
２０２３年１月　玄関展示本リスト

　　　　　　　　　　　　　

●　鉄道を楽しむ本　

No. 資料名 著者名 出版者 請求番号

1 テツ語辞典　鉄道にまつわる言葉を
イラストと豆知識でプァーン!と読み解く

栗原 景∥文 誠文堂新光社  686 /ﾃ 

2 パソ鉄の旅
デジタル地図に残す自分だけの鉄道記

片岡 義明∥著 インプレスジャパン  686 /ﾊ

3 全国鉄道地図帳
レールウェイマップル

昭文社  686.2 /ｾ 

4
国鉄マンが撮った昭和30年代の国鉄・私
鉄カラー鉄道風景　美しいカラー写真でよみ
がえる半世紀前の鉄道記録

稲葉 克彦∥著
フォト・パブリッ
シング

 686.2 /ｺ 

5
子どもはなぜ電車が好きなのか
鉄道好きの教育<鉄>学

弘田 陽介∥著 冬弓舎  686 /ｺ

6 列車ダイヤから鉄道を楽しむ方法
時刻表からは読めない多種多彩な運行ドラマ!

杉山 淳一∥著 河出書房新社  686.7 /ﾚ 

7 さらに残念な鉄道車両たち　抜けたとこ
ろがあるだけに、愛しくて残念だった車両たち

池口 英司∥著 イカロス出版  536 /ｻ 

8
鉄印帳でめぐる全国の魅力的な鉄
道40　 鉄印帳公認

学研プラス  291 /ﾃ 

9 駅弁大百科
駅別案内で探すのも楽しい1000駅弁

「旅と鉄道」編集部
∥編

山と溪谷社  596.4 /ｴ

10 医師が教える!健康あんしん旅
JR東京総合病院
∥著

交通新聞社  598.3 /ｲ

11 全国「駅ラーメン」探訪
地域に人を呼ぶ、ご当地の味

鈴木 弘毅∥著 交通新聞社  596.3 /ｾ

12 １日１鉄！
Rail healing!

中井 精也∥著 交通新聞社  748 /ｲ

13 廃線紀行
カラー版　もうひとつの鉄道旅

梯 久美子∥著 中央公論新社  291 /ﾊ

14 旨い駅そば大百科
「旅と鉄道」編集
部 編

山と溪谷社  673.9 /ｳ

15 旅する親子鉄
一緒に乗りたい人気列車たち

堀内 重人∥著 交通新聞社  686.2 /ﾀ

16 ポツンと秘境旅
何もないから行ってみた！

「旅と鉄道」編集
部∥編

山と溪谷社  686.2 /ﾎ

17 鉄道の雑学大全
通も知らない驚きのネタ!

櫻田 純∥監修 青春出版社  686.2 /ﾃ 

18 駅弁女子 なかだ えり∥著 淡交社  596.4 /ｴ

19 日本のもじ鉄
鉄道サインと書体の図鑑

石川 祐基∥著 三才ブックス  686.5 /ﾆ

20 大人が楽しむ鉄道趣味
入門は身近な電車の知識から

大賀 寿郎∥著
フォト・パブリッシン
グ メディアパル  686 /ｵ

愛知県内のさまざまな図書館が、ひとつのテーマで展示やイベントを行う「＠ライブラリー」。

今年も、瀬戸市立図書館は＠ライブラリーに参加します。

２０２２年は鉄道開業１５０周年を迎えることから、「鉄道」をテーマとし、鉄道を楽しむ本、

郷土の鉄道の本、鉄道をテーマにした物語の本、鉄道をテーマにした児童の本を紹介します。



●　鉄道をテーマにした物語の本

No. 資料名 著者名 出版者 請求番号

1 地下鉄(メトロ)に乗って 浅田 次郎∥著 徳間書店  F /ｱ80 

2 ロスト・トレイン 中村 弦∥著 新潮社  F /ﾅ 

3 阪急電車 有川 浩∥著 幻冬舎  F /ｱ120 

4 キップをなくして 池澤 夏樹∥著 角川書店  F /ｲ62 

5 点と線 松本 清張∥著 光文社  F /ﾏ7 

6 ローカル線で行こう! 真保 裕一∥著 講談社  F /ｼ63 

7 クロカネの道 江上 剛∥著 PHP研究所  F /ｴ19 

8 夢より短い旅の果て 柴田 よしき∥著 角川書店  F /ｼ76 

9 不連続の世界 恩田 陸∥著 幻冬舎  F /ｵ88 

10 Seven Stories 糸井 重里 ほか∥著 文藝春秋  913.68 /ｾ 

11 銀河鉄道の父 門井 慶喜∥著 講談社  F /ｶ123

12 電車男 中野 独人∥著 新潮社  F /ﾅ

13 キシャツー 小路 幸也∥著 河出書房新社  F /ｼ98 

14 車窓の風に吹かれて
「旅と鉄道」編集
部∥編

山と溪谷社  915.6 /ｼ

15 駅物語 朱野 帰子∥著 講談社  F /ｱ136

16 JR上野駅公園口 柳 美里∥著 河出書房新社  F /ﾕ14

17 横浜駅SF　全国版 柞刈 湯葉∥著 KADOKAWA  F /ｲ

18 電車道 磯崎 憲一郎∥著 新潮社  F /ｲ156

19 土佐くろしお鉄道殺人事件 西村 京太郎∥著 新潮社  F /ﾆ1

20 ＳＬやまぐち号殺人事件 西村 京太郎∥著 文藝春秋  F /ﾆ1

　　　　　　　　　名古屋市営交通１００周年　冊子より引用

クイズ ①
『 日本一深い駅は、群馬県の土合駅ですが、

名古屋の地下鉄で一番深い駅はどこでしょう？』

クイズの答えは、リストの最後にあります。



●　郷土の鉄道の本

No. 資料名 著者名 出版者 請求番号

1 写真が語る 名鉄瀬戸線いまむかし
中日新聞開発局∥
編

中日新聞本社  A 68 /ﾒ

2 特別企画展 せとでん
瀬戸市歴史民俗資料
館∥編

瀬戸市歴史民俗
資料館

 A 68 /ｾ

3 せとでん物語 開業110周年記念 一の丸出版  A 686 /ｾ

4 せとでん100年
山田 司∥著
鈴木 裕幸∥著

中日新聞社  A 686 /ｾ

5 名鉄瀬戸線車両 写真で見る２０年
山田 司∥編
鈴木 裕幸∥編

 A A686 /ﾒ

6 瀬戸線の90年 郷土出版社  A 686 /ｾ

7 愛知環状鉄道の３０年
愛知環状鉄道３０年
史編纂委員会∥編

愛知環状鉄道  A 686 /ｱ

8 名古屋鉄道のすべて
「旅と鉄道」編集
部∥編

山と溪谷社  A 686 /ﾅ

9 愛知の駅ものがたり 藤井 建∥著 風媒社  A 686 /ｱ

10 名鉄の支線、廃線　上巻 生田 誠∥著
アルファベータ
ブックス

 A 686 /ﾒ /1

11 名鉄の支線、廃線　下巻 生田 誠∥著
アルファベータ
ブックス

 A 686 /ﾒ /2

12 名古屋市電が走った街今昔 徳田 耕一∥編著 JTB  A 686 /ﾅ

13 日帰り鉄道さんぽ　東海版
『旅と鉄道』編集
部∥編

山と溪谷社  291.5 /ﾋ

14 名古屋駅物語
明治・大正・昭和・平成～激動の130年

徳田 耕一∥著 交通新聞社  686.5 /ﾅ

15 愛知県の鉄道
昭和～平成の全路線

牧野 和人∥著
アルファベータ
ブックス

 686.2 /ｱ

16
汽車・電車・市電
昭和の名古屋鉄道風景

服部 重敬∥編著 トンボ出版  686.2 /ｷ

17 地図で読み解く名鉄沿線
アーカイブス∥監
修

三才ブックス  686.2 /ﾁ

18 名古屋鉄道の世界
結解 喜幸 ほか∥執
筆

交通新聞社  686.2 /ﾅ

19 飛躍への挑戦
東海道新幹線から超電導リニアへ

葛西 敬之∥著 ワック  686 /ﾋ

20 まるごと名古屋の電車ぶらり沿線の旅 徳田 耕一∥著 河出書房新社  686.2 /ﾏ

『せとでん１００年』　　山田 司∥著 鈴木 裕幸∥著　中日新聞社　より引用

クイズの答えは、リストの最後にあります。

クイズ②

昭和34年の、瀬戸電の

初乗り運賃は、いくらでしょう？

※現在（令和４年現在）の

初乗り運賃は、170円です。



●　鉄道をテーマにした児童の本

No. 資料名 著者名 出版者 請求番号

1
みんなが知りたい!鉄道のすべてこ
の一冊でしっかりわかる

「鉄道のすべて」
編集室∥著

メイツユニバーサ
ルコンテンツ

 K 686 /ﾐ /

2 はたらく鉄道 1 鉄 太郎∥監修 あすなろ書房  K 536 /ﾊ /1

3 鉄道なぜなにブック
渡部 史絵∥監修
文 結解 学∥写真

交通新聞社  K 686 ﾃ /

4 海べをはしる人車鉄道
東海道線のいま、むかし

横溝 英一∥文
絵

福音館書店  K 686 /ｳ /

5 地図でよくわかる鉄道大百科 JR私鉄全線
鉄道キッズ集まれ! 鉄道の基本も路線図も! 新版

JTBパブリッシング  K 686 /ﾁ /

6 お仕事ナビ
キャリア教育支援ガイド　鉄道に関わる仕事

お仕事ナビ編集室
∥[編]

理論社  K 366 /ｵ /18

7 ここが知りたい!日本の鉄道 [2]
小林 寛則∥著 こど
もくらぶ∥編

旺文社  K 686 /ｺ /

8 鉄道のひみつ図鑑
スタジオタックク
リエイティブ

 K 686 /ﾃ /

9 地下鉄のできるまで 加古 里子∥さく 福音館書店  K 51 /ﾁ /

10 はしるはしるとっきゅうれっしゃ 溝 英一∥さく 福音館書店  K 40 /39 /

11 鉄道のたんけん
福手 勤∥監修
星の環会∥編

星の環会  K 516 /ﾃ /

12
新幹線のたび
はやぶさ・のぞみ・さくらで日本縦断

コマヤスカン∥作 講談社  E /ｺﾏ /ｵﾚﾝｼﾞ

13 鉄道運転マニュアル
運転体験に行こう!

スタジオタックク
リエイティブ

 K 536 /ﾃ /

14 ぼくらは鉄道に乗って
三輪 裕子∥作
佐藤 真紀子∥絵

小峰書店  K 913 /ﾎ /

15 電車でノリノリ
新井 けいこ∥作 た
かおか ゆみこ∥絵

文研出版  K 913 /ﾃ /

16 でんしゃでいこうでんしゃでかえろう
間瀬 なおかた∥作
絵

ひさかたチャイルド  E /ﾏｾ /ﾋﾟﾝｸ

17 やこうれっしゃ 西村 繁男∥さく 福音館書店  E /ﾆｼ /ﾋﾟﾝｸ

18 わくわく!れっしゃでかぞくりょこう
サトシン∥作 羽尻
利門∥絵

交通新聞社  E /ﾊｼ /ﾋﾟﾝｸ

19 ゆきぐにれっしゃだいさくせん
よこみぞ えいいち
∥さく

小峰書店  E /ﾖｺ /ﾋﾟﾝｸ

20 ちょうでんどうリニア
溝口 イタル∥え 平
岩 美香∥文

交通新聞社  E /ﾐｿ /ﾋﾟﾝｸ

『鉄道なぜなにブック』　 渡部 史絵∥監修　文 結解 学∥写真　交通新聞社　より引用

クイズ③

ふつうの電車の1本の

レールの長さは

２０メートルくらいですが、

新幹線で使われる

ロングレールは何メートル

でしょう？

クイズの答え①丸の内駅②10円③200メートル

クイズの答えは、リストの最後にあります。


