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鉄道を科学する : 日々の運行を静かに支える技術 (サイエン
ス・アイ新書 ; SIS-285)

川辺謙一 著
ソフトバンククリエイ
ティブ

2013.8 NC31-L4

鉄道車両の科学 : 蒸気機関車から新幹線まで車両の秘密を解
き明かす (サイエンス・アイ新書 ; SIS-254)

宮本昌幸 著
ソフトバンククリエイ
ティブ

2012.8 NC34-L6

面白いほどよくわかる電車のしくみ : 車両のしくみと電車が
走るメカニズム (学校で教えない教科書)

所澤秀樹 監修 日本文芸社 2009.3 NC37-J48

ビジュアル図鑑鉄道のしくみ 基礎篇 (すぐわかる鉄道の基礎
知識)

土屋武之 著, 鳳梨舎 編 ネコ・パブリッシング 2011.6 NC31-J11

ビジュアル図鑑鉄道のしくみ 新技術篇 (ここまで進んだ最新
の鉄道技術)

土屋武之 著, 鳳梨舎 編 ネコ・パブリッシング 2011.6 NC31-J12

よくわかる最新鉄道の技術と仕組み : 要素技術と運行のシス
テムを学ぶ (図解入門 : How-nual. Visual Guide Book)

秋山芳弘 監修, 阿佐見俊介, 磯部
栄介, 出野市郎, 佐藤盛三, 千代
雄二, 鷲田鉄也 著

秀和システム 2020.11 NC31-M6

鉄道を支える匠の技 : 訪ね歩いた、ものづくりの現場 (交通
新聞社新書 ; 134)

青田孝 著 交通新聞社 2019.6 NA161-M13

〈超図説〉鉄道路線・施設を知りつくす : 駅、車両基地から
軌道、トンネルまで「つくる」という視点から日本の鉄道シ
ステムを詳解

都市鉄道研究会 著 学習研究社 2009.4 NA161-J45

鉄道信号 日本鉄道電気技術協会 2015.1 NC41-M1

鉄道と商業 井田泰人 編著 晃洋書房 2019.4 DK53-M48
私鉄郊外の誕生 片木篤 編 柏書房 2017.8 KA421-L196

鉄道と郊外 : 駅と沿線からの郊外再生
角野幸博 編著, 青木嵩, 岡絵理
子, 伊丹康二, 水野優子, 松根辰
一, 坂田清三 共著

鹿島出版会 2021.8 DD81-M49

通勤電車のはなし : 東京・大阪、快適通勤のために (中公新
書 ; 2436)

佐藤信之 著 中央公論新社 2017.5 DK53-L657

観光列車の経済学的研究 : 地方鉄道の維持振興と地域活性化
に向けて

藤田知也
大阪公立大学共同出版
会

2021.10 DK85-M14

鉄道と観光の近現代史 (河出ブックス ; 107) 老川慶喜 著 河出書房新社 2017.9 DK53-L701
鉄道少年たちの時代 : 想像力の社会史 辻泉 著 勁草書房 2018.7 DK53-L819
鉄道の文学誌 (近代日本の社会と交通 ; 14) 小関和弘 著 日本経済評論社 2012.5 KG748-J158

汽笛一声 : 鉄道100年 文学と随筆選集
渡辺公平, 平山三郎, 上月木代次
編

実業之日本社 1972 KH6-46

鉄道ミステリーの系譜 : シャーロック・ホームズから十津川
警部まで (交通新聞社新書 ; 102)

原口隆行 著 交通新聞社 2016.10 KE173-L80

沿線文学の聖地巡礼 : 川端康成から涼宮ハルヒまで 土居豊 著 関西学院大学出版会 2013.10 KG381-L32
アニメと鉄道 = Animes & Trains : 完全保存版 : 鉄道シー
ンが記憶に残るアニメの世界へ

「旅と鉄道」編集部 編 天夢人 2018.3 KD745-L323

日本鉄道歌謡史 1 (鉄道開業～第二次世界大戦) 松村洋 みすず書房 2015.8 KD319-L55
日本鉄道歌謡史 2 (戦後復興～東日本大震災) 松村洋 みすず書房 2015.8 KD319-L56

Nippon鉄道の夜明け : 明治150年記念 鉄道博物館学芸部 編 鉄道博物館 [2018] DK53-L793
陸蒸気を海に通せ! : 大隈重信没後100年・鉄道開業150年記
念特別展

佐賀県立佐賀城本丸歴
史館

2021.11 DK53-M436

鉄道考古学事始・新橋停車場 (シリーズ「遺跡を学ぶ」 ;
096)

斉藤進 著 新泉社 2014.10 DK53-L242

新橋駅発掘 : 考古学からみた近代 福田敏一 著 雄山閣 2004.10 DK53-E255

資料集横浜鉄道 : 1908～1917
横浜開港資料館, 横浜開港資料普
及協会 編

横浜開港資料普及協会 1994.3 DK53-E255

鉄道の歴史がわかる事典 : 読む・知る・愉しむ 浅井建爾 著 日本実業出版社 2004.8 DK53-H137
ふしぎな鉄道路線 : 「戦争」と「地形」で解きほぐす (NHK出版
新書 ; 592)

竹内正浩 著 NHK出版 2019.7 DK53-M75

鉄道史の分岐点 : 日本鉄道の発展を探る (のりもの選書 ;
20)

池田邦彦 著 イカロス出版 2005.11 DK53-H302

鉄道史の仁義なき闘い : 鉄道会社ガチンコ勝負列伝 所澤秀樹 著 創元社 2016.3 DK53-L490

関西館ミニ展示 鉄道開業150年 資料リスト

日本の鉄道の歴史

鉄道と経済・社会・文化

鉄道の技術・基礎知識



日本鉄道史 昭和戦後・平成篇 (中公新書 ; 2530) 老川慶喜 著 中央公論新社 2019.2 DK53-M26
鉄道と政治 : 政友会、自民党の利益誘導から地方の自立へ
(中公新書 ; 2640)

佐藤信之 著 中央公論新社 2021.4 DK53-M294

日本の鉄道創世記 : 幕末明治の鉄道発達史 中西隆紀 著 河出書房新社 2010.6 DK53-J300
明治日本と鉄道 = MEIJI JAPAN AND RAILWAYS : 近代的
鉄道政策の形成

小谷正典 著 晃洋書房 2020.3 DK81-M3

鉄道がつくった日本の近代
高階秀爾, 芳賀徹, 老川慶喜, 高
木博志 編・著, 東日本鉄道文化
財団 監修

成山堂書店 2014.11 DK53-L269

鉄道企業と証券市場 (近代日本の社会と交通 ; 第7巻) 片岡豊 著 日本経済評論社 2006.12 DK85-H15
植民地の鉄道 (近代日本の社会と交通 ; 第9巻) 高成鳳 著 日本経済評論社 2006.1 DK53-H280
鉄道建設と地方政治 (近代日本の社会と交通 ; 第10巻) 松下孝昭 著 日本経済評論社 2005.4 DK53-H215
大日本帝国の海外鉄道 改訂新版 小牟田哲彦 著 育鵬社 2021.12 DK53-M399
鉄道技術の日本史 : SLから、電車、超電導リニアまで (中公
新書 ; 2312)

小島英俊 著 中央公論新社 2015.3 NC31-L7

鉄道技術140年のあゆみ 持永芳文, 宮本昌幸 編著 コロナ社 2012.8 NC31-J15
鉄道とトンネル = Railway and Tunnel : 日本をつらぬく技
術発展の系譜 (シリーズ・ニッポン再発見 ; 8)

小林寛則, 山崎宏之 著 ミネルヴァ書房 2018.4 DK53-L771

ビジュアルで紐解く日本の高速鉄道史 : 名列車とたどる進化
の歴史

高野晃彰 著 メイツ出版 2018.3 DK53-L766

新幹線の歴史 : 政治と経営のダイナミズム (中公新書 ;
2308)

佐藤信之 著 中央公論新社 2015.2 DK53-L310

新幹線開発百年史 : 東海道新幹線の礎を築いた運転技術者た
ち

中村信雄 著 成山堂書店 2016.4 DK53-L500

鉄道ファンのための私鉄史研究資料 = Handbook for
private railway history studies : 1882 to 2012

和久田康雄 著 電気車研究会 2014.4 DK53-L174

走るレストラン : 食堂車の物語 : 鉄道博物館企画展  鉄道博物館学芸部 編 鉄道博物館 2019 Y93-M2374
図説国鉄蒸気機関車全史 = Illustrated Steam Locomotives
of National Railways

いのうえこーいち 著 JTBパブリッシング 2014.6 NC34-L23

2030年日本の鉄道未来予想図 : 技術、路線、各社の戦略は
こう変わる! (洋泉社MOOK)

洋泉社 2017.3 Y94-L38582

熱き男たちの鉄道物語 : 関西の鉄道草創期にみる栄光と挫折
(新なにわ塾叢書 ; 4)

大阪府立大学観光産業戦略研究
所, 関西大学大阪都市遺産研究セ
ンター, 大阪府, 新なにわ塾叢書
企画委員会 編著

ブレーンセンター 2012.4 DK53-J594

鉄道がきた! : 舟運・海運・馬車道・鉄道 : 大阪-神戸鉄道開
通140年記念特別展阪神・淡路大震災20年展

兵庫県立考古博物館 編 兵庫県立考古博物館 2014.10 DK53-L286

進め!奈良鉄道 : JR奈良線120年 宇治市歴史資料館 編 宇治市歴史資料館 2016.10 DK53-L572
鉄道と地図と地域変容 : 奈良大学博物館企画展 海津正倫 編 奈良大学博物館 2014.5 Y93-L4201

京阪百年のあゆみ
京阪電気鉄道株式会社経営統括室
経営政策担当 編

京阪電気鉄道 2011.3 DH22-J942

京阪百年のあゆみ 資料編
京阪電気鉄道株式会社経営統括室
経営政策担当 編

京阪電気鉄道 2011.3 DH22-J941

京阪電気鉄道沿線アルバム : 昭和～平成 辻良樹 解説
アルファベータブック
ス

2021.9 DK53-M340

京都市高速鉄道東西線建設小史 : 六地蔵・醍醐間 京都市交通局 2007.3 NA161-J3
京都市高速鉄道東西線建設小史 : 二条・太秦天神川間 京都市交通局 2009.3 NA161-J51
「しまかぜ」「青の交響曲(シンフォニー)」誕生の物語 : 魅
力ある観光特急の開発をし続ける大手民間鉄道・近畿日本鉄
道の挑戦!!

堀内重人 著
アルファベータブック
ス

2019.6 DK53-M66

近畿日本鉄道100年のあゆみ : 1910～2010 近畿日本鉄道 2010.12 DH22-J937
近畿日本鉄道のひみつ PHP研究所 編 PHP研究所 2013.6 DK53-L55
近鉄京都線・橿原線 : 街と駅の1世紀 : 昭和の街角を紹介
(懐かしい沿線写真で訪ねる)

生田誠 著
アルファベータブック
ス

2016.6 DK53-L492

近鉄大阪線・南大阪線 : 街と駅の1世紀 : 昭和の街角を紹介
(懐かしい沿線写真で訪ねる)

生田誠 著
アルファベータブック
ス

2016.4 DK53-L497

近鉄・南海の経営史研究 : 兼業をめぐって
廣田誠, 山田雄久, 加藤諭, 嶋理
人, 谷内正往 共著

五絃舎 2021.2 DK53-M304

南海電鉄・泉北高速鉄道 : 街と駅の1世紀 : 昭和の街角を紹
介 (懐かしい沿線写真で訪ねる)

藤原浩 著
アルファベータブック
ス

2016.2 DK53-L457

阪神電気鉄道百年史 阪神電気鉄道 2005.12 DH22-H332

関西の鉄道



阪神電鉄物語 (マイロネbooks ; 17) 岡田久雄 著 JTB 2003.11 DK85-H5
阪神電車ぶらり途中下車 : 全駅紹介 : 各駅停車で巡る沿線今
昔さんぽ

山下ルミコ 著
フォト・パブリッシン
グ

2019.8 DK53-M80

関西人はなぜ阪急を別格だと思うのか : ブランド力を徹底検
証! (交通新聞社新書 ; 145)

伊原薫 著 交通新聞社 2020.8 DK53-M211

阪急電鉄沿線アルバム : 昭和～平成 伊原薫 解説
アルファベータブック
ス

2021.8 DK53-M325

大阪メトロ誕生 : 大阪市営交通民営化までの114年間と現況
(かや鉄BOOK ; 01)

伊原薫 著, 松本洋一 撮影 かや書房 2018.7 DK53-L797

戦前大阪の鉄道駅小売事業 谷内正往 著 五絃舎 2017.9 DK53-L744
戦後大阪の鉄道とターミナル小売事業 谷内正往 著 五絃舎 2020.2 DH468-M152
大阪鉄道大百科 : 大阪の鉄道会社・車両・路線・駅・歴史ま
るわかりガイド! (ウォーカームック ; No.763)

KADOKAWA 2017.7 Y94-L38991

ワクワク!!ローカル鉄道路線 関西編 梅原淳 著 ゆまに書房 2019.3 DK53-M36

観光列車ででかけよう : 関西 中国 四国 北陸 (JTBのムック) JTBパブリッシング 2020.4 Y94-M8534

夜行列車の記憶 = Memories of the night trains : 昭和・平
成の名列車がよみがえる (旅鉄BOOKS ; 029)

松本典久 著 天夢人 2020.8 DK53-M207

夜行列車 : 新橋発2007年鉄道博物館ゆき : 鉄道博物館プレ
企画展

東日本鉄道文化財団 c2006 Y93-J4151

廃線探訪入門 (旅鉄BOOKS ; 019) 「旅と鉄道」編集部 編 天夢人 2019.7 DK53-M76
駅スタンプの世界 : 押せば押すほど"どつぼ"にはまる (旅鉄
BOOKS ; 042)

坪内政美 著 天夢人 2021.3 DK53-M284

木造駅舎紀行200選 : 一度は降りてみたい (旅鉄BOOKS ;
025)

杉﨑行恭 著 天夢人 2020.3 KA294-M2

青春18きっぷの教科書 (旅鉄BOOKS ; 011) 「旅と鉄道」編集部 編 天夢人 2018.7 Y77-L9286
鉄道きっぷ大図鑑 : 小さな紙から始まる魅惑の世界 鉄道きっぷ研究会 編 双葉社 2008.12 DK111-J7
図解と実例ですぐ撮れる鉄道写真講座 : 「写す」楽しさから
「撮る」喜びへあなたの鉄道写真が確実にステップアップす
る

山崎友也 著 JTBパブリッシング 2010.9 Y78-J5213

鉄道を楽しむあれこれ

鉄道について国立国会図書館の本をもっと探すには…

・総合閲覧室の棚9aに行く

・国立国会図書館オンラインで検索

「キーワード」や「件名」に「鉄道」「電車」

「分類」に「DK*」(運輸・通信)「NC*」(運輸工学)


