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図書館で調べよう！
実践編

利用者の減少で廃線になる路線が増えている一方、豪華列車の登場などで、鉄道への関心を持つ方も増えて
おり、鉄道に関する資料も多岐に渡って増えてきました。ここでは大きな分野に分け、資料の探し方をご紹介
します。
【凡例】
★ （

）内は本の背についているラベルの表示です。置いてある分類場所を示しています。開架／書庫のど

ちらにあるかは、あっ太くん（館内検索端末）でご確認いただくか、職員までお尋ねください。
★

ラベルに“Ｒ”がついている、または“館内”というシールが貼られている本は貸し出しできません。館
内でご利用ください。

★

貸出できない本でも、必要な部分のコピーが出来る場合があります。職員にお尋ねください。
（コピー代：１枚 10 円）

１．テーマについて調べるキーワード
手がかりとなるキーワードを集めることが、情報検索のポイントです。
「あっ太君（館内検索端末）
」でこれ
らのキーワードを使って検索していきます。検索結果一覧の中から見たい資料を選ぶと、その資料の場所や背
ラベル、利用状況などがわかります。
鉄道、列車、汽車、電車、新幹線、観光列車、在来線、第三セクター、軽便、ローカル線、地方鉄道、
ＬＲＴ、鉄路、線路、路線、駅、ダイヤ、時刻表、車両、鉄道施設、保線、国鉄、私鉄、廃線、など…

２．入門的な情報源・テーマの理解
本を探す前に、百科事典、専門事典、年鑑、白書などの資料からテーマの基本的な情報を得ることで、より
探しやすくなります。一部をご紹介します。
『鉄道の百科事典』 丸善出版 （R686 テ）
『鉄道の基礎知識』 所澤秀樹／著、創元社 （686 シ）
『よくわかる最新鉄道の基本と仕組み』秋山 芳弘／編著、秀和システム （516 テ）

３．キーワードにあった図書や視聴覚資料を探す
図書館の資料は、原則としてテーマごとに分類されて書架（本棚）に並べてあります。
長野図書館の蔵書の中から、鉄道に関する資料の一部を、大まかな分野ごとにご紹介します。

など
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【歴史について調べる】
・鉄道の歴史について
『世界の鉄道の歴史図鑑』 ジョン・ウェストウッド／著 柊風舎 （R682 ウ）
『世界の鉄道』 フランコ・タネル／著、河出書房新社 （686 タ）

・日本の鉄道の歴史について
『日本交通史辞典』 丸山 雍成／編、吉川弘文館（R682 ニ）
『日本の鉄道』 野田 正穂／〔ほか〕編、日本経済評論社（686 ニ）

・県内の鉄道の歴史について
『写真でつづる長野鉄道管理局の歩み』 長野鉄道管理局／編 （N680 シ）
『夢をのせた信州の鉄道』 長野県立歴史館／編、長野県立歴史館 （N680 ユ）
『信濃鉄道むかし話』 降幡 利治／著、郷土出版社 （N682 シ）
『信州の鉄道物語 上・下』 小林 宇一郎／監修、信濃毎日新聞社 （N686 シ 1・2）

・新幹線の歴史について
『新幹線５０年史』 交通協力会 （516 シ）
『新幹線開発百年史』 中村信雄／著、成山堂書店 （686 ナ）

・日本の廃線路について
『鉄道廃線跡を歩く １～１０』 宮脇 俊三／編著、日本交通公社出版事業局 （686 ミ）
『私鉄の廃線跡を歩く １～４』 寺田 裕一／著、ＪＴＢパブリッシング （686 テ）

・県内の廃線路について
『信州の廃線紀行』 小林 宇一郎／監修、郷土出版社 （N682 シ）
『思い出で包む善白鉄道』 柏企画／編、柏企画 （N682 オ）
※「県内の鉄道の歴史」の項にあげている資料にも掲載されているものがあります。

【世界の鉄道について調べる】
『世界鉄道百科図鑑』 デイヴィッド・ロス／編著、悠書館（536 ロ）

【駅について調べる】
『全国駅名事典』 星野

真太郎／著、創元社 （R686 ホ）

『全国地名駅名よみかた辞典』 日外アソシエーツ編集部／編、日外アソシエーツ （R291.03 セ）
『ＪＲ・第三セクター全駅名ルーツ事典』 村石

利夫／著、東京堂出版 （686 ム）

『長野県鉄道全駅』 信濃毎日新聞社出版部／編、信濃毎日新聞社 （N680 ナ）
『秘境駅 １～３』 牛山 隆信／著、メディアファクトリー （686 ウ １～３）

【鉄道施設について調べる】
『
〈超図説〉鉄道路線・施設を知りつくす』 都市鉄道研究会／著、学研 （516 チ）
『鉄道施設がわかる本』

坂本 衛／著、山海堂 （516 サ）

『配線略図で広がる鉄の世界』 井上 孝司／著、秀和システム （516 イ）
『鉄道構造物を探る』 小野田 滋／著、講談社 （516 オ）
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【路線について調べる】
『
〈図説〉鉄道路線はこうして生まれる』 学研 （516 ス）
『鉄道旅行日本地図 東日本編・西日本編』 成美堂出版編集部／編、成美堂出版 （686 テ）
『第３セクター鉄道』 香川 正俊／著、成山堂書店 （686 カ）

【車両について調べる】
『列車名変遷大事典』 三宅 俊彦／著、ネコ・パブリッシング （R686 ミ）
『日本の電車物語 旧性能電車編・新性能電車編』 福原 俊一／著、ＪＴＢパブリッシング （546 フ）
『国鉄蒸機の装備とその表情 上・中・下』 西尾 恵介／著、
ネコ・パブリッシング （536 ニ 1～3）
『ＪＲ電車編成表』 ジェー・アール・アール／編集、
交通新聞社 （686 シ） ※ ’93 年夏号より所蔵
『私鉄車両編成表』 ジェー・アール・アール／編集、
交通新聞社 （686 シ） ※ ’88 年号より所蔵
『観光列車データブック』 双葉社 （536 カ）

【鉄道用語について調べる】
『鉄道用語事典』 久保田 博／著、グランプリ出版 （686 ク）
『鉄道用語の不思議』 梅原 淳／著、朝日新聞社 （686 ウ）

【鉄道旅行について調べる】
『鉄道旅行術』 種村 直樹／著、自由国民社 （686 タ）
『鉄道旅行週末だけでこんなに行ける！』 所澤

秀樹／著、光文社 （686 ト）

『憧れのリゾート観光列車全国鉄道トラベル GUIDE』 ベストフィールズ／著、メイツ出版 （686 ア）

４．新聞・雑誌記事から探す
新聞や雑誌は図書に比べて新しい情報を提供してくれる資料です。古い新聞や雑誌のバックナンバーは書
庫に入っています。ご覧になりたい年月日、号数を指定の上、カウンターまでお問い合わせください。
【新聞】
・信濃毎日新聞…朝刊（昭和５５年～より所蔵）
・夕刊（昭和５８年～より所蔵）
・朝日新聞、日本経済新聞、読売新聞、毎日新聞、産経新聞、中日新聞、THR JAPAN TIMES
…各 10 年保存
※朝日新聞と読売新聞については縮刷版もあります。詳しくはカウンターまでお問い合わせください。
【雑誌】
・鉄道ファン、鉄道ジャーナル、ＪＴＢ時刻表、旅の手帖…各３年保存
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５．インターネットの情報源から調べる
インターネットでは最新の情報が得ることが出来ます。しかし出所が不明な情報・誤った情報も多々混ざっ
ており、正しい情報を見極める必要があります。一つのサイトを見るだけではなく、複数のサイトを見て比較
して判断するのがよいと思います。
※各鉄道会社の公式ホームページ（長野市内の鉄道会社 ＊過去の鉄道事業者も含む）
東日本旅客鉄道株式会社（ＪＲ東日本） 長野支社：http://www.jreast.co.jp/nagano/
しなの鉄道株式会社：http://www.shinanorailway.co.jp/
長野電鉄株式会社：http://www.nagaden-net.co.jp/
＊善光寺白馬電鉄株式会社：http://www.zenpaku.com/gallery.html（当時の写真あり）

６．視聴覚資料

（ＣＤ・ＤＶＤなど）

【ＤＶＤ】 １Ｆ ＤＶＤコーナー （館内視聴専用）
『長野電鉄２０００系Ｄ編成』 ビジュアル・ケイ

（546 ナ）

『Ｅ７系新幹線』 ビジュアル・ケイ （546 イ）
『しなの鉄道』 テイチクエンタテインメント （686 シ）
【ＣＤ】 ２Ｆ ＣＤコーナー （貸出可能）
『ＪＲ東日本駅発車メロディーオリジナル音源集』 ＴＲ （686 シ）
『鉄道唱歌』ダーク・ダックス／歌、キングレコード （767 テ）※第１集・第３集・電車唱歌を収録

７．鉄道に関する相談事例の紹介
過去の長野図書館への相談事例をご紹介します。
Ｑ： “閉扉”の読み方を知りたい
Ａ：「客用ドアを閉めること」という鉄道用語のようです。
『深迷怪鉄道用語辞典』p288 に「へいひ」と読みがありました。
※深迷怪鉄道用語辞典は南部図書館のみ所蔵しています。

８．最後に
今回ご紹介したのは、ほんの一例です。不明な点や資料が見つからないなど、お困りのことがございました
ら、カウンターまでお気軽にご相談ください。

