
 ＮＯ． 資料名 　著者名 　出版者 　請求記号

1 鉄道おくのほそ道紀行 　 　芦原 伸∥著 　講談社 291.0   /ｱ 

2 かわいい鉄道の旅 　伊藤 美樹∥著 　メディアファクトリー 291.0   /ｲ   

3 観光列車旅百科 　 　「旅と鉄道」編集部∥編 　天夢人 291.0   /ｶ     

4 図説鉄道パノラマ地図 　 　石黒 三郎∥編 　河出書房新社 291.0   /ｽﾞ       

5 今すぐ出かけたくなる魅惑の鉄道旅 　野田 隆∥著 　産業編集センター 291.0   /ﾉ  

6 さらに残念な鉄道車両たち 　池口 英司∥著 　イカロス出版 536     /ｲ   

7 事業用車両の世界 　「旅と鉄道」編集部∥編 　天夢人 536     /ｼﾞ     

8 電車をデザインする仕事 　水戸岡 鋭治∥著 　日本能率協会マネジメントセンター 536     /ﾐ       

9 トコトンやさしい電車の本 　 　青田 孝∥著 　日刊工業新聞社 536.5   /ｱ       

10 日本、絶景の道 　 　須藤 英一∥著 　河出書房新社 685.2   /ｽ  

11 新・鉄道は地球を救う 　 　上岡 直見∥著 　交通新聞社 686     /ｶ    

12 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 686     /ｻ     

13 よくわかる鉄道のしくみ 　鉄道技術研究会∥著 　ナツメ社 686     /ﾖ      

14 女子と鉄道 　酒井 順子∥著 　光文社 686.0   /ｻ     

15 テツ旅は好奇心を持つことから 　 　鈴木 翔∥著 　ミヤオビパブリッシング 686.0   /ｽ   

16 素晴らしき哉、鉄道人生 　 　野田 隆∥著 　ポプラ社 686.0   /ﾉ 

17 テツはこう乗る 　野田 隆∥著 　光文社 686.0   /ﾉ      

18 鉄道好きのための法律入門 　 　小島 好己∥著 　天夢人 686.1   /ｺ   

19 絶景鉄道地図の旅 　 　今尾 恵介∥著 　集英社 686.2   /ｲ        

20 ローカル鉄道の解剖図鑑 　 　岩間 昌子∥著 　エクスナレッジ 686.2   /ｲ   

21 地図鉄のすすめ 　 　今尾 恵介∥著 　昭文社 686.2   /ｲ    

22 近所鉄道 　 　梅田 十三∥著 　現代書館 686.2   /ｳ  

23 ワクワク!!ローカル鉄道路線 北海道・北東北編 　梅原 淳∥著 　ゆまに書房 686.2   /ｳ           

24 ワクワク!!ローカル鉄道路線 南東北・北関東編 　梅原 淳∥著 　ゆまに書房 686.2   /ｳ          

25 ワクワク!!ローカル鉄道路線 南関東広域編 　梅原 淳∥著 　ゆまに書房 686.2   /ｳ        

26 ワクワク!!ローカル鉄道路線 北陸・信越・中部編 　梅原 淳∥著 　ゆまに書房 686.2   /ｳ       

27 ワクワク!!ローカル鉄道路線 関西編 　梅原 淳∥著 　ゆまに書房 686.2   /ｳ      

28 ワクワク!!ローカル鉄道路線 中国・四国・九州・沖縄編 　梅原 淳∥著 　ゆまに書房 686.2   /ｳ        
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29 ひとり、ふらっと鉄道 　大野 雅人∥著 　イースト・プレス 686.2   /ｵ      

30 木村裕子の鉄道一直線 　 　木村 裕子∥著 　ぶんか社 686.2   /ｷ       

31 鉄道の食事の歴史物語 　 　ジェリ　クィンジオ∥著 　原書房 686.2   /ｸ   

32 グルメ列車の旅 　 　 　イカロス出版 686.2   /ｸﾞ 

33 古写真にみる日本の鉄道 　 　三宅 俊彦∥編著 　新人物往来社 686.2   /ｺ       

34 今でも乗れる昭和の鉄道 　 　小牟田 哲彦∥著 　東京堂出版 686.2   /ｺ      

35 鉄道物語 　佐藤 美知男∥著 　河出書房新社 686.2   /ｻ    

36 世界鉄道の旅 　 　櫻井 寛∥編著 　小学館 686.2   /ｻ     

37 ななつ星in九州の旅 　 　櫻井 寛∥写真　文 　日経BP社 686.2   /ｻ   

38
知ってて損はない!
おもしろ鉄道雑学94

　 　大門 真一∥編 　日本文芸社 686.2   /ｼ       

39 写真図説鉄道百年の歴史 　 　井上 萬壽蔵∥監修 　講談社 686.2   /ｼ    

40
電車でお得に日常を離れる
週末「テツたび」ライフ

　 　鈴木 翔∥著 　幻冬舎メディアコンサルティング 686.2   /ｽ      

41 テツ旅は準備から 　 　鈴木 翔∥著 　ミヤオビパブリッシング 686.2   /ｽ           

42 テツ旅は独り旅から 　 　鈴木 翔∥著 　ミヤオビパブリッシング 686.2   /ｽ        

43 世界の鉄道 　 　 　パイインターナショナル 686.2   /ｾ       

44 世界の絶景鉄道 　 　PIE BOOKS∥編著 　パイインターナショナル 686.2   /ｾ        

45 日本の鉄道と時刻表 　 　高松 吉太郎∥編 　新人物往来社 686.2   /ﾀ       

46 世界の鉄道 　 　フランコ　タネル∥著 　河出書房新社 686.2   /ﾀ    

47 鉄道古地図旅行案内 　西日本版 　 　学研 686.2   /ﾃ      

48 鉄道古地図旅行案内 　東日本版 　 　学研 686.2   /ﾃ        

49 鉄道の世界史 　 　小池 滋∥編 　悠書館 686.2   /ﾃ    

50 鉄道路線をくらべて楽しむ地図帳 　 　寺本 光照∥編著 　山川出版社 686.2   /ﾃ      

51 懐かしの鉄道パノラマコレクション 　 　講談社∥編集 　講談社 686.2   /ﾅ         

52 日本鉄道風景地図鑑 　 　中井 精也∥写真 　平凡社 686.2   /ﾅ        

53 日本の路線図 　 　宮田 珠己∥著 　三才ブックス 686.2   /ﾆ         

54 日本の鉄道365日 　 　櫻田 純∥監修 　辰巳出版 686.2   /ﾆ           

55 鉄道トリビア探訪記 　 　野村 正樹∥著 　時事通信出版局 686.2   /ﾉ  
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56 乗れない鉄道をゆく 　 　 　イカロス出版 686.2   /ﾉ          

57
発掘カラー写真
昭和30年代鉄道原風景

　国鉄編 　J.WALLY HIGGINS∥著 　JTBパブリッシング 686.2   /ﾋ         

58 紙の上のタイムトラベル 　 　松本 典久∥著 　東京書籍 686.2   /ﾏ        

59 未公開鉄道古写真 　 　三宅 俊彦∥編 　新人物往来社 686.2   /ﾐ     

60 旅してみたい日本の鉄道遺産 　 　三宅 俊彦∥著 　山川出版社 686.2   /ﾐ       

61 日本の鉄道路線 　 　山崎 宏之∥著 　ミネルヴァ書房 686.2   /ﾔ      

62 乗ろうよ!ローカル線 　 　浅井 康次∥著 　交通新聞社 686.3   /ｱ     

63 鉄道員裏物語 　 　大井 良∥著 　彩図社 686.3   /ｵ    

64 車掌だけが知っているJRの秘密 　 　斎藤 典雄∥著 　アストラ 686.3   /ｻ   

65 車掌の本音 　 　斎藤 典雄∥著 　アストラ 686.3   /ｻ     

66
車掌出てこい!英語車掌が打ち明ける
本当にあった鉄道クレーム

　 　関 大地∥著 　マキノ出版 686.3   /ｾ 

67 第三セクター鉄道の世界 　 　谷川 一巳∥監修 　宝島社 686.3   /ﾀﾞ  

68 鉄道員になるには 　 　土屋 武之∥著 　ぺりかん社 686.3   /ﾂ 

69 日本全国駅名めぐり 　 　今尾 恵介∥著 　日本加除出版 686.5   /ｲ     

70 日本のもじ鉄 　 　石川 祐基∥著 　三才ブックス 686.5   /ｲ           

71 日本の廃駅&保存駅136 　感動編 　笹田 昌宏∥著 　イカロス出版 686.5   /ｻ        

72 新・世界の駅 　 　パイインターナショナル 686.5   /ｼ         

73 木造駅舎紀行200選 　杉崎 行恭∥著 　天夢人 686.5   /ｽ     

74 テツ旅デビューのススメ 　 　鈴木 翔∥著 　ミヤオビパブリッシング 686.5   /ｽ      

75 世界の地下鉄駅 　 　アフロ∥写真 　青幻舎 686.5   /ｾ            

76 にっぽん木造駅舎の旅100選 　 　萩原 義弘∥写真　文 　平凡社 686.5   /ﾊ       

77 女性のための鉄道旅行入門 　 　蜂谷 あす美∥著 　天夢人 686.5   /ﾊ    

78 60歳からのひとり旅鉄道旅行術 　 　松本 典久∥著 　天夢人 686.5   /ﾏ       

79 世界の駅 　 　三浦 幹男∥写真 　ピエ・ブックス 686.5   /ﾐ        

80 世界の路面電車 　 　 　ピエ・ブックス 686.9   /ｾ       

81 路面電車大百科 　 　西森 聡∥著 　天夢人 686.9   /ﾆ         
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82 汽車旅放浪記 　 　関川 夏央∥著 　新潮社 910.2   /ｾ       

83 十津川警部とたどるローカル線の旅 　 　西村 京太郎∥著 　角川学芸出版 910.2   /ﾆ     

84 清張鉄道1万3500キロ 　 　赤塚 隆二∥著 　文藝春秋 910.2   /ﾏ        

85 小説を、映画を、鉄道が走る 　 　川本 三郎∥著 　集英社 914.6   /ｶ    

86 日本全国ローカル線おいしい旅 　 　嵐山 光三郎∥著 　講談社 915.6   /ｱ      

87 有栖川有栖の鉄道ミステリー旅 　 　有栖川 有栖∥著 　山と溪谷社 915.6   /ｱ        

88 鉄道無常 　 　酒井 順子∥著 　KADOKAWA 915.6   /ｻ    

89 車窓の風に吹かれて 　 　「旅と鉄道」編集部∥編　天夢人 915.6   /ｼ       

90 寝台急行「昭和」行 　 　関川 夏央∥著 　日本放送出版協会 915.6   /ｾ         

91 嫌なことがあったら鉄道に乗ろう 　 　野村 正樹∥著 　日本経済新聞社 915.6   /ﾉ       

92 阪急電車 　 　有川 浩∥著 　幻冬舎 F       /ｱ          

93 鉄道員(ぽっぽや) 　 　浅田 次郎∥著 　集英社 F       /ｱ         

94 クロカネの道 　 　江上 剛∥著 　PHP研究所 F       /ｴ      

95 鉄童の旅 　 　佐川 光晴∥著 　実業之日本社 F       /ｻ           

96 ローカル線で行こう! 　 　真保 裕一∥著 　講談社 F       /ｼ        

97 追跡 　 　高嶋 哲夫∥[著] 　角川春樹事務所 F       /ﾀ        

98 鉄道ダンシ 　 　鉄道ダンシ製作委員会∥著 　創藝社 F       /ﾃ             

98 ロスト・トレイン 　 　中村 弦∥著 　新潮社 F       /ﾅ         

100 運転、見合わせ中 　 　畑野 智美∥著 　実業之日本社 F       /ﾊ      

101 電車屋赤城 　 　山田 深夜∥著 　角川書店 F       /ﾔ             

102 橋梁のある風景 　東北編 　 　彩風社 096     /ｷ         

103 キハ40よ永遠に 　 　 　天夢人 096     /ｷ          

104 ＳＬと共に 　 　熊坂 光正∥著 　驢馬出版 096     /ｸ         

105 写真でつづる懐かしの沼尻軽便鉄道 　 　『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      

106 写真でつづる懐かしの沼尻軽便鉄道 　続 　『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       

107 週刊JR全駅・全車両基地 　No.50 　 　朝日新聞出版 096     /ｼ             

108 ネコ駅長ばすPhoto Book 　 　坪内 政美∥撮影  文 　枻出版社 096     /ﾂ         

109 福島鉄道物語 　 　齋  正機／著 　福島民報社 099.4   /ｻ       

～文学・小説～

～郷土～


