
資料番号 タイトル 人名 出版者 保管場所

0117355750 アニメと鉄道　[1] 「旅と鉄道」編集部／編 東京：天夢人 芸術      

0118377522 アニメと鉄道　2 「旅と鉄道」編集部／編 東京：天夢人 芸術      

0117430140 あの映画に、この鉄道 川本　三郎／著 東京：キネマ旬報社 芸術      

0115921488 有栖川有栖の鉄道ミステリー旅 有栖川　有栖／著 東京：山と溪谷社 文学      

0117891069 飯田線のEF58 所澤　秀樹／著 大阪：創元社 郷土資料  

0117884197 いまこそ使いたい時刻表活用術 木村　嘉男／著 東京：天夢人 産業      

0117623629 今すぐ出かけたくなる魅惑の鉄道旅 野田　隆／著 東京：産業編集センター 地誌紀行 

0118389212 上田丸子電鉄の記憶 奥村　榮邦／写真 長野：信濃毎日新聞社 郷土資料  

0117831784 美しき鉄道橋の世界 武田　元秀／著 東京：天夢人 工学      

0117921056 旨い駅そば大百科 「旅と鉄道」編集部／編 東京：天夢人 生活科学  

0117639609 うまい駅弁　2019 東京：オレンジページ 生活科学  

0117848945 駅スタンプの世界 坪内　政美／著 東京：天夢人 産業      

0117322958 えきたの　アート編 伊藤　博康／著 大阪：創元社 産業      

0117293449 駅ナカ、駅マエ、駅チカ温泉 鈴木　弘毅／著 東京：交通新聞社 地誌紀行 

0118018894 駅ビルご当地グルメ大百科 「旅と鉄道」編集部／編 東京：天夢人 生活科学  

0117713032 駅弁大百科 「旅と鉄道」編集部／編 東京：天夢人 生活科学  

0117835868 大相撲と鉄道 木村　銀治郎／著 東京：交通新聞社 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0117061531 音鉄 片倉　佳史／著 東京：ワニブックス 産業      

0117488122 大人の鉄道趣味入門 池口　英司／著 東京：交通新聞社 産業      

0117912279 大人の鉄道模型入門 松本　典久／著 東京：天夢人 工学      

0114589278 思い出で包む善白鉄道 柏企画／編 長野：柏企画 郷土資料  

0117230409 開化鐵道探偵　[1] 山本　巧次／著 東京：東京創元社 文学      

0117446898 開化鐵道探偵　[2] 山本　巧次／[著] 東京：東京創元社 文学      

0118384601 河東鉄道・長野電鉄線と松代駅 宮下　健司／監修 長野：夢空間松代のまちと心を育てる会 郷土資料  

0114743818 河東線 東山　繁／ほか撮影 長野：柏企画 郷土資料  

0117898007 神と呼ばれた鉄道YouTuberスーツの選んだ鉄道百景 スーツ／著 東京：マキノ出版 産業      

0117829531 紙の上のタイムトラベル 松本　典久／著 東京：東京書籍 産業      

0116394032 かわいい鉄道の旅 伊藤　美樹／著 東京：メディアファクトリー 地誌紀行 

0118377514 感動の鉄道絶景 「旅と鉄道」編集部／編 東京：天夢人 産業      

0116754573 汽車に乗った明治の文人たち 出口　智之／編 東京：教育評論社 文学      

0117487751 木村裕子の鉄道が100倍楽しくなる100鉄 木村　裕子／著 東京：天夢人 産業      

0117745067 グルメ列車の旅 東京：イカロス出版 産業      

特集名：長野11月一般テーマ「鉄道開業150年」
特集期間：2022/10/28～2022/11/23



0117193102 クロカネの道 江上　剛／著 東京：PHP研究所 文学      

0117803999 豪華列車をゆく 東京：イカロス出版 産業      

0117883231 最後の一両 池口　英司／著 東京：イカロス出版 工学      

0117945782 最終列車 原　武史／著 東京：講談社 産業      

0117829549 JRフリーきっぷの旅 池口　英司／文 東京：イカロス出版 産業      

0116496845 「JTB時刻表」表紙名景撮影ガイド マシマ・レイルウェイ・ピクチャーズ／編 東京：JTBパブリッシング 書庫

0117901983 知っておくと便利鉄道トリビア集 植村　誠／著 東京：天夢人 産業      

0117924365 シニア鉄道旅の魅力 野田　隆／著 東京：平凡社 地誌紀行 

0117797159 「沁みる夜汽車」の物語　2 NHK沁みる夜汽車制作チーム／著 東京：ビジネス社 産業      

0117914648 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 東京：マキノ出版 産業      

0114570104 写真でよみがえる長野電鉄地上線 原　登／撮影 長野：柏企画 郷土資料  

0117836056 車窓の風に吹かれて 「旅と鉄道」編集部／編 東京：天夢人 文学      

0117705103 乗務員室からみたJR 関　大地／著 東京：ユサブル 産業      

0117850271 昭和30年代～50年代の地方私鉄を歩く　第13巻 高井　薫平／著 東京：フォト・パブリッシング 郷土資料  

0117670539 昭和四十一年日本一周最果て鉄道旅 小川　功／著 東京：笠間書院 地誌紀行 

0117580902 女子鉄アナウンサー久野知美のかわいい鉄道 久野　知美／著 東京：天夢人 産業      

0117867952 新青春18きっぷの教科書 「旅と鉄道」編集部／編 東京：天夢人 地誌紀行 

0116139825 新廃線紀行 嵐山　光三郎／著 東京：光文社 文学      

0117986687 信越本線 林　嶢／著 東京：フォト・パブリッシング 郷土資料  

0117764761 新幹線完全ガイド 東京：ネコ・パブリッシング 工学      

0118055680 新幹線のすべて 「旅と鉄道」編集部／編 東京：天夢人 産業      

0117909408 信州国鉄の風景 信濃毎日新聞社／編 長野：信濃毎日新聞社 郷土資料  

0117556225 信州の鉄道絵葉書帖 白土　貞夫／著 長野：しなのき書房 郷土資料  

0117518126 信州の鉄道碑ものがたり 降幡　利治／著 長野：信濃毎日新聞社 郷土資料  

0118386895 信州の秘境駅・小駅を巡る 久保田　稔／著 須坂：川辺書林 郷土資料  

0117982215 図でわかる電車入門 川辺　謙一／著 東京：交通新聞社 工学      

0117797654 スーツの素顔 スーツ／著 東京：三才ブックス ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ   

0117945071 スーツの鉄道青春夜行 スーツ／著 東京：二見書房 地誌紀行 

0118036581 図解と写真でわかる教養が身につく!日本の鉄道150年史 辻　良樹／著 東京：徳間書店 産業      

0118045913 すべてのカーブにはわけがある 米屋　こうじ／著 東京：交通新聞社 工学      

0117893040 青春18きっぷパーフェクトガイド　2021-2022 谷崎　竜／著 東京：イカロス出版 地誌紀行 

0116938499 「青春18きっぷ」ポスター紀行 込山　富秀／著 東京：講談社 産業      

0117901868 絶滅しそうな車両図鑑 池口　英司／著 東京：天夢人 工学      

0118040310 全国鉄道路線大全　2022-2023 東京：イカロス出版 産業      

0117375154 線路つまみ食い散歩 久住　昌之／著 東京：カンゼン 地誌紀行 

0117712802 漱石と鉄道 牧村　健一郎／著 東京：朝日新聞出版 文学      

0116542705 ぞっこん鉄道今昔 櫻井　寛／写真・文 東京：朝日新聞出版 書庫



0118012707 空鉄 吉永　陽一／著 東京：天夢人 産業      

0117049114 空鉄今昔 吉永　陽一／撮影・文 東京：講談社 産業      

0117419739 たのしい路線図 井上　マサキ／著 東京：グラフィック社 産業      

0117675553 旅する親子鉄 堀内　重人／著 東京：交通新聞社 産業      

0117960013 旅する鉄道写真 米屋　こうじ／著 東京：天夢人 芸術      

0118054279 地図帳の深読み　鉄道編 今尾　恵介／著 東京：帝国書院 自然科学  

0117481499 中央西線 山田　亮／著 東京：アルファベータブックス 郷土資料  

0117325530 ツウになる!鉄道の教本 土屋　武之／著 東京：秀和システム 産業      

0117742163 鉄道インフラメンテナンス図鑑 土木学会令和元年度会長特別委員会ｲﾝﾌﾗﾒﾝﾃﾅﾝｽ(鉄道)特別委員会／著 東京：土木学会 工学      

0117948893 鉄道完乗のススメ 「旅と鉄道」編集部／編 東京：天夢人 産業      

0116863341 鉄道考古学事始・新橋停車場 斉藤　進／著 東京：新泉社 工学      

0117069203 鉄道ごはん 結解　喜幸／著 東京：交通新聞社 産業      

0118026459 鉄道写真をはじめよう! 福園　公嗣／監修 東京：ﾒｲﾂﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｺﾝﾃﾝﾂ 青少年図書

0118029784 鉄道“周辺世界”趣味入門　NO.1 東京：イカロス出版 工学      

0117971242 鉄道趣味人の世界 池口　英司／著 東京：交通新聞社 産業      

0117110676 鉄道唱歌と地図でたどるあの駅この街 今尾　恵介／著 東京：朝日新聞出版 産業      

0117794503 鉄道制服図鑑 「旅と鉄道」編集部／編 東京：天夢人 産業      

0117666933 鉄道珍百景 坪内　政美／著 東京：天夢人 産業      

0118008051 鉄道で伸ばす子どもの地頭力 鉄道博士／著 東京：天夢人 教育      

0117727255 鉄道と切手 鉄道友の会／編 東京：交通新聞社 産業      

0117450718 鉄道とファン大研究読本 久野　知美／著 東京：カンゼン 産業      

0117699132 鉄道について話した。 市川　紗椰／[著] 東京：集英社 産業      

0117948885 鉄道の食事の歴史物語 ジェリ・クィンジオ／著 東京：原書房 産業      

0118062850 鉄道の歴史を変えた街45 鼠入　昌史／著 東京：イカロス出版 産業      

0117143479 鉄道ミステリーの系譜 原口　隆行／著 東京：交通新聞社 文学      

0117872911 鉄道無常 酒井　順子／著 東京：KADOKAWA 文学      

0118055805 鉄道文字の世界 中西　あきこ／著 東京：天夢人 産業      

0117996678 鉄道路線をくらべて楽しむ地図帳 寺本　光照／編著 東京：山川出版社 産業      

0117715714 鉄道路線誕生秘話 米屋　こうじ／著 東京：交通新聞社 産業      

0117929174 鉄道旅のトラブル対処術 松本　典久／著 東京：天夢人 産業      

0116737651 電車をデザインする仕事 水戸岡　鋭治／著 東京：日本能率協会ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｾﾝﾀｰ 工学      

0116389750 電車の顔 鈴木　さちこ／著 東京：鉄道ジャーナル社 工学      

0116668013 東海道新幹線各駅停車の旅 甲斐　みのり／著 東京：ウェッジ 地誌紀行 

0117845966 東京メトロとファン大研究読本 久野　知美／著 東京：カンゼン 産業      

0117603415 途中下車はできません 山本　巧次／著 東京：小学館 文学      

0117672717 特急「あさま」 「旅と鉄道」編集部／編 東京：天夢人 郷土資料  

0118055821 特急マーク図鑑 松原　一己／著 東京：天夢人 産業      



0118003771 怒鳴られ駅員のメンタル非常ボタン 綿貫　渉／著 東京：KADOKAWA 産業      

0117352690 寅さんの列車旅 「旅と鉄道」編集部／編 東京：天夢人 芸術      

0117672790 寅さんの列車旅　2 「旅と鉄道」編集部／編 東京：天夢人 芸術      

0117146977 撮り鉄の教科書 東京：学研プラス 芸術      

0118369107 長野電鉄百年探訪 今尾　恵介／著 長野：信濃毎日新聞社 郷土資料  

0117681783 70年代の蒸気機関車たち 岡村　久道／著 東京：LABO 工学      

0117672733 何度でも泣ける「沁みる夜汽車」の物語 NHK沁みる夜汽車制作チーム／著 東京：ビジネス社 産業      

0117596965 日本観光列車100パーフェクトガイド 谷崎　竜／著 東京：イカロス出版 産業      

0117679506 にっぽん全国100駅弁 櫻井　寛／著 東京：双葉社 生活科学  

0117027755 日本おもてなし鉄道 日経デザイン／編 [東京]：日経BP社 工学      

0117942524 日本観光列車の旅　2022 谷崎　竜／著 東京：イカロス出版 産業      

0117734335 日本珍景踏切 伊藤　博康／著 大阪：創元社 工学      

0116999327 日本鉄道切手夢紀行 櫻井　寛／写真・文 東京：日本郵趣出版 産業      

0117351304 日本鉄道事始め 高橋　団吉／編著 東京：NHK出版 産業      

0116811225 日本鉄道史　幕末・明治篇 老川　慶喜／著 東京：中央公論新社 産業      

0117835843 日本の絶景鉄道 レイルマンフォトオフィス／著 東京：昭文社 芸術      

0117815894 日本の鉄道365日 櫻田　純／監修 東京：辰巳出版 産業      

0117972547 日本のもじ鉄 石川　祐基／著 東京：三才ブックス 産業      

0117874081 日本路面電車地図鑑 地理情報開発／編 東京：平凡社 産業      

0117666917 ねこ鉄 花井　健朗／撮影・文 東京：講談社 農業園芸 

0117894105 脳内&リアルに楽しむ!達人が教える鉄道旅 東京：JTBパブリッシング 地誌紀行 

0117771840 飲み鉄・食べ鉄 大阪：京阪神エルマガジン社 地誌紀行 

0117128835 呑み鉄、ひとり旅 芦原　伸／著 東京：東京新聞 地誌紀行 

0118040328 乗り鉄エキスパート 鈴木　省吾／共著 東京：オーム社 産業      

0117918367 「乗り鉄」教授のとことん鉄道旅 宮村　一夫／著 東京：潮出版社 地誌紀行 

0117604322 廃線探訪入門 「旅と鉄道」編集部／編 東京：天夢人 地誌紀行 

0116672296 富士鉄 佐々倉　実／撮影・文 東京：講談社 芸術      

0117948729 踏切の世界 chokky／著 東京：天夢人 工学      

0117600460 ブルートレイン大図鑑 「旅と鉄道」編集部／編 東京：天夢人 産業      

0114696552 別所線 橋詰　芳房／撮影 長野：柏企画 郷土資料  

0118384502 別所線百年物語 今尾　恵介／著 長野：信濃毎日新聞社 郷土資料  

0117776955 南田裕介の鉄道ミステリー 南田　裕介／著 東京：天夢人 産業      

0117919191 宮脇俊三の紀行文学を読む 小牟田　哲彦／著 東京：中央公論新社 地誌紀行 

0117483222 「見る鉄」のススメ 来住　憲司／著 大阪：創元社 産業      

0117172247 魅惑の鉄道橋 都築　雅人／著 東京：交通新聞社 工学      

0117999870 みんなの鉄道撮影地ガイド 中井　精也／著 東京：玄光社 芸術      

0116821976 明治・大正・昭和駅弁ラベル大図鑑 羽島　知之／編 東京：国書刊行会 産業      



0117322941 もじ鉄 石川　祐基／著 東京：三才ブックス 産業      

0117948901 もっと鉄道珍百景 坪内　政美／著 東京：天夢人 産業      

0117452060 モノクロームの私鉄原風景 諸河　久／著 東京：交通新聞社 産業      

0116137969 ゆる鉄 中井　精也／著 東京：クレオ 芸術      

0117333922 読鉄全書 池内　紀／編 東京：東京書籍 産業      

0117455923 夜鉄 相原　正明／著 東京：玄光社 芸術      

0118032788 ライバル鉄道徹底研究! 川島　令三／著 東京：天夢人 産業      

0118049980 ランプ小屋の魔力 笹田　昌宏／著 東京：イカロス出版 工学      

0117843060 利用者“0”人駅 西崎　さいき／執筆 東京：イカロス出版 産業      

0114714496 りんご電車とその仲間たち 後藤　文男／著 郷土資料  

0116059833 ローカル線 遠藤　純／写真 東京：ピエ・ブックス 芸術      

0117470120 ワクワク!!ローカル鉄道路線　北陸・信越・中部編 梅原　淳／著 東京：ゆまに書房 産業      

0117803130 私が撮影したC56 笹本　健次／著 東京：ACJマガジンズ 工学      


