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資料区分 書名 巻次 著者名 出版者 出版年
一般 特急列車の謎とふしぎ ＰＨＰ研究所∥編 ＰＨＰ研究 2016.2
一般 いま乗っておきたいローカル線！ 南  正時∥著 自由国民社 2014.7
一般 列車名の謎 寺本  光照∥〔著〕 イースト・

プレス 2016.1
一般 小林一三 老川 慶喜∥著 PHP研究所 2017.3
一般 ローカル線ガールズ 嶋田 郁美∥著 メディア

ファクト 2008.1

一般 世界で一番美しい駅舎 エクスナ
レッジ 2014.5

一般 国鉄・ＪＲ悲運の車両たち 寺本  光照∥著 ＪＴＢパブ
リッシング 2014.2

一般 一度は乗りたい絶景路線 野田　隆∥著 平凡社 2009.9
一般 仰天列車 藤崎　一輝∥著 秀和システ 2006.1
一般 赤字ローカル線は今？ 小関　秀彦∥監修 インフォレ

スト 2011.1

一般 昭和の終着駅 北陸・信
越篇 交通新聞社 2017.6

一般 日本おもてなし鉄道 日経デザイン∥編 日経ＢＰ社 2015.1
一般 鉄道エッセイコレクション 芦原 伸∥編 筑摩書房 2018.3
一般 列島縦断へんな駅！？ 所沢／秀樹∥著 山海堂 1997.1
一般 日本全国路面電車の旅 小川／裕夫∥編著 平凡社 2005.5
一般 路面電車年鑑 2018 イカロス出 2018.2
一般 日本全国駅名めぐり 今尾 恵介∥著 日本加除出 2018.6
一般 いま乗っておきたいローカル線！ 南  正時∥著 自由国民社 2016.4
一般 鉄道「大百科」の時代 南  正時∥著 実業之日本 2017.2
一般 ローカル私鉄車輌２０年 路面電

車・中私 寺田／裕一∥著 ＪＴＢ 2003.4
一般 「稀」車両 高橋　政士∥著 講談社 2013.6
一般 珍列車・新列車コレクション 『鉄道ダイヤ情報』編集

部∥編 交通新聞社 2016.3
一般 駅弁掛紙の旅 泉 和夫∥著 交通新聞社 2017.4
一般 2030年日本の鉄道未来予想図 洋泉社 2017.3
一般 小林一三は宝塚少女歌劇にどのような夢

を託したのか 伊井 春樹∥著 ミネルヴァ
書房 2017.7

一般 日本鉄道事始め 高橋 団吉∥編著 NHK出版 2018.4
一般 国鉄・ＪＲ特急列車１００年 三宅　俊彦∥著 ＪＴＢパブ

リッシング 2012.1

一般 北陸本線 牧野 和人∥著 アルファ
ベータブッ 2018.9

一般 私鉄気動車３０年 寺田　裕一∥著 ＪＴＢパブ
リッシング 2006.1

一般 シニア鉄道旅のすすめ 野田 隆∥著 平凡社 2018.8
一般 駅弁女子 なかだ　えり∥著 淡交社 2013.4
一般 地図で歩く路面電車の街 今尾／恵介∥著 けやき出版 1998.6
一般 なつかしの国鉄駅スタンプコレクション 鈴木 涼子∥[ほか]文 交通新聞社 2017.3
一般 ローカル私鉄車輌２０年 西日本編 寺田／裕一∥著 ＪＴＢ 2002.2
一般 路面電車すごろく散歩 鈴木  さちこ∥著 木楽舎 2014.9
一般 乗って旅する全国ＳＬパーフェクトガイ 野沢　敬次∥写真 講談社 2011.7
一般 さよなら急行列車 寺本  光照∥著 ＪＴＢパブ

リッシング 2016.2
一般 この駅弁が旨い！ 小林　しのぶ∥〔著〕 角川書店 2006.1
一般 残したい日本の鉄道風景 南　正時∥著 双葉社 2011.7
一般 終着駅 宮脇　俊三∥著 河出書房新 2009.9
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資料区分 書名 巻次 著者名 出版者 出版年
一般 鉄道駅スタンプのデザイン 関田  祐市∥監修 青幻舎 2014.6
一般 駅弁と歴史を楽しむ旅 金谷　俊一郎∥著 ＰＨＰ研究 2010.3
一般 時刻表探検 「旅と鉄道」編集部∥編 天夢人 2017.7

一般 日本駅弁図鑑５０
ジェネオン
エンタテイ
ンメント

2006.1

一般 諸国名物地図 市川  健夫／監修 東京書籍 199906
一般 大手私鉄なつかしの名車両をたずねる旅 松尾　定行∥〔著〕 講談社 2007.5
一般 鉄道切符ガイドブック 澤村 光一郎∥著 ミリオン出 2017.8
一般 明治・大正・昭和駅弁ラベル大図鑑 羽島  知之∥編 国書刊行会 2014.7
一般 テツはこんな旅をしている 野田  隆∥著 平凡社 2014.3
一般 知識ゼロからの駅弁入門 桜井  寛∥著 幻冬舎 2014.3
一般 日本の路面電車 2 原口／隆行∥著 ＪＴＢ 2000.4
一般 ダルマ駅へ行こう！ 笹田　昌宏∥著 小学館 2007.5
一般 東海道新幹線車窓で楽しむローカルグル

メ事典 蓮実　香佑∥著 東京堂出版 2011.4
一般 消えゆく鉄道の風景 田中　正恭∥著 自由国民社 2006.1
一般 昭和鉄道情景 路面電車 安田　就視∥写真 彩流社 2006.9
一般 見て触って乗って遊ぶ鉄道体験ミュージ

アム
ＪＴＢパブ
リッシング 2014.8

一般 日本の路面電車 3 原口／隆行∥著 ＪＴＢ 2000.6
一般 日本の路面電車 1 原口／隆行∥著 ＪＴＢ 2000.3
一般 全国鉄道旅行絵図 今尾　恵介∥解説 けやき出版 2011.4
一般 小林一三 小林一三研究室∥編 アスペクト 2008.2
一般 路面電車の謎と不思議 史絵．∥著 東京堂出版 2013.3

一般 ローカル私鉄車輌２０年
第３セク
ター・貨
物専業編

寺田／裕一∥著 ＪＴＢ 2003.1

一般 ローカル私鉄車輌２０年 東日本編 寺田／裕一∥著 ＪＴＢ 2001.1
一般 普通列車の謎と不思議 谷川　一巳∥著 東京堂出版 2010.1
一般 駅を楽しむ！テツ道の旅 野田　隆∥著 平凡社 2007.5
一般 のんびり走ろう！ 津軽鉄道サポーターズク

ラブ∥編 小学館 2007.6

一般 小林一三 小林／一三∥著 日本図書セ
ンター 1997.6

一般 木造駅舎の旅 米屋　浩二∥写真　文
ＩＮＦＡＳ
パブリケー
ションズ

2009.7

一般 北陸線写真帖 北国新聞社∥編集 北国新聞社 2007.1
一般 夫婦で行く豪華寝台列車の旅 川島　令三∥〔著〕 角川書店 2007.2
一般 人気鉄道でめぐる世界遺産 桜井　寛∥著 ＰＨＰ研究 2013.5
一般 最長片道切符の旅 宮脇　俊三∥著 新潮社 2008.4
一般 電車道 磯崎  憲一郎∥著 新潮社 2015.2
一般 いつか王子駅で 堀江／敏幸∥著 新潮社 2001.6
一般 汽車旅放浪記 関川　夏央∥著 新潮社 2006.6
一般 阪急電車 有川　浩∥著 幻冬舎 2008.1
一般 若狭・城崎殺人ルート 西村　京太郎∥著 実業之日本 2007.1
一般 有栖川有栖の鉄道ミステリー旅 有栖川　有栖∥著 山と渓谷社 2008.9
一般 十津川警部日本縦断長篇ベスト選集 21 西村　京太郎∥著 徳間書店 2012.8
一般 オリエント急行の殺人 アガサ　クリスティー

∥著 早川書房 2011.4
一般 十津川警部さらば越前海岸 西村　京太郎∥著 小学館 2012.4
一般 地下鉄（メトロ）に乗って 浅田　次郎∥著 徳間書店 2006.7
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資料区分 書名 巻次 著者名 出版者 出版年
一般 鉄道員（ぽっぽや） 浅田／次郎∥著 集英社 1997.4
一般 内田百間集成 1 内田／百間∥著 筑摩書房 2002.1
一般 点と線 松本／清張∥著 光文社 2005.1
児童 鉄道ひとり旅入門 今尾　恵介∥著 筑摩書房 2011.6
児童 でんしゃの顔 もちだ／あきとし∥ぶ

ん・しゃしん 小峰書店 2003.7
児童 電車ナンバーワン１００点 広田　尚敬∥写真 講談社 2007.1
児童 鉄道クイズ ワン  ステップ∥編 金の星社 2016.1
児童 鉄道で遊ぶ！ キッズ鉄道探検隊∥著 いかだ社 2013.4
児童 鉄道会社ここが知りたい！ 久松  ゆのみ∥まんが 文芸春秋企

画出版部 2016.9

児童 急行「北極号」 Ｃ．Ｖ．オールズバー
グ∥絵と文

あすなろ書
房 2003.1

児童 銀河鉄道の夜 宮沢  賢治∥作 三起商行 2013.1
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