵票ノート　平成2年 小藤田　紘 小藤田紘 1991年07月 70

渡辺勝正　こぼれ話 渡辺千代子 2019年 22


