
鉄道・駅・列車の本

No. 書名 副書名 著者名 出版者 分類

1 駅でみつけた物語 　 　ＪＲ東日本企画∥編 　東日本旅客鉄道

2 会津路ローカル線物語 　 　 　歴史春秋社

3 会津若松駅開業百年史 　 　ＪＲ東日本会津若松駅／編 　ＪＲ東日本会津若松駅

4 只見線敷設の歴史 　 　一城 楓汰∥著 　彩風社

5 ふくしまの近代化遺産 　 　植田 辰年∥著 　歴史春秋出版

6 橋梁のある風景 　東北編 　 　彩風社

7 写真でつづる懐かしの沼尻軽便鉄道 　

8 　 　朝日新聞出版

9 写真でつづる懐かしの沼尻軽便鉄道 　続

10 　 　坪内 政美∥撮影  文 　枻出版社

11 磐越西線 只見線 磐越東線 　 　 　朝日新聞出版

12 磐越西線 　 　歴史春秋出版∥編 　歴史春秋出版

13 磐越西線 　 　歴史春秋出版株式会社∥編 　歴史春秋出版

14 　南東北編 　 　福島民報社

15 野岩・会津鉄道建設運動史 　 　田島町史編さん室∥編 　田島町

16 野岩鉄道２０年記念誌 　 　野岩鉄道

17 鉄道で巡る日本の絶景 　 　源明  輝／著・撮影 　

18 かわいい鉄道の旅 　 　伊藤 美樹∥著 　メディアファクトリー

19 風と煙を伴にして 　 　北田  稔彦／著

20 　 　北尾 トロ∥著 　河出書房新社

21 去りゆく星空の夜行列車 　 　小牟田 哲彦∥著 　扶桑社

22 女流阿房列車 　 　酒井 順子∥著 　新潮社

23 普通列車こだわり旅 　 　笹田 昌宏∥著 　イカロス出版

24 図説鉄道パノラマ地図 　 　石黒 三郎∥編 　河出書房新社

25 宮脇俊三鉄道紀行セレクション 　 　宮脇 俊三∥著 　筑摩書房

26 鉄道でゆく凸凹地形の旅 　 　今尾 恵介∥著 　朝日新聞出版

27 地形と鉄道「絶景」路線の旅 　 　今尾 恵介∥監修 　平凡社

28 線路端のひみつ 　 　小佐野 カゲトシ∥著 　交通新聞社

29 くらべる鉄道 　 　川辺 謙一∥著 　東京書籍

30 鉄道の「知」を探る 　 　山川出版社

31 鉄道そもそも話 　 　福原 俊一∥著 　交通新聞社

32 鉄橋コレクション 　 　広田 尚敬∥著 　講談社

33 写真で綴る昭和の鉄道施設 　東日本編 　宮下 洋一∥著 　ネコ・パブリッシング

令和元年11月～12月　一般展示コーナー図書リスト

～市制120周年記念事業「会津若松と鉄道」コラボ～

092.9/ｴ

096/ｱ

096/ｱ

096/ｲ

096/ｳ

096/ｷ

　『懐かしの沼尻軽便鉄道』
　編集委員会∥編集

　『懐かしの沼尻軽便鉄道』
　刊行委員会 096/ｼ

週刊JR全駅・全車両基地 　No.50 096/ｼ

　『懐かしの沼尻軽便鉄道』
　編集委員会∥編

　『懐かしの沼尻軽便鉄道』
　刊行委員会 096/ｼ/2

ネコ駅長ばすPhoto Book 096/ﾂ

096/ﾊﾞ

096/ﾊﾞ

096/ﾊﾞ

魅惑の東北ローカル線乗車
＆撮影ガイド

096/ﾐ

096/ﾔ

　野岩鉄道２０年記念誌
　作成委員会／編 096/ﾔ

097.4/ｹﾞ

291.0/ｲ

　丸善書店岡山
　シンフォニービル店
　出版サービスセンター

291.0/ｷ

駅長さん!これ以上先には行けないんすか 291.0/ｷ

291.0/ｺ

291.0/ｻ

291.0/ｻ

291.0/ｽﾞ

B/291.0/ﾐ

454.9/ｲ

454.9/ﾁ

516/ｵ

516/ｶ

　鉄道の「知」を探る
　編集委員会∥編 516/ﾃ

516/ﾌ

516.2/ﾋ

516.5/ﾐ



No. 書名 副書名 著者名 出版者 分類

34 　上巻 　江口 明男∥著 　イカロス出版

35 　下巻 　江口 明男∥著 　イカロス出版

36 日本全国話題の観光列車大集合 　 　

37 電車をデザインする仕事 　 　水戸岡 鋭治∥著

38 昭和の電車がいっぱい 　 　中田 安治∥写真 文 　成山堂書店

39 駅弁掛け紙ものがたり 　 　上杉 剛嗣∥著 　けやき出版

40 全国美味駅弁決定版 　 　小林 しのぶ∥著

41 　 　小林 しのぶ∥著 　メディアファクトリー

42 全国五つ星の駅弁・空弁 　 　小林 しのぶ∥選 　東京書籍

43 トコトンやさしい鉄道の本 　 　佐藤 建吉∥編著 　日刊工業新聞社

44 女子と鉄道 　 　酒井 順子∥著 　光文社

45 全国鉄道アミューズメント完全ガイド 　 　講談社∥編集 　講談社

46 線路はつながった 　 　冨手 淳∥著 　新潮社

47 テツはこう乗る 　 　野田 隆∥著 　光文社

48 素晴らしき哉、鉄道人生 　 　野田 隆∥著 　ポプラ社

49 読鉄全書 　 　池内 紀∥編 　東京書籍

50 　 　大穂 耕一郎∥編 　無明舎出版

51 鉄道唱歌と地図でたどるあの駅この街 　 　今尾 恵介∥著 　朝日新聞出版

52 鉄道ひとり旅入門 　 　今尾 恵介∥著 　筑摩書房

53 惜別乗車で広がる鉄の世界 　 　井上 孝司∥著 　秀和システム

54 ローカル鉄道の解剖図鑑 　 　岩間 昌子∥著 　エクスナレッジ

55 全國鐵道旅行繪圖 　 　今尾 恵介∥解説 　けやき出版

56 地図と鉄道省文書で読む私鉄の歩み 　今尾 恵介∥著 　白水社

57 地図と鉄道省文書で読む私鉄の歩み 　今尾 恵介∥著 　白水社

58 地図と鉄道省文書で読む私鉄の歩み 　今尾 恵介∥著 　白水社

59 鉄道不思議読本 　 　梅原 淳∥著 　朝日新聞出版

60 近所鉄道 　 　梅田 十三∥著 　現代書館

61 ひとり、ふらっと鉄道 　 　大野 雅人∥著 　イースト・プレス

62 ワケあり盲腸線探訪 　 　大野 雅人∥著 　枻出版社

63 軽便鉄道時代 　 　岡本 憲之∥著

64 　 　川島 令三∥著 　メディアファクトリー

65 全国鉄道なるほど事情 　 　川島 令三∥著

66 　 　黒田 一樹∥著 　創元社

67 　 　越 信行∥著 　山と溪谷社

68 今でも乗れる昭和の鉄道 　 　小牟田 哲彦∥著 　東京堂出版

69 古写真にみる日本の鉄道 　 　新人物往来社

70 鉄道物語 　 　佐藤 美知男∥著 　河出書房新社

71 山陰駅旅 　 　今井印刷

72 最新歴史でひも解く鉄道の謎 　 　櫻田 純∥編著 　東京書籍

JR鉄道図鑑 536/ｴ/1

JR鉄道図鑑 536/ｴ/2

　JTBパブリッシング 536/ﾆ

　日本能率協会
　マネジメントセンター 536/ﾐ

536.5/ﾅ

596.4/ｳ

　JTBパブリッシング 596.4/ｺ

すごい駅弁! 596.4/ｺ

596.4/ｾﾞ

686/ｻ

686.0/ｻ

686.0/ｾﾞ

686.0/ﾄ

686.0/ﾉ

686.0/ﾉ

686.0/ﾖ

秋田内陸線、ただいま奮闘中! 686.2/ｱ

686.2/ｲ

Y/686.2/ｲ

686.2/ｲ

686.2/ｲ

686.2/ｲ

　関東1 Y/686.2/ｲ

　関東2 Y/686.2/ｲ

　関東3 Y/686.2/ｲ

Y/686.2/ｳ

686.2/ｳ

686.2/ｵ

686.2/ｵ

　JTBパブリッシング 686.2/ｵ

すごい列車! 686.2/ｶ

　PHP研究所 Y/686.2/ｶ

乗らずに死ねるか! 686.2/ｸ

生涯一度は行きたい
春夏秋冬の絶景駅100選

686.2/ｺ

686.2/ｺ

　三宅 俊彦∥[編]著 686.2/ｺ

686.2/ｻ

　西日本旅客鉄道株式会社
　米子支社∥監修 686.2/ｻ

Y/686.2/ｻ



No. 書名 副書名 著者名 出版者 分類

73 海駅図鑑 　 　清水 浩史∥著 　河出書房新社

74 首都圏の鉄道のすべて 　

75 寝台列車で行こう 　 　小学館

76 　 　所澤 秀樹∥著 　光文社

77 　 　杉崎 行恭∥著

78 図説日本鉄道会社の歴史 　 　松平 乘昌∥編 　河出書房新社

79 世界の絶景鉄道 　 　パイインターナショナル

80 世界の鉄道 　 　 　パイインターナショナル

81 　 　谷川 一巳∥著 　平凡社

82 こんなに違う通勤電車 　 　谷川 一巳∥著 　交通新聞社

83 　 　土屋 武之∥著 　秀和システム

84 誰かに話したくなる大人の鉄道雑学 　 　土屋 武之∥著

85 　 　豊田 巧∥著 　小学館

86 鉄塾 　 　中川家礼二∥著 　ヨシモトブックス

87 夢と希望の三陸鉄道 　 　中井 精也∥撮影 　徳間書店

88 懐かしの鉄道パノラマコレクション 　 　講談社∥編集 　講談社

89 　 　博学こだわり倶楽部∥編 　河出書房新社

90 一度は乗りたい絶景路線 　 　野田 隆∥著 　平凡社

91 　 　野田 隆∥著 　平凡社

92 思索の源泉としての鉄道 　 　原 武史∥著 　講談社

93 驛の記憶 　 　真島 満秀∥写真 　小学館

94 　 　松本 典久∥編著 　辰巳出版

95 　 　三宅 俊彦∥編著　写真 　新人物往来社

96 旅してみたい日本の鉄道遺産 　 　三宅 俊彦∥著 　山川出版社

97 可愛い子には鉄道の旅を 　 　村山 茂∥著 　交通新聞社

98 　 　 　講談社

99 常磐線 　 　山田 亮∥著 　フォト・パブリッシング

100 　 　ビル　ローズ∥著 　原書房

101 駅で働く人たち 　 　浅野 恵子∥著 　ぺりかん社

102 鉄道員になるには 　 　土屋 武之∥著 　ぺりかん社

103 難読・誤読駅名の事典 　 　浅井 建爾∥著 　東京堂出版

104 日本全国駅名めぐり 　 　今尾 恵介∥著 　日本加除出版

105 新・世界の駅 　 　 　パイインターナショナル

106 図説駅の歴史 　 　交通博物館∥編 　河出書房新社

107 世界の地下鉄駅 　 　アフロ∥写真 　青幻舎

108 懐かしの停車場 　東日本篇 　国書刊行会∥編 　国書刊行会

109 懐かしの停車場 　西日本篇 　国書刊行会∥編 　国書刊行会

110 新駅舎・旧駅舎 　 　西崎 さいき∥著 　イカロス出版

111 　 　萩原 義弘∥写真　文 　平凡社

686.2/ｼ

　PHP研究所∥編 　PHP研究所 686.2/ｼ

　「人気列車で行こう」
　編集部∥編 686.2/ｼ

鉄道旅行週末だけでこんなに行ける! 686.2/ｼ

山手線ウグイス色の電車今昔50年 　JTBパブリッシング 686.2/ｽ

686.2/ｽﾞ

　PIE BOOKS∥編著 686.2/ｾ

686.2/ｾ

ニッポン鉄道の旅68選 686.2/ﾀ

686.2/ﾀ

ツウになる!鉄道の教本 686.2/ﾂ

　SBクリエイティブ 686.2/ﾂ

鉄子のDNA 686.2/ﾄ

686.2/ﾅ

686.2/ﾅ

686.2/ﾅ

日本の鉄道140年の大雑学 Y/686.2/ﾆ

686.2/ﾉ

にっぽん鉄道100景 686.2/ﾉ

686.2/ﾊ

686.2/ﾏ

懐かしのあの列車を追え! 686.2/ﾏ

国鉄・JR廃線4000キロ 686.2/ﾐ

686.2/ﾐ

686.2/ﾑ

夜行列車に乗る! 686.2/ﾔ

686.2/ﾔ

図説世界史を変えた50の鉄道 Y/686.2/ﾛ

Y/686.3/ｱ

686.3/ﾂ

686.5/ｱ

686.5/ｲ

686.5/ｼ

686.5/ｽﾞ

686.5/ｾ

686.5/ﾅ

686.5/ﾅ

686.5/ﾆ

にっぽん木造駅舎の旅100選 686.5/ﾊ
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112 世界の駅 　 　三浦 幹男∥写真 　ピエ・ブックス

113 木造駅舎の旅 　 　米屋 浩二∥写真　文

114 　 　中井 精也∥著 　インプレスジャパン

115 ゆる鉄 　 　中井 精也∥著 　クレオ

116 鉄道唱歌 　 　岡本 仁∥編集 　野ばら社

117 寅さんの列車旅 　 　「旅と鉄道」編集部∥編 　天夢人

118 百年文庫 　 　ポプラ社

119 　 　赤塚 隆二∥著 　文藝春秋

120 駅物語 　 　朱野 帰子∥著 　講談社

121 駅までの道をおしえて 　 　伊集院 静∥著 　講談社

122 クロカネの道 　 　江上 剛∥著

123 愛より優しい旅の空 　

124 運転、見合わせ中 　 　畑野 智美∥著 　実業之日本社

125 駅と、その町 　 　眉村 卓∥著 　双葉社

126 駅路 　 　松本 清張∥著 　新潮社

686.5/ﾐ

　INFASパブリケーションズ 686.5/ﾖ

1日1鉄! 748/ﾅ

748/ﾅ

767.7/ﾃ

778.2/ﾄ

　37 908.3/ﾋ/37

清張鉄道1万3500キロ 910.2/ﾏ

F/ｱ

F/ｲ

　PHP研究所 F/ｴ

　柴田 よしき∥[著] 　KADOKAWA B/F/ｼ

F/ﾊ

B/F/ﾏ

F/ﾏ


