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分類順目録　　　　　〔　　　　　　　　　　　〕北方図書 680～680 

【　６８０　運輸・交通　】 

◆680
青森海陸連絡工事概要
鉄道省仙台鉄道局／〔編〕

仙台　鉄道省仙台鉄道局　１９２５．５

４３ｐ　図版１８枚　２３ｃｍ

折込図１７枚　附：青森操車場
 
680/U/1208 1107542084 

◆680
青森港湾史
青森市／編

青森　青森市　１９３３

１７２ｐ　図版　２３ｃｍ
 
680/U/1226 1107542266 

◆680
明るい旅を　-写真でみた鉄道公安-
日本国有鉄道公安本部／〔編〕
〔東京〕　〔日本国有鉄道公安本部〕　〔１９－－
〕
３６ｐ　２６ｃｍ 
680/U/1015 1107540153 

◆680
旭川鉄道管理局管内概況　昭和４２年度
旭川鉄道管理局／〔編〕

旭川　旭川鉄道管理局　１９６７

４８ｐ　２６ｃｍ

昭和４２年度
 
680/U/235 1107532358 

◆680
旭川鉄道管理局管内概況　昭和４３年度
旭川鉄道管理局／〔編〕

旭川　旭川鉄道管理局　１９６８

４８ｐ　２６ｃｍ

昭和４３年度
 
680/U/236 1107532366 

◆680
旭川鉄道管理局管内概況　昭和４４年度
旭川鉄道管理局／〔編〕

旭川　旭川鉄道管理局　１９６９

４８ｐ　２６ｃｍ

昭和４４年度
 
680/U/237 1107532374 

◆680
新しい貨物運賃のご案内　
東京　日本国有鉄道　１９７９．５

１４ｐ　２１ｃｍ
 
680/U/1630 1108634310 

◆680
新しい貨物運賃のご案内　
東京　日本国有鉄道　１９８０．４

１４ｐ　２１ｃｍ
 
680/U/1631 1108634286 

◆680
新しい国鉄を築くために　-国鉄再建基本構想案-
札幌鉄道管理局／〔編〕

札幌　札幌鉄道管理局　１９７９

２４ｐ　２１ｃｍ
 
680/U/625 1107536250 

◆680
新しい国有鉄道
中村豊／著

東京　鉄道教科書　１９４９

１１４ｐ　１８ｃｍ

附：日本国有鉄道法　公共企業体労働関係法

日本国有鉄道
 
680/U/1300 1107543009 

◆680
新しい札幌駅
札幌鉄道管理局　〔１９５１〕

１枚物（３つ折り）　２６ｃｍ
 
680/U/1600 1108633734 

◆680
新しい市営バス路線　　-地下鉄東西線開通に合わ
せ“発車”-
１９７６．５
１枚
北海道新聞（夕刊）昭和５１年５月２２日新聞記事
（広告のページ）ＰＲ版 
680/U/1682 1108744101 

◆680
新しい鉄道　-新幹線の技術的研究-
日本国有鉄道／〔編〕

〔東京〕　〔日本国有鉄道〕　１９６０

２４ｐ　２６ｃｍ
 
680/U/1042 1107540427
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分類順目録　　　　　〔　　　　　　　　　　　〕北方図書 680～680 

◆680
新しい日本　-朝日新聞付録１-
東京　朝日新聞社　１９５３．５
１枚物（２つ折り）　３６×２６ｃｍ
「交通」　電化計画が進む　朝日新聞第２４１６０
号付録　 
680/U/1679 1108743939 

◆680
網走線建設概要
鉄道院北海道建設事務所／編

札幌　鉄道院北海道建設事務所　１９１２

３４ｐ　図版１２ｐ　地図　２３ｃｍ
 
680/U/569 1107535690 

◆680
あゆみ
日本国有鉄道新札幌駅／〔編〕
〔札幌〕　〔日本国有鉄道新札幌駅〕　１９７８
１枚　２６ｃｍ（折りたたみ）
９月９日開業５周年 
680/U/609 1107536094 

◆680
嵐の中の鉄路
青木　槐三／著

東京　交通協力会　１９５５．８

３８０ｐ　１９ｃｍ

年表：ｐ３７４～３８０
 
680/U/755 1107537555 

◆680
新たな国鉄再建の第２年目　-昭和５２年度国鉄予
算案と運賃法改正法案について-
日本国有鉄道／〔編〕

〔東京〕　〔日本国有鉄道〕　１９７７

２４ｐ　２１ｃｍ
 
680/U/691 1107536912 

◆680
安全な輸送
日本国有鉄道／〔編〕

東京　〔日本国有鉄道〕　１９５９

１４ｐ　２６ｃｍ
 
680/U/1041 1107540419 

◆680
イギリス鉄道みてある記
畑　耕平／著
〔札幌〕　日本国有鉄道北海道総局　１９７５．３
１０７ｐ　１９ｃｍ
国鉄北海道総局機関誌『北斗』別冊 

680/U/361 1107533612 

◆680
維新期の街道と輸送
山本弘文／著

東京　法政大学出版局　１９７２

２３４ｐ　２２ｃｍ

(叢書・歴史学研究)

日本－交通－歴史－明治時代　宿駅
 
680/U/935 1107539353 

◆680
１号機関車から超特急電車まで
西尾　源太郎，広田　尚敬／共著

名古屋　交友社　１９６４

１２８ｐ（おもに図版）　２１ｃｍ

鉄道車輛
 
680/U/1137 1107541375 

◆680
一級国道３６号線札幌千歳間道路工事概要　
札幌　北海道開発局札幌開発建設部　１９５３．１
１
１枚物（２つ折り）　２６ｃｍ
改良工事平面図あり　 
680/U/1672 1108743913 

◆680
１級国道３６号線札幌―千歳間道路工事竣工記念写
真
札幌　北海道開発局　１９５３．１１

４枚（袋入り）　１６×１０ｃｍ

ポストカード
 
680/U/1674 1108743889 

◆680
１級国道５号線札幌・小樽両市間舗装新設工事竣工
記念　
札幌　北海道開発局　１９５５．１０
１枚物　３７×５２ｃｍ（折りたたみ１８×２６ｃ
ｍ） 
680/U/1675 1108743863 

◆680
井上勝　-鉄道の父-
交通協会／〔ほか〕編
東京　交通協会　１９５９．１０
１０ｐ　１９ｃｍ
共同刊行：交通道徳協会、日本国有鉄道、交通博物
館
井上　勝 
680/U/1538 1107545384
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分類順目録　　　　　〔　　　　　　　　　　　〕北方図書 680～680 

◆680
祝　狩勝線（新得上落合間）・落合線（落合上落合
間）開通
〔札幌〕　日本国有鉄道北海道支社　１９６６
１枚　２６ｃｍ
共同刊行：日本鉄道建設公団札幌支社，狩勝線・落
合線開通祝賀協賛会 
680/U/634 1107536342 

◆680
岩見沢駅９０年史
岩見沢駅９０年史編さん委員会／編

岩見沢　岩見沢駅　１９７２

７８ｐ　２６ｃｍ

岩見沢
 
680/U/394 1107533943 

◆680
院有客車一覧表（大正５年８月末現在）
東京　工作局　１９１６
１枚物　３１×４５ｃｍ
裏面：院有機関車一覧表　『鉄道公報』第１２５５
号付録 
680/U/1637 1108634351 

◆680
請負業務と小運送
運輸省業務局貨物事務研究会／編
〔出版地不明〕　運輸省業務局貨物事務研究会　１
９４８
２９５ｐ　１９ｃｍ 
680/U/674 1107536748 

◆680
〔梅木文庫〕所蔵地図関係目録
４種　２６ｃｍ
原稿用紙に手書き　「北方風俗図絵所蔵目録」，「
古地図所蔵目録」，「北海道関係錦絵目録」，「松
浦武四郎関係蔵書目録」 
680/U/1699 1108744564 

◆680
〔梅木通徳〕発令通知
２枚
昭和２５年辞令通知，人事異動通知書（昭和２８年
） 
680/U/1638 1108634294 

◆680
梅木通徳様あて高倉新一郎書簡

１通

封書　４５．８．３１消印

高倉新一郎
 
680/U/1705 1108744473 

◆680
〔運送会社名簿〕
〔１９５１．７〕

１４枚　１９×２６ｃｍ

原稿用紙にペン書き
 
680/U/1665 1108744002 

◆680
運送現業読本
国際通運株式会社／著

東京　国際通運　１９２９

１１３ｐ　２３ｃｍ
 
680/U/671 1107536714 

◆680
運送保険のご案内　-携行または備付用の約款・料
率-
〔出版地不明〕　〔日本通運〕　１９６８はじめに
１４ｐ　１５ｃｍ 
680/U/819 1107538199 

◆680
運賃改定のお願い
東京　日本国有鉄道　１９７９．３
〔７ｐ〕　２１ｃｍ
関連資料４種あり
１運賃改定のお願い　２運賃・料金改定のお知らせ
　３通学定期運賃改定のお知らせ　４国鉄ご利用の
みなさまへ　５旅客運賃・料金改定に伴う制度改正
の主な内容（手書き資料　青焼きコピー） 
680/U/1627 1108634393 

◆680
運搬用具の採集
高橋　文太郎／〔著〕

〔出版地不明〕　〔出版者不明〕　１９３３

ｐ６２～７４　２２ｃｍ

『民俗学』第５巻第９号別刷
 
680/U/1004 1107540047 

◆680
運輸関係法令集　１
運輸省法令研究会／編

東京　新日本法規出版　１９５４．８

１冊（加除式）　２２ｃｍ

１　総則　海運　上
 
680/U/694 1107536946
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分類順目録　　　　　〔　　　　　　　　　　　〕北方図書 680～680 

◆680
運輸関係法令集　２
運輸省法令研究会／編

東京　新日本法規出版　１９５４．８

１冊（加除式）　２２ｃｍ

２　海運　下
 
680/U/695 1107536953 

◆680
運輸関係法令集　３
運輸省法令研究会／編

東京　新日本法規出版　１９５４．８

１冊（加除式）　２２ｃｍ

３　鉄道
 
680/U/696 1107536961 

◆680
運輸関係法令集　４
運輸省法令研究会／編

東京　新日本法規出版　１９５４．８

１冊（加除式）　２２ｃｍ

４　自動車　倉庫業　航空　観光
 
680/U/697 1107536979 

◆680
運輸関係法令集　５
運輸省法令研究会／編

東京　新日本法規出版　１９５４．８

１冊（加除式）　２２ｃｍ

５　参考法令
 
680/U/698 1107536987 

◆680
運輸経済図説　昭和４６年版
運輸省大臣官房統計調査部／監修

東京　運輸経済研究センター　１９７１

１００ｐ　１８ｃｍ

昭和４６年版
 
680/U/864 1107538645 

◆680
運輸経済図説　昭和４５年版
運輸省大臣官房統計調査部／監修

東京　運輸経済研究センター　１９７０．３

１００ｐ　１９ｃｍ

昭和４４年版までの出版社：大蔵省印刷局

昭和４５年版

運送
 
680/U/863 1107538637 

◆680
運輸経済図説　昭和４４年版
運輸省大臣官房統計調査部／監修

東京　大蔵省印刷局　１９６９

１２３ｐ　１９ｃｍ

昭和４４年版

運送
 
680/U/862 1107538629 

◆680
運輸経済図説　-わが国運輸の国際比較-　昭和４
３年版
運輸省大臣官房統計調査部／監修
東京　大蔵省印刷局　１９６８
１１１ｐ　１９ｃｍ
昭和４３年版の副書名：わが国運輸の国際比較
昭和４３年版
運送 
680/U/861 1107538611 

◆680
運輸経済図説　昭和４２年版
運輸省大臣官房統計調査部／監修

東京　大蔵省印刷局　１９６７．４

１１３ｐ　１９ｃｍ

昭和４２年版

運送
 
680/U/860 1107538603 

◆680
運輸経済統計要覧　昭和４０年版
運輸省大臣官房統計調査部／編

東京　大蔵省印刷局　１９６５

２０７ｐ　１８ｃｍ

昭和４０年版
 
680/U/919 1107539197 

◆680
運輸経済統計要覧　昭和４２年版
運輸省大臣官房統計調査部／編

東京　大蔵省印刷局　１９６８

２０３ｐ　１８ｃｍ

昭和４２年版
 
680/U/920 1107539205 

◆680
運輸経済統計要覧　昭和４３年版
運輸省大臣官房統計調査部／編

東京　大蔵省印刷局　１９６９

２０３ｐ　１９ｃｍ

昭和４３年版
 
680/U/921 1107539213
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分類順目録　　　　　〔　　　　　　　　　　　〕北方図書 680～680 

◆680
運輸経済統計要覧　昭和４４年版
運輸省大臣官房統計調査部／編

東京　大蔵省印刷局　１９７０

２０９ｐ　１７ｃｍ

昭和４４年版
 
680/U/1429 1107544296 

◆680
運輸経済統計要覧　昭和４５年版
運輸省大臣官房統計調査部／編

東京　大蔵省印刷局　１９７１

２１１ｐ　１８ｃｍ

昭和４５年版
 
680/U/922 1107539221 

◆680
運輸経済統計要覧　昭和３５年版
運輸省大臣官房統計調査官／編

東京　大蔵省印刷局　１９６０．６

運輸省　１８ｃｍ

昭和３５年版
 
680/U/918 1107539189 

◆680
運輸五十年史
運輸五十年史編纂局／編

東京　運輸日報社　１９２１．８

１冊　２６ｃｍ
 
680/U/916 1107539163 

◆680
運輸審議会半年報　昭和３７年７月－１２月
運輸審議会／〔編〕

東京　運輸大臣官房審理官室　１９６２

３８５ｐ　２１ｃｍ

昭和３７年７月－１２月

交通政策
 
680/U/1349 1107543496 

◆680
運輸審議会半年報　昭和３８年１月－６月
運輸審議会／〔編〕

東京　運輸大臣官房審理官室　１９６３

１５２ｐ　２１ｃｍ

昭和３８年１月－６月

交通政策
 
680/U/1350 1107543504 

◆680
運輸審議会半年報　昭和３８年７月－１２月

運輸審議会／〔編〕

東京　運輸大臣官房審理官室　１９６３

１０４ｐ　２１ｃｍ

昭和３８年７月－１２月

交通政策
 
680/U/1351 1107543512 

◆680
運輸審議会半年報　昭和３９年７月－１２月
運輸審議会／〔編〕

東京　運輸大臣官房審理官室　１９６４

２５０ｐ　２１ｃｍ

昭和３９年７月－１２月

交通政策
 
680/U/1352 1107543520 

◆680
運輸審議会半年報　昭和４０年１月－６月
運輸審議会／〔編〕

東京　運輸大臣官房審理官室　１９６５

２４０ｐ　２１ｃｍ

昭和４０年１月－６月

交通政策
 
680/U/1353 1107543538 

◆680
運輸審議会半年報　昭和４６年１月－６月
運輸審議会／〔編〕
東京　運輸省大臣官房審理官室　１９７１
１７９ｐ　２１ｃｍ
昭和４５年までの出版者：運輸大臣官房審理官室
昭和４６年１月－６月
交通政策 
680/U/1152 1107541524 

◆680
運輸審議会半年報　昭和３５年７月－１２月
運輸審議会／〔編〕

東京　運輸大臣官房審理官室　１９６０

１８５ｐ　２１ｃｍ

昭和３５年７月－１２月

交通政策
 
680/U/1101 1107541011 

◆680
運輸審議会半年報　昭和３６年１月－６月
運輸審議会／〔編〕

東京　運輸大臣官房審理官室　１９６１

２３０ｐ　２１ｃｍ

昭和３６年１月－６月

交通政策
 
680/U/1102 1107541029
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分類順目録　　　　　〔　　　　　　　　　　　〕北方図書 680～680 

◆680
運輸審議会半年報　昭和３６年７月－１２月
運輸審議会／〔編〕

東京　運輸大臣官房審理官室　１９６１

３２０ｐ　２１ｃｍ

昭和３６年７月－１２月

交通政策
 
680/U/1103 1107541037 

◆680
運輸審議会半年報　昭和３７年１月－６月
運輸審議会／〔編〕

東京　運輸大臣官房審理官室　１９６２

２７２ｐ　２１ｃｍ

昭和３７年１月－６月

交通政策
 
680/U/1104 1107541045 

◆680
運輸審議会半年報　昭和３９年１月－６月
運輸審議会／〔編〕

東京　運輸大臣官房審理官室　１９６４

９３ｐ　２１ｃｍ

昭和３９年１月－６月

交通政策
 
680/U/1105 1107541052 

◆680
運輸審議会半年報　昭和４６年７月－１２月
運輸審議会／〔編〕
東京　運輸大臣官房審理官室　１９７１
１６７ｐ　２１ｃｍ
昭和４６年６月までの出版者：運輸省大臣官房審理
官室
昭和４６年７月－１２月
交通政策 
680/U/1287 1107542878 

◆680
運輸審議会半年報　昭和４７年１月－６月
運輸審議会／〔編〕
東京　運輸省大臣官房審理官室　１９７２
２３２ｐ　２１ｃｍ
昭和４６年までの出版社：運輸大臣官房審理官室
昭和４７年１月－６月
交通政策 
680/U/1288 1107542886 

◆680
運輸審議会半年報　昭和２６年
運輸審議会／〔編〕
東京　〔運輸大臣官房審理官室〕　１９５２はしが

き

３５２ｐ　２１ｃｍ

昭和２６年

交通政策
 
680/U/765 1107537654 

◆680
運輸審議会半年報　昭和２７年
運輸審議会／〔編〕
東京　〔運輸大臣官房審理官室〕　１９５３はしが
き
１６８ｐ　２１ｃｍ
昭和２７年
交通政策 
680/U/766 1107537662 

◆680
運輸審議会半年報　昭和２８年
運輸審議会／〔編〕
東京　〔運輸大臣官房審理官室〕　１９５４はしが
き
１３０，１８ｐ　２１ｃｍ
昭和２８年
交通政策 
680/U/767 1107537670 

◆680
運輸審議会四半期報　昭和２８年４月－６月
運輸審議会／編
〔東京〕　〔運輸大臣官房審理官室〕　１９５３は
しがき
ｐ３１９～６０６　２１ｃｍ
昭和２８年４月－６月
交通政策 
680/U/989 1107539890 

◆680
運輸審議会四半期報　昭和２８年７月－９月
運輸審議会／編
〔東京〕　〔運輸大臣官房審理官室〕　１９５３は
しがき
ｐ６０７～８７９　２１ｃｍ
昭和２８年７月－９月
交通政策 
680/U/990 1107539908 

◆680
運輸審議会四半期報　昭和２８年１０月－１２月
運輸審議会／編
〔東京〕　〔運輸大臣官房審理官室〕　１９５４は
しがき
ｐ８８１～１０６２　２１ｃｍ
昭和２８年１０月－１２月
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交通政策 
680/U/991 1107539916 

◆680
運輸審議会半年報　昭和２９年１月－６月
運輸審議会／〔編〕
〔東京〕　〔運輸大臣官房審理官室〕　１９５５は
しがき
２８０，３２ｐ　２１ｃｍ
昭和２９年１月－６月
交通政策 
680/U/992 1107539924 

◆680
運輸審議会半年報　昭和２９年７月－１２月
運輸審議会／〔編〕
〔東京〕　〔運輸大臣官房審理官室〕　１９５５は
しがき
４９０ｐ　２１ｃｍ
昭和２９年７月－１２月
交通政策 
680/U/993 1107539932 

◆680
運輸審議会半年報　昭和３０年１月－６月
運輸審議会／〔編〕
〔東京〕　〔運輸大臣官房審理官室〕　１９５５は
しがき
６０４ｐ　２１ｃｍ
昭和３０年１月－６月
交通政策 
680/U/994 1107539940 

◆680
運輸審議会半年報　昭和３０年７月－１２月
運輸審議会／〔編〕
〔東京〕　〔運輸大臣官房審理官室〕　１９５６は
しがき
４２０ｐ　２１ｃｍ
昭和３０年７月－１２月
交通政策 
680/U/995 1107539957 

◆680
運輸審議会年報　昭和３１年
運輸審議会／〔編〕
〔東京〕　〔運輸大臣官房審理官室〕　１９５７は
しがき
１９７ｐ　２１ｃｍ
昭和３１年
交通政策 
680/U/996 1107539965 

◆680
運輸審議会半年報　昭和３２年１月－６月
運輸審議会／〔編〕
〔東京〕　〔運輸大臣官房審理官室〕　１９５７は
しがき
１６４ｐ　２１ｃｍ
昭和３２年１月－６月
交通政策 
680/U/997 1107539973 

◆680
運輸審議会半年報　昭和３２年７月－１２月
運輸審議会／〔編〕
〔東京〕　〔運輸大臣官房審理官室〕　１９５８は
しがき
１４１ｐ　２１ｃｍ
昭和３２年７月－１２月
交通政策 
680/U/998 1107539981 

◆680
運輸審議会年報　昭和３３年
運輸審議会／〔編〕
〔東京〕　〔運輸大臣官房審理官室〕　１９５９
２５７ｐ　２１ｃｍ
昭和３３年
交通政策 
680/U/999 1107539999 

◆680
運輸審議会半年報　昭和３４年１月－６月
運輸審議会／〔編〕
〔東京〕　〔運輸大臣官房審理官室〕　１９５９
２１４ｐ　２１ｃｍ
昭和３４年１月－６月
交通政策 
680/U/1000 1107540005 

◆680
運輸審議会半年報　昭和３５年１月－６月
運輸審議会／〔編〕
〔東京〕　〔運輸大臣官房審理官室〕　１９６０
２７０ｐ　２１ｃｍ
昭和３５年１月－６月
交通政策 
680/U/1002 1107540021 

◆680
運輸審議会半年報　昭和３５年７月－１２月
運輸審議会／〔編〕
〔東京〕　〔運輸大臣官房審理官室〕　１９５９
３０４ｐ　２１ｃｍ
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昭和３５年７月－１２月

交通政策
 
680/U/1001 1107540013 

◆680
運輸審議会半年報　昭和４０年７月－１２月
運輸審議会／〔編〕

東京　運輸大臣官房審理官室　１９６５

２４６ｐ　２１ｃｍ

昭和４０年７月－１２月

交通政策
 
680/U/699 1107536995 

◆680
運輸審議会半年報　昭和４１年１月－６月
運輸審議会／〔編〕

東京　運輸大臣官房審理官室　１９６６

２０８ｐ　２１ｃｍ

昭和４１年１月－６月

交通政策
 
680/U/700 1107537001 

◆680
運輸審議会半年報　昭和４２年１月－６月
運輸審議会／〔編〕

東京　運輸大臣官房審理官室　１９６７

１４４ｐ　２１ｃｍ

昭和４２年１月－６月

交通政策
 
680/U/702 1107537027 

◆680
運輸審議会半年報　昭和４３年１月－６月
運輸審議会／〔編〕

東京　運輸大臣官房審理官室　１９６８

１１９ｐ　２１ｃｍ

昭和４３年１月－６月

交通政策
 
680/U/704 1107537043 

◆680
運輸審議会半年報　昭和４４年１月－６月
運輸審議会／〔編〕

東京　運輸大臣官房審理官室　１９６９

２３４ｐ　２１ｃｍ

昭和４４年１月－６月

交通政策
 
680/U/706 1107537068 

◆680
運輸審議会半年報　昭和４５年１月－６月
運輸審議会／〔編〕

東京　運輸大臣官房審理官室　１９７０

２３４ｐ　２１ｃｍ

昭和４５年１月－６月

交通政策
 
680/U/708 1107537084 

◆680
運輸審議会半年報　昭和４１年７月－１２月
運輸審議会／〔編〕

東京　運輸大臣官房審理官室　１９６６

１４８ｐ　２１ｃｍ

昭和４１年７月－１２月

交通政策
 
680/U/701 1107537019 

◆680
運輸審議会半年報　昭和４２年７月－１２月
運輸審議会／〔編〕

東京　運輸大臣官房審理官室　１９６７

１３６ｐ　２１ｃｍ

昭和４２年７月－１２月

交通政策
 
680/U/703 1107537035 

◆680
運輸審議会半年報　昭和４３年７月－１２月
運輸審議会／〔編〕

東京　運輸大臣官房審理官室　１９６８

２１９ｐ　２１ｃｍ

昭和４３年７月－１２月

交通政策
 
680/U/705 1107537050 

◆680
運輸審議会半年報　昭和４４年７月－１２月
運輸審議会／〔編〕

東京　運輸大臣官房審理官室　１９６９

１９８ｐ　２１ｃｍ

昭和４４年７月－１２月

交通政策
 
680/U/707 1107537076 

◆680
運輸審議会半年報　昭和４５年７月－１２月
運輸審議会／〔編〕

東京　運輸大臣官房審理官室　１９７０

１８６ｐ　２１ｃｍ

昭和４５年７月－１２月

交通政策
 
680/U/709 1107537092 

◆680
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運輸白書　昭和４３年版
運輸省／編
東京　大蔵省印刷局　１９６８
５２７ｐ　２１ｃｍ
書名は奥付による　標題紙の書名：「運輸経済年次
報告」　昭和４３年版の副書名：解決を迫られる大
都市交通
昭和４３年版　解決を迫られる大都市交通
運送 
680/U/966 1107539668 

◆680
運輸白書　昭和３９年度
運輸省／編
東京　大蔵省印刷局　１９６４
７１１ｐ　２１ｃｍ
書名は奥付による　標題紙の書名：「運輸経済年次
報告」　昭和３９年版の副書名：変革期にある輸送
構造
昭和３９年度
運送 
680/U/962 1107539627 

◆680
運輸白書　昭和４０年度
運輸省／編
東京　大蔵省印刷局　１９６５
５８７ｐ　２１ｃｍ
書名は奥付による　標題紙の書名：「運輸経済年次
報告」　昭和４０年版の副書名：近代化の課程にあ
る物的流通
昭和４０年度 
680/U/963 1107539635 

◆680
運輸白書　昭和４１年度版
運輸省／編
東京　大蔵省印刷局　１９６６
５４５ｐ　２１ｃｍ
書名は奥付による　標題紙の書名：「運輸経済年次
報告」　昭和４１年度版の副書名：世界における運
輸近代化とわが国の方向
昭和４１年度版
運送 
680/U/964 1107539643 

◆680
運輸白書　昭和４２年度版
運輸省／編
東京　大蔵省印刷局　１９６７
５３９ｐ　２１ｃｍ
書名は奥付による　標題紙の書名：「運輸経済年次
報告」　昭和４２年度版の副書名：地域経済と輸送
構造

昭和４２年度版

運送
 
680/U/965 1107539650 

◆680
運輸白書　昭和４４年版
運輸省／編
東京　大蔵省印刷局　１９６９
５５９ｐ　２１ｃｍ
書名は奥付による　標題紙の書名：「運輸経済年次
報告」　昭和４４年版の副書名：進展する輸送構造
の変化
昭和４４年版
運送 
680/U/967 1107539676 

◆680
運輸白書　昭和４５年版
運輸省／編
東京　大蔵省印刷局　１９７０
５３８ｐ　２１ｃｍ
書名は奥付による　標題紙の書名：「運輸経済年次
報告」　昭和４５年版の副書名：情報化の進展と運
輸
昭和４５年版
運送 
680/U/968 1107539684 

◆680
運輸要覧　昭和２３年度分
運輸省／〔編〕

〔東京〕　〔運輸省〕　１９４８

１４１ｐ　２６ｃｍ

昭和２３年度分
 
680/U/852 1107538520 

◆680
運輸要覧　昭和２６年版分
運輸大臣官房企画課／〔編〕

〔東京〕　運輸省　１９５１．３

１６０ｐ　２６ｃｍ

昭和２６年版分
 
680/U/853 1107538538 

◆680
運輸要覧　昭和２８年版
運輸大臣官房企画課／編

〔東京〕　運輸省　１９５３．３

１８１ｐ　２６ｃｍ

昭和２８年版
 
680/U/854 1107538546
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◆680
運輸省職員録　昭和２６年６月１日現在
運輸大臣官房人事課／〔編〕
〔東京〕　〔運輸大臣官房人事課〕　１９５１
１２３ｐ　２６ｃｍ
昭和２５年までの書名：「職員録」
昭和２６年６月１日現在 
680/U/1399 1107543991 

◆680
運輸省職員録　昭和２７年１０月現在
運輸大臣官房人事課／〔編〕
〔東京〕　〔運輸大臣官房人事課〕　１９５２
１３８ｐ　２６ｃｍ
昭和２７年１０月現在 
680/U/1400 1107544007 

◆680
運輸省職員録　昭和２９年４月現在
運輸大臣官房人事課／〔編〕
〔東京〕　〔運輸大臣官房人事課〕　１９５４
１４１ｐ　２６ｃｍ
昭和２９年４月現在 
680/U/1401 1107544015 

◆680
運輸省職員録　昭和３０年１２月現在
運輸大臣官房人事課／〔編〕
〔東京〕　〔運輸大臣官房人事課〕　１９５５
１５４ｐ　２６ｃｍ
昭和３０年１２月現在 
680/U/1402 1107544023 

◆680
運輸省職員録　昭和３２年１月現在
運輸大臣官房人事課／〔編〕
〔東京〕　〔運輸大臣官房人事課〕　１９５７
１５０ｐ　２６ｃｍ
昭和３２年１月現在 
680/U/1403 1107544031 

◆680
運輸省職員録　昭和３２年１２月現在
運輸大臣官房人事課／〔編〕
〔東京〕　〔運輸大臣官房人事課〕　１９５７
１５６ｐ　２６ｃｍ
昭和３２年１２月現在 
680/U/1404 1107544049 

◆680
運輸省職員録　昭和３３年１２月現在
運輸大臣官房人事課／〔編〕

〔東京〕　〔運輸大臣官房人事課〕　１９５８
１９２ｐ　２６ｃｍ
昭和３３年１２月現在 
680/U/1405 1107544056 

◆680
運輸省職員録　昭和３５年１２月現在
運輸大臣官房人事課／〔編〕
〔東京〕　〔運輸大臣官房人事課〕　１９６０
１８８ｐ　２６ｃｍ
昭和３５年１２月現在 
680/U/1406 1107544064 

◆680
運輸省職員録　昭和３６年１１月現在
運輸省大臣官房人事課／〔編〕
〔東京〕　〔運輸省大臣官房人事課〕　１９６１
１９６ｐ　２６ｃｍ
昭和３６年１１月現在 
680/U/1407 1107544072 

◆680
運輸省職員録　昭和３７年１１月現在
運輸省大臣官房人事課／〔編〕
〔東京〕　〔運輸省大臣官房人事課〕　１９６２
２０８ｐ　２６ｃｍ
昭和３７年１１月現在 
680/U/1408 1107544080 

◆680
運輸省職員録　昭和３８年８月現在
運輸省大臣官房人事課／〔編〕
〔東京〕　〔運輸省大臣官房人事課〕　１９６３
２１７ｐ　２６ｃｍ
昭和３８年８月現在 
680/U/1409 1107544098 

◆680
運輸省職員録　昭和３９年９月現在
運輸省大臣官房人事課／〔編〕
〔東京〕　〔運輸省大臣官房人事課〕　１９６４
２１７ｐ　２６ｃｍ
昭和３９年９月現在 
680/U/1410 1107544106 

◆680
運輸省職員録　昭和４０年９月現在
運輸省大臣官房人事課／〔編〕
〔東京〕　〔運輸省大臣官房人事課〕　１９６５
２１７ｐ　２６ｃｍ
昭和４０年９月現在 
680/U/1411 1107544114
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◆680
運輸省職員録　昭和４１年１０月現在
運輸省大臣官房人事課／〔編〕
〔東京〕　〔運輸省大臣官房人事課〕　１９６６
２１７ｐ　２６ｃｍ
昭和４１年１０月現在 
680/U/1412 1107544122 

◆680
運輸省職員録　昭和４２年１１月現在
運輸省大臣官房人事課／〔編〕
〔東京〕　〔運輸省大臣官房人事課〕　１９６７
２２１ｐ　２６ｃｍ
昭和４２年１１月現在 
680/U/1413 1107544130 

◆680
運輸省職員録　昭和４３年１１月現在
運輸省大臣官房人事課／〔編〕
〔東京〕　〔運輸省大臣官房人事課〕　１９６８
２４９ｐ　２６ｃｍ
昭和４３年１１月現在 
680/U/1414 1107544148 

◆680
運輸省職員録　昭和４４年１１月現在
運輸省大臣官房人事課／〔編〕
〔東京〕　〔運輸省大臣官房人事課〕　１９６９
２４９ｐ　２６ｃｍ
昭和４４年１１月現在 
680/U/1415 1107544155 

◆680
運輸省職員録　昭和４５年１１月現在
運輸省大臣官房人事課／〔編〕
〔東京〕　〔運輸省大臣官房人事課〕　１９７０
２５１ｐ　２６ｃｍ
昭和４５年１１月現在 
680/U/1416 1107544163 

◆680
運輸省職員録　陸運篇
運輸大臣官房人事課／編

〔東京〕　運輸大臣官房人事課　１９４８

７３ｐ　１８ｃｍ

陸運篇
 
680/U/1528 1107545285 

◆680
営業範囲改正駅一覧　-国鉄線-

札鉄営業部公安課／〔編〕
〔札幌〕　札鉄営業部公安課　１９６３
７ｐ　２６×３７ｃｍ
昭和３７年１０月１日昭和３８年９月３０日間公示
　手荷物，貨物関係分 
680/U/439 1107534396 

◆680
栄光の蒸気機関車
藤田　弘基／〔著〕　国鉄ＳＬ同好会

東京　ホーチキ商事出版部　１９７６

１０９ｐ（おもに図）　２７ｃｍ

機関車－写真集
 
680/U/1250 1107542506 

◆680
駅営業範囲一覧　昭和４９年１０月
日本国有鉄道旅客局・自動車局／〔編〕

〔東京〕　日本国有鉄道　１９７４

５６９ｐ　２６ｃｍ

昭和４９年１０月
 
680/U/913 1107539130 

◆680
駅営業範囲一覧　昭和５２年８月３１日
日本国有鉄道旅客局・自動車局／〔編〕

〔東京〕　日本国有鉄道　１９７７

５５７ｐ　２６ｃｍ

昭和５２年８月３１日
 
680/U/914 1107539148 

◆680
駅勢概況　昭和４７年度
札幌駅／編

札幌　札幌駅　１９７２

２３ｐ　２６ｃｍ

昭和４７年度

札幌
 
680/U/478 1107534784 

◆680
駅勢概況　昭和４８年度
札幌駅／編

札幌　札幌駅　１９７３

２７ｐ　２６ｃｍ

昭和４８年度

札幌
 
680/U/479 1107534792 

◆680
駅勢概況　４５年度
札幌駅／〔編〕
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札幌　〔札幌駅〕　１９７０

２６ｐ　２５ｃｍ

４５年度

札幌
 
680/U/477 1107534776 

◆680
駅勢概況　５０年度
札幌駅／〔編〕

札幌　〔札幌駅〕　１９７５

２７ｐ　２５ｃｍ

５０年度

札幌
 
680/U/480 1107534800 

◆680
駅勢要覧　-小樽駅開駅五十年記念-　昭和２８年
度
〔小樽〕　〔小樽駅〕　１９５３

３９ｐ　２６ｃｍ

昭和２８年度
 
680/U/405 1107534057 

◆680
駅長室　-随筆-
加藤源蔵／著

東京　新小説社　１９５０

２７４ｐ　図版　１９ｃｍ
 
680/U/1265 1107542654 

◆680
駅逓所規則
札幌　博文社（印刷）　１９３１

２２ｐ　２３ｃｍ

北海道庁告示第１８９号
 
680/U/381 1107533810 

◆680
駅名の起源
梅木　通徳／著

２冊

２００字詰原稿用紙にペン書き
 
680/U/1713 1108744481 

◆680
駅名の起源
札幌鉄道局／編

札幌　札幌鉄道局　〔１９３４〕

８８ｐ　１９ｃｍ
 
680/U/126 1107531269 

◆680
『駅名の起源』物語り
梅木　通徳／〔著〕
札幌　北海道史研究会　１９７４
ｐ５３～５７　２５ｃｍ
季刊誌『北海道史研究』第４号（昭和４９年９月３
０日発行）抜刷 
680/U/544 1107535443 

◆680
駅名の起源
札幌鉄道局運輸課／〔編〕

〔札幌〕　札幌鉄道局運輸課　１９２９

１６２ｐ　１９ｃｍ
 
680/U/125 1107531251 

◆680
駅名の起源
札幌鉄道局／〔編〕

〔札幌〕　札幌鉄道局　〔出版年不明〕

１１８ｐ　１９ｃｍ
 
680/U/127 1107531277 

◆680
駅名の起源
札幌鉄道局／〔編〕

〔札幌〕　札幌鉄道局　出版年不明

１２２ｐ　２０ｃｍ
 
680/U/128 1107531285 

◆680
駅名の起源
札幌鉄道局／〔編〕

〔札幌〕　札幌鉄道局　出版年不明

１２９ｐ　１９ｃｍ
 
680/U/129 1107531293 

◆680
駅名の起源
札幌鉄道局／〔編〕

〔札幌〕　札幌鉄道局　出版年不明

１２５ｐ　１９ｃｍ
 
680/U/130 1107531301 

◆680
駅名の起源
札幌鉄道局／編

札幌　札幌鉄道局旅客課　１９４０．１０

１２６ｐ　１９ｃｍ
 
680/U/131 1107531319 
680/U/132 1107531327
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◆680
駅名の起源
梅木　通徳／著

１冊）

２００字詰原稿用紙にペン書きｐ１～４４
 
680/U/1714 1108744457 

◆680
蝦夷古地図物語
札幌　北海道新聞社

１枚物　３６×１７ｃｍ

出版案内
 
680/U/1697 1108744093 

◆680
「蝦夷古地図物語」原稿ほか
高倉新一郎氏の原稿など
序（高倉新一郎），おわりに（梅木通徳），“古地
図にみる蝦夷地の変遷”造本計画，ほか，弘文荘反
町茂雄氏、北方領土問題調査会佐々木成雄氏、雄松
堂書店榊原貴教氏の各はがき（３枚） 
680/U/1698 1108744069 

◆680
蝦夷地探検の人々
立花　信夫／著

東京　鉄道協会内時報局　１９４２．５

ｐ４３　２９ｃｍ

『鉄道時報』第２２１０号所載
 
680/U/1700 1108744531 

◆680
蝦夷地道中記の話
梅木　通徳／〔著〕

〔札幌〕　〔梅木通徳〕　１９７４．３

〔６ｐ〕　２６ｃｍ

『北海道史研究』第２号抜刷
 
680/U/1 1107530014 

◆680
江戸時代の海運事情
屋内　忠雄／著

〔大阪〕　〔屋内忠雄〕　〔出版年不明〕

５４ｐ　２５ｃｍ

参考文献：ｐ５３～５４
 
680/U/73 1107530733 

◆680
江戸時代の交通文化
樋畑　雪湖／著

東京　刀江書院　１９３１


５５５ｐ　２３ｃｍ

交通－日本　日本－歴史－江戸時代
 
680/U/933 1107539338 

◆680
江戸時代舟と航路の歴史
横倉　辰次／著

東京　雄山閣出版　１９７１

２９８ｐ　図　２２ｃｍ

海運－日本－歴史
 
680/U/802 1107538025 

◆680
江戸時代の交通　-近世日本交通史-
田村栄太郎／著

東京　雄山閣出版　１９７０

２９３ｐ　２２ｃｍ

日本－交通－歴史－江戸時代
 
680/U/932 1107539320 

◆680
エドモンド・モレルの碑建設記念
モレル記念碑建設委員会／編

東京　モレル記念碑建設委員会　１９５８．５

８ｐ　１８ｃｍ

鉄道創業までの年譜：ｐ８

Ｍｏｒｅｌ，Ｅｄｍｕｎｄ
 
680/U/1071 1107540716 

◆680
追分線、紅葉山線、狩勝線工事実施計画その２（開
業設備に関係する部分）について
〔東京〕　建設局　１９７６．１１

７ｐ　２６×３６ｃｍ

青焼きコピー
 
680/U/1623 1108634161 

◆680
奥州街道宿駅制の研究
風間観静／著

改訂増補版

東京　巌南堂書店　１９６６

４６４，６１ｐ　図版　２２ｃｍ

(東北交通史　第２巻)

東北地方－交通－歴史　奥州街道
 
680/U/977 1107539775 

◆680
奥州宿駅街道の時代的変遷
飯沼　寅治／著

改訂増補版

東京　巌南堂書店　１９６６
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３９３，５８，２９ｐ　図版　２２ｃｍ

(東北交通史　第１巻)

東北地方－交通－歴史　奥州街道
 
680/U/978 1107539783 

◆680
欧米鉄道の問題
日本国有鉄道北海道支社／〔編〕
〔札幌〕　〔日本国有鉄道北海道支社〕　１９６３

３８ｐ　２５ｃｍ 
680/U/362 1107533620 

◆680
欧米の鉄道
日本国有鉄道／〔編〕

〔東京〕　〔日本国有鉄道〕　〔１９５－〕

３６ｐ　２６ｃｍ

付：別表（１枚）
 
680/U/1016 1107540161 

◆680
多すぎる運賃の割引
日本国有鉄道／〔編〕

〔東京〕　〔日本国有鉄道〕　〔１９－－〕

８ｐ　２１ｃｍ
 
680/U/1140 1107541409 

◆680
渡島三十六駅
〔出版地不明〕　〔出版者不明〕　〔１９－－〕
３２，８ｐ　１８ｃｍ
附：国名・郡名・町村名の起源 
680/U/123 1107531236 

◆680
お知らせ　第１７３号
札幌　札幌地区自家用自動車組合　１９６１．４
４ｐ　３８ｃｍ
道内各陸運事務所車両状況（昭和３５年１２月末）
ほか
第１７３号 
680/U/1653 1108743558 

◆680
小樽・南小樽間高架化工事略図
１枚物　２６×３６ｃｍ 
680/U/1680 1108744044 

◆680
お名残ＳＬ撮影会参加記念〔栞〕

札幌　国鉄北海道総局　１９７５．１１

１枚　６×１６ｃｍ
 
680/U/1608 1108634054 

◆680
おびひろえき　-開業５０年記念-
帯広駅開業５０年記念行事委員会編集委員／編
〔札幌〕　帯広駅開業５０年記念行事委員会　１９
５５
９４ｐ　２６ｃｍ
帯広駅 
680/U/393 1107533935 

◆680
帯広駅７０年の歩み
帯広駅開業７０年記念編集委員／編
〔帯広〕　帯広駅開業７０年記念委員会　１９７６
．３
６８ｐ　２６ｃｍ
歴代年表：ｐ５０～６１ 
680/U/404 1107534040 

◆680
おもしろ交通館　-教科書の〈交通のむかしと今〉
の学習に役だつ-
東京　学研　１９７６．２

２６０ｐ　１３×１８ｃｍ

『４年の学習』２月教材
 
680/U/1301 1107543017 

◆680
お別れ列車の旅
竹重　達人／著

東京　産業能率短期大学出版部　１９７３

２４２ｐ　図　２０ｃｍ

地方鉄道　鉄道－日本－歴史
 
680/U/762 1107537621 

◆680
温泉と健康
東京　日本温泉協会　１９３９．４

１４ｐ　１５ｃｍ
 
680/U/1503 1107545038 

◆680
会員の家業とその沿革
大野　靖三／編

東京　国鉄構内営業中央会　１９５８．６

６２９ｐ　２２ｃｍ
 
680/U/686 1107536862
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◆680
会員名簿　１９６３
鉄道友の会／〔編〕

〔東京〕　〔鉄道友の会〕　１９６３

１４６ｐ　２６ｃｍ

１９６３
 
680/U/1479 1107544791 

◆680
海運業務沿革史　第１稿
日本通運株式会社海運部／〔編〕

〔東京〕　〔日本通運〕　１９５１

１５１ｐ　２５ｃｍ

折込図２枚

第１稿
 
680/U/871 1107538710 

◆680
海運の話
三井船舶調査課／編

改訂版

東京　日本経済新聞社　１９６１．１０

２１１ｐ　１７ｃｍ

(日経文庫　１８)
 
680/U/795 1107537951 

◆680
海運の歴史
古田　良一／著

東京　至文堂　１９６１

１４３ｐ　図版　１９ｃｍ

(日本歴史新書)

付：参考文献

海運－日本－歴史
 
680/U/1198 1107541987 

◆680
海峡を走るハイウェイ！　-フェリーボート誕生-
函館　道南海運　〔出版年不明〕

１枚物　４５×７６ｃｍ（折りたたみ２７×１９ｃ

ｍ）

裏面：フェリーで結ぶ観光と交通ご案内
 
680/U/1688 1108744119 

◆680
回顧と展望　-広報資料-　昭和５１年版
東亜国内航空広報室／〔編〕
〔出版地不明〕　東亜国内航空広報室　１９７６
１５４ｐ　２６ｃｍ
年表：ｐ１４０～１４７
昭和５１年版 
680/U/915 1107539155 

◆680
海商三代　-北前船主西村屋の人びと-
西村　通男／著

東京　中央公論社　１９７４

１８９ｐ　１８ｃｍ

(中公新書　３７)

海運－日本
 
680/U/377 1107533778 

◆680
海事摘要　大正１５年
逓信省管船局／〔編〕

〔東京〕　逓信省管船局　１９２６．１２

６９ｐ　２３ｃｍ

附：万国船舶噸数表ほか

大正１５年
 
680/U/1277 1107542779 

◆680
海事摘要　昭和３年
逓信省管船局／〔編〕

〔東京〕　逓信省管船局　１９２８．１２

６８ｐ　２３ｃｍ

附：万国船舶噸数表ほか

昭和３年
 
680/U/1278 1107542787 

◆680
海事摘要　昭和７年
逓信省管船局／〔編〕

〔東京〕　逓信省管船局　１９３２．１０

１００ｐ　２３ｃｍ

附：世界船舶数累年表ほか

昭和７年
 
680/U/1279 1107542795 

◆680
改正貨物運送取扱手続並解釈
佐藤　英夫／著

東京　東洋書籍出版協会　１９２２．２

２６４ｐ　１９ｃｍ
 
680/U/1437 1107544379 

◆680
改正自動車交通事業法解説
鉄道省監督局交通法規研究会／編

東京　交通研究所　１９４１

５７４ｐ　１９ｃｍ
 
680/U/1167 1107541672 

◆680
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分類順目録　　　　　〔　　　　　　　　　　　〕北方図書 680～680 

開拓使と吉村甚兵衛
製作地不明　〔製作者不明〕　製作年不明
１冊　２５ｃｍ
内容：開拓使と吉村甚兵衛，北海道の通達の起源，
続北海道の通達の起源，通達昔ばなし，手板のはな
し，北海道大博覧会特設国鉄館について，博覧会と
通達，北海道の旅行案内書のはなし，北海道鉄道略
年表，北海道陸運小史，通運資料のはなし 
680/U/666 1107536664 

◆680
解題『明治の北海道鉄道』
梅木　通徳

ｐ１～４０　２６ｃｍ

日本評論社からノ戻り。後半は無し
 
680/U/1574 1108634039 

◆680
開通のよろこび　-国鉄美幸線美深・仁宇布間開通
記念-
〔札幌〕　日本国有鉄道北海道支社　１９６４
１枚　２５ｃｍ
共同刊行：日本鉄道建設公団札幌支社，美幸線敷設
促進期成会 
680/U/633 1107536334 

◆680
街道今昔　-趣味の宿場めぐり-　上
日本経済新聞社婦人家庭部／編

東京　社会思想研究会出版部　１９６２

３４８ｐ（図版共）　１５ｃｍ

(現代教養文庫)

上

日本－地誌
 
680/U/923 1107539239 

◆680
街道今昔　-趣味の宿場めぐり-　下
日本経済新聞社婦人家庭部／編

東京　社会思想研究会出版部　１９６２

３１７ｐ（図版共）　１６ｃｍ

(現代教養文庫)

下

付：参考書３１４－３１５ｐ

日本－地誌
 
680/U/924 1107539247 

◆680
開発白糠　-国鉄白糠線開通記念-
白糠町／編
白糠町（釧路）　〔白糠町〕　１９６４はじめに
３６ｐ　２６ｃｍ 
680/U/332 1107533323 

◆680
開発道路の指定調書
北海道開発庁／〔編〕

〔出版地不明〕　北海道開発庁　１９５４

３３ｐ　２５ｃｍ

謄写版
 
680/U/150 1107531509 

◆680
家業五代記　-松江通運史話-
原　文助／著

東京　一隅社　１９５７．１２

２６８ｐ　図　１９ｃｍ

運送－歴史
 
680/U/806 1107538066 

◆680
貨車構造便覧
札幌鉄道局運輸部／〔編〕

〔札幌〕　札幌鉄道局運輸部　１９３８

２２ｐ　１６×２３ｃｍ
 
680/U/392 1107533927 

◆680
貨車の知識
札幌鉄道管理局／〔編〕

〔札幌〕　札幌鉄道管理局　１９６４

１１ｐ　２６ｃｍ
 
680/U/621 1107536219 

◆680
貨車のながれ
札幌鉄道監理局／〔編〕

〔札幌〕　〔札幌鉄道管理局〕　１９６４

１０ｐ　２６ｃｍ
 
680/U/628 1107536284 

◆680
貨車変遷一覧表　
〔６ｐ〕　２６ｃｍ
北海道鉄道貨車変遷表（３５～３９年度）　小熊米
雄作成（Ｓ４５．５．１５）　手書き 
680/U/1589 1108633973 

◆680
貨車利用のしおり
鉄道貨物協会／〔編〕　日本通運株式会社／〔編〕
〔出版地不明〕　〔鉄道貨物協会〕　１９６１
３２ｐ　１８×２６ｃｍ
共同刊行：日本通運
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分類順目録　　　　　〔　　　　　　　　　　　〕北方図書 680～680 

680/U/952 1107539528 

◆680
貨車利用のしおり
鉄道貨物協会札幌支部／〔編〕
〔札幌〕　〔鉄道貨物協会札幌支部〕　１９５９
３２ｐ　１９×２６ｃｍ 
680/U/465 1107534651 

◆680
貨車利用の栞　昭和２１年２月
札幌鉄道局／〔編〕

〔札幌〕　〔札幌鉄道局〕　１９４６

２８ｐ　１９×２６ｃｍ

昭和２１年２月
 
680/U/499 1107534990 

◆680
貨車利用の栞　昭和２２年２月
札幌鉄道局／〔編〕

〔札幌〕　〔札幌鉄道局〕　１９４７

２８ｐ　１９×２６ｃｍ

昭和２２年２月
 
680/U/500 1107535005 

◆680
貨車利用のしおり
国鉄北海道総局／〔編〕
〔札幌〕　日本国有鉄道北海道総局　１９７９はじ
めに
３５ｐ　１９×２６ｃｍ 
680/U/630 1107536300 

◆680
鎌倉時代の交通
新城　常三／著

東京　吉川弘文館　１９６７

３８１ｐ　図版　２０ｃｍ

(日本歴史叢書　１８　日本歴史学会編)

参考文献：３８０－３８１ｐ

日本－交通－歴史－鎌倉時代
 
680/U/1238 1107542381 

◆680
貨物運送
札幌鉄道管理局営業部貨物課／〔編〕
〔札幌〕　札幌鉄道管理局営業部貨物課　１９６４
９ｐ　２６ｃｍ 
680/U/622 1107536227 

◆680

貨物運送規則逐条解説
小川　和夫／著

東京　中央書院　１９５２．１２

２９５ｐ　１９ｃｍ
 
680/U/1434 1107544346 

◆680
貨物運送規則逐条解説
人見　重一／著

東京　日本交通学会　１９３７．８

４１９ｐ　１９ｃｍ
 
680/U/1436 1107544361 

◆680
貨物運送規則逐条解説
小川　和夫／著

東京　中央書院　１９５０．３

３２４ｐ　１８ｃｍ

貨物　鉄道運送
 
680/U/1524 1107545244 

◆680
貨物運送規則同補則逐条解説
橋本　一／著

東京　中央書院　１９４２．１１

４０４ｐ　１９ｃｍ
 
680/U/1525 1107545251 

◆680
貨物運送規則同補則
鉄道省運輸局／編纂

〔東京〕　〔日本通運〕　１９４２

１９３ｐ　２１ｃｍ
 
680/U/1008 1107540088 

◆680
貨物運送の栞
日本国有鉄道札幌地方営業事務所／〔編〕

〔札幌〕　日本国有鉄道札幌地方営業事務所　〔出

版年不明〕

５８ｐ　２２ｃｍ
 
680/U/333 1107533331 

◆680
貨物運賃改定のあらまし
札幌　札幌鉄道管理局　１９７９．５

８ｐ　２６×３６ｃｍ

手書き　青焼きコピー
 
680/U/1628 1108634377 

◆680
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分類順目録　　　　　〔　　　　　　　　　　　〕北方図書 680～680 

貨物運賃改定のお願い
札幌　札幌鉄道管理局　１９７９．５

５枚物　２６×３６ｃｍ

タイプ印刷
 
680/U/1629 1108634344 

◆680
貨物運賃制度七十五年の回顧
岩岡　明蔵／著
〔出版地不明〕　〔出版者不明〕　１９４７
１冊　２６ｃｍ
『貨物情報』昭和２２年１０月号～２４年２月号連
載の合綴 
680/U/1530 1107545301 

◆680
貨物運賃制度改正資料（案）
〔札幌〕　〔札幌鉄道管理局〕　１９８０

９ｐ　２６×３７ｃｍ

謄写版
 
680/U/525 1107535252 

◆680
貨物運賃と各種料金表
貨物実務研究会／編

〔東京〕　交通日本社　１９４８．７

６７ｐ　１８ｃｍ

(貨物実務　第６輯)
 
680/U/1331 1107543314 

◆680
貨物運賃と料金
運賃研究会／編

東京　鉄道弘済会　１９４９．１０

２５４ｐ　１８ｃｍ
 
680/U/777 1107537779 

◆680
貨物運輸ノ沿革　-自大正元年至昭和八年度-
運輸局貨物課／〔編〕
〔出版地不明〕　〔鉄道省運輸局貨物課〕　１９３

２２０ｐ　２３ｃｍ 
680/U/1442 1107544429 

◆680
貨物営業規則逐条解説
府川　正勝／著

東京　中央書院　１９６７．１１

２７０ｐ　２２ｃｍ
 
680/U/1290 1107542902 

◆680
貨物営業粁程表　-青函起点-
札幌鉄道局／〔編〕

〔札幌〕　札幌鉄道局　１９４５

１９８ｐ　２６ｃｍ

省線及内地連絡線
 
680/U/587 1107535872 

◆680
貨物関係駅勢要覧
札幌鉄道局／編

札幌　札幌鉄道局　１９２８

１０２０，７８ｐ　２７ｃｍ

巻末に附録として北海道の概況あり
 
680/U/410 1107534107 

◆680
貨物自動車輸送実績比較表　昭和２９・３０年度（
４月～３月）
札幌　札幌陸運局自動車部　〔１９５６〕

１枚物　２６×３６ｃｍ

謄写刷

昭和２９・３０年度（４月～３月）
 
680/U/1649 1108743756 

◆680
貨物等級制度についての答申附属資料
鉄道運賃制度調査会／〔編〕

〔東京〕　〔鉄道運賃制度調査会〕　１９５９

１１１ｐ　２５ｃｍ
 
680/U/841 1107538413 

◆680
貨物等級表解説
鉄道省運輸局／〔編〕

〔東京〕　〔鉄道省運輸局〕　１９４０

３３９ｐ　２１ｃｍ
 
680/U/1007 1107540070 

◆680
貨物の運賃
札幌鉄道管理局／〔編〕

〔札幌〕　札幌鉄道管理局　１９６４

１５ｐ　２６ｃｍ
 
680/U/140 1107531400 

◆680
貨物輸送概況
１枚　２６ｃｍ
昭和３４年度数字　北海道通運業連盟罫紙にペン書
き
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分類順目録　　　　　〔　　　　　　　　　　　〕北方図書 680～680 

680/U/1650 1108743582 

◆680
貨物輸送計画及び臨貨運転計画（案）
〔札幌〕　〔日本国有鉄道〕北海道支社　１９６１
４６ｐ　２６×３６ｃｍ
昭和３６年度秋冬煩忙期 
680/U/431 1107534313 

◆680
貨物輸送手続解説
宮地　実雄／著

東京　中央書院　１９５１

６００ｐ　２２ｃｍ

貨物
 
680/U/1360 1107543603 

◆680
貨物輸送年報　昭和２９年度
日本国有鉄道北海道総支配人室／〔編〕
〔札幌〕　〔日本国有鉄道北海道総支配人室〕　１
９５４
１４５ｐ　２５ｃｍ
昭和２９年度 
680/U/481 1107534818 

◆680
貨物輸送標準時間表
鉄道貨物協会札幌支部／〔編〕
〔札幌〕　〔鉄道貨物協会札幌支部〕　１９６５
３７ｐ　２６ｃｍ 
680/U/347 1107533471 

◆680
貨物輸送はこうかわる
日本国有鉄道／〔編〕

〔東京〕　〔日本国有鉄道〕　１９６８

３０ｐ　２２ｃｍ
 
680/U/1147 1107541474 

◆680
貨物掛必携　上巻
札幌鉄道局／〔編〕

〔札幌〕　日本国有鉄道札幌鉄道局　１９４４

４７８ｐ　２１ｃｍ

上巻
 
680/U/309 1107533091 

◆680
貨物掛必携　中巻
札幌鉄道局／〔編〕

〔札幌〕　日本国有鉄道札幌鉄道局　１９４４

ｐ４７９～８７１　２２ｃｍ

中巻
 
680/U/310 1107533109 

◆680
貨物掛必携　下巻
札幌鉄道局／〔編〕

〔札幌〕　日本国有鉄道札幌鉄道局　１９４４

２５９ｐ　２１ｃｍ

下巻
 
680/U/311 1107533117 

◆680
茅沼炭鉱鉄道（参照資料）
２種　１８×２６ｃｍ

主な参照資料の朱書きあり　原稿用紙に手書き
 
680/U/1578 1108633957 

◆680
観光事業の知識
間島　大治郎／著

東京　湖山社　１９４９．３

２３８，８ｐ　１９ｃｍ

日本ホテル発達史年表：ｐ２３１～２３８
 
680/U/1227 1107542274 

◆680
昭和５０年度幹線系線区別経営成績　
〔東京〕　日本国有鉄道　〔１９７５〕
４ｐ　２６×３６ｃｍ
千歳線、根室本線、函館本線、室蘭本線、夕張線、
留萌本線の記載あり 
680/U/1598 1108634013 

◆680
関東地方通運史
松田　実／著
東京　関東通運協会　１９６４
６２８ｐ　図版　原色はり込み図版　２７ｃｍ
陸運－関東地方－歴史　運送業－関東地方－歴史 
680/U/776 1107537761 

◆680
管内概況
札幌鉄道管理局／〔編〕

〔札幌〕　〔札幌鉄道管理局〕　１９５３

４７ｐ　２６ｃｍ
 
680/U/459 1107534594 

◆680
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分類順目録　　　　　〔　　　　　　　　　　　〕北方図書 680～680 

管内概況　昭和３４年
北海道地方自動車事務所／〔編〕

札幌　北海道地方自動車事務所　１９５９

１７７ｐ　２５ｃｍ

昭和３４年
 
680/U/227 1107532275 

◆680
管内概況　昭和３５年度
北海道地方自動車事務所／〔編〕

札幌　北海道地方自動車事務所　１９６０

１２１ｐ　２５ｃｍ

昭和３５年度
 
680/U/228 1107532283 

◆680
管内概況　昭和５３年
北海道地方自動車部／編

札幌　北海道地方自動車部　１９７８

２９ｐ　２６ｃｍ

年表：ｐ２～３

昭和５３年
 
680/U/229 1107532291 

◆680
管内要覧　昭和２９年度版
函館陸運事務所／編

函館　函館陸運事務所　１９５４

５６ｐ　２１ｃｍ

昭和２９年度版

函館
 
680/U/371 1107533711 

◆680
管内要覧　昭和２７年度
北海道旭川陸運事務所／〔編〕

旭川　〔北海道旭川陸運事務所〕　１９５２

４８ｐ　２２ｃｍ

昭和２７年度
 
680/U/764 1107537647 

◆680
管内要覧　昭和３１年版
札幌陸運事務所／〔編〕

札幌　札幌陸運事務所　１９５６

１３１ｐ　２２ｃｍ

昭和３１年版
 
680/U/373 1107533737 

◆680
管内要覧　昭和３０年版
北海道函館陸運事務所／編

函館　北海道函館陸運事務所　１９５５

５８ｐ　２２ｃｍ

昭和３０年版
 
680/U/372 1107533729 

◆680
管内要覧　昭和２８年
北海道函館陸運事務所／編

函館　〔北海道函館陸運事務所〕　１９５３

４２ｐ　２２ｃｍ

昭和２８年
 
680/U/370 1107533703 

◆680
管内要覧　昭和３０年６月
北海道釧路陸運事務所／編
〔出版地不明〕　〔道東自動車協会〕　１９５５
３９ｐ　２１ｃｍ
昭和３０年６月 
680/U/369 1107533695 

◆680
管内要覧　昭和２７年度版
北海道釧路陸運事務所／編
〔出版地不明〕　〔北海道釧路陸運事務所〕　１９
５２
１４ｐ　２２ｃｍ
昭和２７年度版 
680/U/368 1107533687 

◆680
管内要覧　昭和３３年度
北海道北見陸運事務所／編

〔北見〕　北海道北見陸運事務所　１９５８

４６ｐ　２６ｃｍ

昭和３３年度
 
680/U/389 1107533893 

◆680
管内要覧　昭和３６年度
北海道帯広陸運事務所／編

〔帯広〕　帯広道路運送協会　１９６１

３７ｐ　２５ｃｍ

昭和３６年度
 
680/U/390 1107533901 

◆680
管内要覧　昭和３５年度
帯広陸運事務所／監修

帯広　帯広道路運送協力会　１９６０

３５ｐ　２６ｃｍ

昭和３５年度
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分類順目録　　　　　〔　　　　　　　　　　　〕北方図書 680～680 

680/U/290 1107532903 

◆680
管内要覧　昭和２８年度版
北海道札幌陸運事務所／編

札幌　北海道札幌陸運事務所　１９５３凡例

８４ｐ　２６ｃｍ

昭和２８年度版
 
680/U/226 1107532267 

◆680
管内要覧　昭和３２年版
札幌陸運事務所／〔編〕

〔札幌〕　〔札幌陸運事務所〕　１９５７

１４３ｐ　２２ｃｍ

昭和３２年版
 
680/U/374 1107533745 

◆680
管内陸運概況
札幌　北海道札幌陸運事務所　１９５８．６

〔９ｐ〕　２６ｃｍ

タイプ印刷
 
680/U/1656 1108743848 

◆680
概況　昭和３４．１０．１現在
国鉄・帯広自動車営業所／編
〔帯広〕　国鉄帯広自動車営業所　１９５９．１０
１０ｐ　２６ｃｍ
複写本
昭和３４．１０．１現在 
680/U/518 1107535187 

◆680
機関車ガイドブック
荒井文治，臼井茂信，杉田肇／著

東京　誠文堂新光社　１９６３

２９２ｐ　１９ｃｍ

機関車
 
680/U/969 1107539692 

◆680
機関車大勝号について
１枚物　２６×３６ｃｍ

タイプ印刷
 
680/U/1605 1108633726 

◆680
機関車の系譜図　１
臼井茂信／著

名古屋　交友社　１９７３

２９６，７ｐ（図共）　２９ｃｍ

１

機関車
 
680/U/1438 1107544387 

◆680
機関車１００年　-日本の鉄道-
東京　毎日新聞社　１９６８

２３７ｐ　１９ｃｍ

執筆者：秋永芳郎等

巻末：年表・機関車・電車の歴史

鉄道－日本－歴史　機関車
 
680/U/760 1107537605 

◆680
汽車　-随筆集-
交通日本社／〔編〕

東京　〔交通日本社〕　１９５２．１０

３８０ｐ　１９ｃｍ

鉄道８０年記念出版
 
680/U/745 1107537456 

◆680
汽車
岩波書店編集部／編

東京　岩波書店　１９５１．４

６０ｐ　１９ｃｍ

(岩波写真文庫　２１)
 
680/U/960 1107539601 

◆680
汽車と鉄道
岩崎　磯五郎／著

東京　春秋社松柏館　１９４２

３２０ｐ　図版　１９ｃｍ

(春秋社教養叢書)
 
680/U/917 1107539171 

◆680
汽車の話
山田　二三男／著

東京　大日本雄弁会　１９４６．６

２２０ｐ　１９ｃｍ
 
680/U/1368 1107543686 

◆680
汽車の窓から　東北部
谷口　梨花／著

増訂

東京　博文館　１９２４．６

６４８ｐ　１９ｃｍ
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東北部

日本－案内記
 
680/U/1293 1107542936 

◆680
汽車賃早わかり
〔出版地不明〕　〔出版者不明〕　１９４７はしが
き
９６ｐ　１６ｃｍ
破損本 
680/U/645 1107536458 

◆680
北日本汽船株式会社二十五年史
小樽　北日本汽船　１９３９

４６８，５４ｐ　図２８枚　２２ｃｍ

北日本汽船株式会社
 
680/U/416 1107534164 

◆680
北国の走者　-北海道の鉄道２０年の歩み-
鉄道友の会北海道支部／編

札幌　鉄道友の会北海道支部　１９７７．８

８０ｐ　２６ｃｍ
 
680/U/147 1107531475 

◆680
きたぐにのみち　-１９５６年-
北海道／編

札幌　北海道　１９５６

９６ｐ　図版　２６ｃｍ
 
680/U/331 1107533315 

◆680
北前船往来　-附・越崎商店沿革-
越崎　宗一／述

小樽　越崎宗一　１９６３

１６ｐ　１９ｃｍ

小樽
 
680/U/379 1107533794 

◆680
北前船　-日本海海運史の一断面-
牧野　隆信／著

増補改訂

東京　柏書房　１９６５

２４２ｐ　１９ｃｍ

海運－日本
 
680/U/417 1107534172 

◆680

汽笛一声　-百間乗物帳　その１-
内田　百間／著

東京　交通日本社　１９６４

２２２ｐ　図版　１８ｃｍ

(交日新書)
 
680/U/736 1107537365 

◆680
汽笛一声新橋を　-決定版・鉄道唱歌物語-
中島　幸三郎／著

東京　佑啓社　１９６８．８

２４３ｐ　１８ｃｍ
 
680/U/737 1107537373 

◆680
汽笛は旅のうた　-曽根茂遺稿集-
曽根茂／〔著〕　曽根茂遺稿集刊行委員会／編
札幌　曽根茂遺稿集刊行委員会　１９８３．１２
３０３ｐ　２２ｃｍ
著者の肖像あり
付：曽根茂経歴 
680/U/1715 1108744432 

◆680
気動車ガイドブック
慶応義塾大学鉄道研究会／編
東京　誠文堂新光社　１９６４
２４６ｐ（図版共）　１９ｃｍ
標題紙等にはＧｕｉｄｅ　ｂｏｏｋ　ｏｆ　Ｄｉｅ
ｓｅｌ　ｃａｒとあり
ディ－ゼル動車 
680/U/970 1107539700 

◆680
軌道車車両一覧表
札幌　札幌市交通局電車部　〔１９６２〕

３枚　２２×３４ｃｍ

手書き　青焼きコピー
 
680/U/1683 1108744135 

◆680
記念乗車券目録　上巻
宮下　武太郎／著

東京　旅の趣味会　１９６２．８

７０ｐ　２５ｃｍ

和装　謄写版

上巻
 
680/U/1448 1107544486 

◆680
木村謙次
杉田　雨人／著
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水戸　杉田恭助　１９３７．４

２１１ｐ　２０ｃｍ

(３)

木村　謙次
 
680/U/1427 1107544270 

◆680
客車・貨車　-ガイドブック-
星晃，卯之木十三，森川克二／著
東京　誠文堂新光社　１９６５
２５３ｐ（おもに図版）　１４×１９ｃｍ
表紙等にはＧｕｉｄｅ　ｂｏｏｋ　ｏｆ　ｐａｓｓ
ｅｎｇｅｒ　ａｎｄ　ｆｒｅｉｇｈｔｃａｒｓとあ
り
鉄道車輛 
680/U/972 1107539726 

◆680
客車変遷一覧表
４枚　２６ｃｍ

小熊米雄作成（４９．２．１２）　手書き
 
680/U/1590 1108633940 

◆680
協会・協会員台帳
北海道バス協会／〔編〕

〔札幌〕　北海道バス協会　１９５３

１冊　２６×３７ｃｍ

北海道バス創業４０年記念
 
680/U/429 1107534297 

◆680
協会事務所新築落成記念　-北海道におけるバス創
業５０周年-
北海道バス協会／〔編〕

〔札幌〕　北海道バス協会　１９６４ご挨拶

１８ｐ　２６ｃｍ
 
680/U/142 1107531426 

◆680
局線別経営要覧　-北海道支社管内-　昭和３８年
度
日本国有鉄道北海道支社／編

札幌　日本国有鉄道北海道支社　１９６４

１１３ｐ　２１ｃｍ

昭和３８年度
 
680/U/680 1107536805 

◆680
局線別経営要覧
日本国有鉄道／〔編〕

〔東京〕　〔日本国有鉄道〕　１９６４


４１６ｐ　２１ｃｍ 
680/U/681 1107536813 

◆680
旭鉄の雪害　雪害統計篇
〔旭川〕　旭川鉄道管理局　１９５５

１１４ｐ　２６ｃｍ

(業務資料)

謄写版

雪害統計篇

雪　鉄道災害
 
680/U/402 1107534024 

◆680
近世交通経済史論
大山敷太郎／著
東京　柏書房　１９６７
５９６ｐ　図版　２２ｃｍ
昭和１６年（国際交通文化協会）刊の複刻版
日本－交通－歴史－江戸時代　交通経済－歴史 
680/U/834 1107538348 

◆680
近世交通史料集　７
児玉幸多／校訂

東京　吉川弘文館　１９７４

６１７ｐ　２２ｃｍ

７

内容：飛脚関係史料

日本－交通－歴史－江戸時代－史料
 
680/U/1205 1107542050 

◆680
近世交通史料集　１
児玉　幸太／校訂

東京　吉川弘文館　１９６７．３

７７０ｐ　２２ｃｍ

１　五街道取締書物類寄　上

日本－交通－歴史－江戸時代－史料
 
680/U/1199 1107541995 

◆680
近世交通史料集　２
児玉　幸太／校訂

東京　吉川弘文館　１９６８．３

８５２ｐ　２２ｃｍ

２　五街道取締書物類寄　下

日本－交通－歴史－江戸時代－史料
 
680/U/1200 1107542001 

◆680
近世交通史料集　３
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児玉　幸太／校訂

東京　吉川弘文館　１９６９．３

８１６ｐ　２２ｃｍ

３　御伝馬方旧記

日本－交通－歴史－江戸時代－史料
 
680/U/1201 1107542019 

◆680
近世交通史料集　４
児玉　幸太／校訂

東京　吉川弘文館　１９７０．３

１０２５ｐ　２２ｃｍ

４　東海道宿村大概帳

日本－交通－歴史－江戸時代－史料
 
680/U/1202 1107542027 

◆680
近世交通史料集　５
児玉　幸太／校訂

東京　吉川弘文館　１９７１．３

８０９ｐ　２２ｃｍ

５　中山道宿村大概帳

日本－交通－歴史－江戸時代－史料
 
680/U/1203 1107542035 

◆680
近世交通史料集　６
児玉　幸太／校訂

東京　吉川弘文館　１９７２．３

１０６９ｐ　２２ｃｍ

６　日光・奥州・甲州道中宿村大概帳

日本－交通－歴史－江戸時代－史料
 
680/U/1204 1107542043 

◆680
近世宿駅制度の研究　-中山道追分宿を中心として 
-
児玉　幸多／著

東京　吉川弘文館　１９５７

５７４ｐ　表　地図　２２ｃｍ

日本－交通－歴史－江戸時代
 
680/U/1469 1107544692 

◆680
近世道路論
〔製作地不明〕　〔製作者不明〕　〔製作年不明〕
１冊　２３ｃｍ
和田篤憲氏の諸論文の合綴 
680/U/976 1107539767 

◆680
近代交通の成立過程　上巻

高橋　善七／著

東京　吉川弘文館　１９７０

７５１ｐ　図版　２２ｃｍ

上巻

九州地方－交通－歴史　郵便事業－歴史
 
680/U/1215 1107542159 

◆680
近代交通の成立過程　-九州における通信を中心と
して-　下巻
高橋善七／著
東京　吉川弘文館　１９７１
８６４ｐ　図版　２２ｃｍ
下巻
付録（ｐ８５７－８６３）：資料（文献）目録
九州地方－交通－歴史　郵便事業－歴史 
680/U/1216 1107542167 

◆680
近代小運送史
中山　隆吉／著

東京　陸運社　１９５７．１０

３３７ｐ　１９ｃｍ
 
680/U/672 1107536722 

◆680
技術委員会講演集
北海道鉄道協会／〔編〕

〔出版地不明〕　北海道鉄道協会　１９５３

２８ｐ　２５ｃｍ

謄写版
 
680/U/168 1107531681 

◆680
技術報告会記録　第６回
日本国有鉄道札幌工事局／編

札幌　日本国有鉄道札幌工事局　１９７２

２１６ｐ　図版　２６ｃｍ

第６回
 
680/U/335 1107533356 

◆680
業界１０年のあゆみ
札幌倉庫協会／編

〔札幌〕　札幌倉庫協会　１９７２．１０

１４６ｐ　２２ｃｍ

札幌倉庫協会
 
680/U/104 1107531046 

◆680
業界の先覚
「北海道通運史」原稿
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内容細目：小保方　卯市　茅野　満明　田村　寛定
　中木　伊三郎　南部　多三郎　小野　琢磨 
680/U/1696 1108744127 

◆680
業界の人びと　
原稿用紙に手書き　「日本通運道内各社」，「中山
菊太郎」，「舛川孝」 
680/U/1701 1108744556 

◆680
業者組合の動き
関西地方通運協会／〔編〕
〔出版地不明〕　〔関西地方通運協会〕　１９５３ 
680/U/870 1107538702 

◆680
区のあゆみ　-開区明治１５年１１月１３日-
〔岩見沢〕　〔岩見沢第一機関区〕　１９７５

１０ｐ　２６ｃｍ

青焼き
 
680/U/520 1107535203 

◆680
釧路鉄道管理局史
釧路　釧路鉄道管理局　１９７２

１９３ｐ　図　２１×３０ｃｍ

釧路鉄道管理局　釧路
 
680/U/341 1107533414 
680/U/80 1107530808 

◆680
釧路鉄道管理局管内概況　-新しい釧鉄づくり-　
昭和４６年版
釧路鉄道管理局／〔編〕

釧路　釧路鉄道管理局　１９７２

７２ｐ　２６ｃｍ

昭和４６年版
 
680/U/230 1107532309 

◆680
釧路鉄道管理局管内概況　昭和５３年版
釧路鉄道管理局／〔編〕

釧路　釧路鉄道管理局　１９７９

３６ｐ　２６ｃｍ

昭和５３年版
 
680/U/231 1107532317 

◆680
釧路駅連動表
釧路　釧路鉄道管理局運輸部　〔１９６０〕

１枚物　５９×９３ｃｍ

昭和３５年８月２０日現在　青焼きコピー
 
680/U/1635 1108634245 

◆680
釧路港中央埠頭公共臨港線の建設及び運営に関する
協定書　〔写〕　　　
〔１９６２〕

４枚　２６㎝

コピー
 
680/U/1693 1108744200 

◆680
釧路市ニ於ケル北海道運送社ト釧路運送社トノ対立
紛争ノ経緯及其ノ顛末
鉄道省／〔編〕

〔東京〕　〔鉄道省〕　１９３４

１冊　２５ｃｍ

謄写版
 
680/U/152 1107531525 

◆680
国の動脈
日本国有鉄道／〔編〕

〔東京〕　〔日本国有鉄道〕　〔１９－－〕

２０ｐ　２６ｃｍ
 
680/U/1018 1107540187 

◆680
組合員名簿
北海道自家用自動車組合／〔編〕

〔札幌〕　北海道自家用自動車組合　１９４７

５５ｐ　１５×２１ｃｍ
 
680/U/452 1107534529 

◆680
くるまと北海道　-創業期編-
社会問題研究所／編

高崎　社会問題研究所　１９７６

３４４ｐ　図版　２７ｃｍ
 
680/U/109 1107531095 

◆680
経営改善のあと
日本国有鉄道／〔編〕

〔東京〕　〔日本国有鉄道〕　１９５７

１６ｐ　２６ｃｍ
 
680/U/1037 1107540377 

◆680
経営概況　昭和４５年度
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旭川鉄道管理局／編

旭川　旭川鉄道管理局　１９７１

１１５ｐ　２６ｃｍ

昭和４５年度
 
680/U/240 1107532408 

◆680
経営概況　昭和５３年版
旭川鉄道管理局／〔編〕

旭川　旭川鉄道管理局　１９７８．８

６９ｐ　２６ｃｍ

昭和５３年版
 
680/U/241 1107532416 

◆680
経営計画　昭和５２年度
札幌鉄道管理局／〔編〕

〔札幌〕　〔札幌鉄道管理局〕　１９７７

３２ｐ　２６ｃｍ

昭和５２年度
 
680/U/495 1107534958 

◆680
経営メモ　昭和４７年度
新幹線総局／〔編〕

〔出版地不明〕　〔新幹線総局〕　１９７２

７５ｐ　１５ｃｍ

昭和４７年度
 
680/U/1320 1107543207 

◆680
景観を尋ねて
〔東京〕　鉄道省　１９３３

１２５ｐ　図版６３枚　１９ｃｍ

日本－紀行・案内記
 
680/U/1292 1107542928 

◆680
桂馬と機関車　-私の鉄道生活の記録-　-随筆-
浜野　信一郎／著

東京　鉄道図書刊行会　１９５６．３

５４０ｐ　１９ｃｍ
 
680/U/1269 1107542696 

◆680
契約書
〔札幌〕　〔製作者不明〕　１９７９
１冊　２６ｃｍ
梅木通徳氏の「さっぽろ文庫１１札幌の駅企画書」
原稿執筆のための契約書 
680/U/494 1107534941 

◆680
原稿、メモなど
原稿用紙に手書き 
680/U/1703 1108744523 

◆680
現代への投影としての交通史　-談話-
梅木　通徳／〔著〕

〔出版地不明〕　〔出版者不明〕　１９７７

ｐ１８～２１　２６ｃｍ

季刊『輸送展望』’７７ＡＵＴＵＭＮ
 
680/U/116 1107531160 

◆680
故深川冬至氏を偲んで
旭川鉄道管理局施設部／〔編〕
〔旭川〕　〔旭川鉄道管理局施設部〕　１９６８
１冊　２６ｃｍ
謄写版 
680/U/658 1107536581 

◆680
航空機の知識
日本経済新聞社／編

東京　日本経済新聞社　１９５７

２２９ｐ　１７ｃｍ

(日経文庫)
 
680/U/797 1107537977 

◆680
講座日本風俗史　別巻　第４
雄山閣出版株式会社講座日本風俗史編集部／編
東京　雄山閣出版　１９５９
３６８ｐ（図版共）　２２ｃｍ
別巻　第４　旅風俗　第１集（綜合篇）
日本－風習－歴史 
680/U/1565 1107545657 

◆680
講座日本風俗史　別巻　第５
雄山閣出版株式会社講座日本風俗史編集部／編
東京　雄山閣出版　１９５９
３５０ｐ（図版共）　２２ｃｍ
別巻　第５　旅風俗　第２集（道中篇）
日本－風習－歴史 
680/U/1566 1107545665 

◆680
講座日本風俗史　別巻　第６
雄山閣出版株式会社講座日本風俗史編集部／編
東京　雄山閣出版　１９５９
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３４４ｐ（図版共）　２２ｃｍ

別巻　第６　旅風俗　第３集（宿場篇）

日本－風習－歴史
 
680/U/1567 1107545673 

◆680
工事概要　昭和５５年度
札幌工事局／〔編〕

札幌　〔札幌工事局〕　１９８０

４０ｐ　２６×３７ｃｍ

昭和５５年度
 
680/U/457 1107534578 

◆680
工事概要　昭和５３年度
札幌工事局／〔編〕

札幌　〔札幌工事局〕　１９７８

４２ｐ　２６×３７ｃｍ

昭和５３年度
 
680/U/456 1107534560 

◆680
工事概要　昭和４９年度
札幌工事局／〔編〕

札幌　〔札幌工事局〕　１９７４

１９ｐ　２６×３７ｃｍ

昭和４９年度
 
680/U/455 1107534552 

◆680
工事概要　昭和４８年度
札幌工事局／〔編〕

札幌　〔札幌工事局〕　１９７３

１９ｐ　２６×３７ｃｍ

昭和４８年度
 
680/U/454 1107534545 

◆680
工事概要　昭和４６年度
札幌工事局／〔編〕

札幌　〔札幌工事局〕　１９７１

１７ｐ　２６×３７ｃｍ

昭和４６年度
 
680/U/453 1107534537 

◆680
工事概要　昭和５４年度
札幌工事局／〔編〕

〔札幌〕　〔札幌工事局調査課〕　１９７９

４０ｐ　２６×３７ｃｍ

昭和５４年度
 
680/U/651 1107536516 

◆680
公述書
〔製作者不明〕　〔製作者不明〕　１９６１
１１ｐ　２５ｃｍ
内容：輸送力不足の現状と原因．所得倍増計画と国
鉄新５ヵ年計画との関連．新５ヵ年計画の財政的基
盤．運賃改訂の影響．新５ヵ年計画の効果 
680/U/825 1107538256 

◆680
工場の現況
日本国有鉄道苗穂工場／〔編〕

札幌　日本国有鉄道苗穂工場　１９５９

２２ｐ　１５ｃｍ
 
680/U/325 1107533257 

◆680
航跡　-青函連絡船七〇年のあゆみ-
日本国有鉄道青函船舶鉄道管理局／著
函館　青函船舶鉄道管理局　１９７８．７
３５１ｐ　２７ｃｍ
青函航路年表（明治６年１月～昭和５３年５月）：
ｐ３３２～３４７
連絡船 
680/U/329 1107533299 

◆680
高速道路地図　-東京－神戸-
武揚堂／編　建設省道路局／監修　日本道路公団／
監修
東京　道路施設協会　１９６９．５
１枚　３９×１１８ｃｍ（折りたたみ２０ｃｍ）
縮尺：１：３００，０００ 
680/U/1070 1107540708 

◆680
交通関係蔵書目録　-梅木文庫-
梅木　通徳／編

〔出版地不明〕　梅木通徳　１９６３

４８ｐ　２６ｃｍ
 
680/U/119 1107531194 

◆680
交通経済総論
増井　幸雄／著

第４版

東京　丸善　１９４０．２

５０３ｐ　２３ｃｍ

(交通政策　第１篇)
 
680/U/1330 1107543306
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７３４ｐ　１８ｃｍ
◆680 昭和３０年版
交通経済学概論 日本－交通－年鑑 
島田　孝一／著 680/U/1164 1107541649 
東京　東京泰文社　１９２９
５９５ｐ　２２ｃｍ 
680/U/946 1107539460 ◆680

交通年鑑　昭和２５年版
交通協力会／編

◆680 東京　交通協力会　１９５０
交通資料コレクションについて ５９９ｐ　１９ｃｍ
山本　不二男／著 昭和２５年版
大阪　交通資料調査会　１９５４ 日本－交通－年鑑 
１冊　２５ｃｍ 680/U/1161 1107541615 
680/U/1449 1107544494 

◆680
◆680 交通年鑑　昭和２６年版
交通人物小史 交通協力会／編
江口　胤清／編 東京　交通協力会　１９５１
東京　鉄道人物列伝刊行会　１９４１ ６５９ｐ　１８ｃｍ
１冊　１９ｃｍ 昭和２６年版 
680/U/1270 1107542704 680/U/1213 1107542134 

◆680 ◆680
交通賃率の研究 交通年鑑　昭和２７年版
島田　孝一／著 交通協力会／編
東京　東京泰文社　１９３３ 東京　交通協力会　１９５２
３４０ｐ　２３ｃｍ ７０７ｐ　１８ｃｍ
680/U/945 1107539452 昭和２７年版

日本－交通－年鑑 
680/U/1162 1107541623 

◆680
交通通信機関はどれだけ生活を豊かにしているか　
中学校第３学年用 ◆680
文部省／著 交通年鑑　昭和２８年版
東京　大日本図書　１９４７．９ 交通協力会／編
１３８ｐ　１９ｃｍ 東京　交通協力会　１９５３
(私たちの科学　１６) ７２６ｐ　１８ｃｍ
中学校第３学年用 昭和２８年版 
680/U/1321 1107543215 680/U/1214 1107542142 

◆680 ◆680
交通における資本主義の発展　-日本交通業の近代 交通年鑑　昭和２９年版
化過程- 交通協力会／編
富永祐治／著 東京　交通協力会　１９５４
東京　岩波書店　１９５３ ７４１ｐ　１８ｃｍ
４１８ｐ　２２ｃｍ 昭和２９年版
日本－交通－歴史　交通経済 日本－交通－年鑑 
680/U/934 1107539346 680/U/1163 1107541631 

◆680 ◆680
交通年鑑　昭和３０年版 交通年鑑　昭和３１年版
交通協力会／編 交通協力会／編
東京　交通協力会　１９５５ 東京　交通協力会　１９５６
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７６７ｐ　１９ｃｍ

昭和３１年版

日本－交通－年鑑
 
680/U/1165 

◆680
交通年鑑　昭和３２年版
交通協力会／編

東京　交通協力会　１９５７

８５１ｐ　１９ｃｍ

昭和３２年版

日本－交通－年鑑
 
680/U/1166 

◆680
交通年鑑　昭和３４年版
交通協力会出版部／編

東京　交通協力会　１９５９

６６４ｐ　２６ｃｍ

昭和３４年版
 
680/U/1383 

◆680
交通年鑑　昭和４８年版
交通協力会出版部／編

東京　交通協力会　１９７３

７０７ｐ　２６ｃｍ

昭和４８年版
 
680/U/1388 

◆680
交通年鑑　昭和３５年版
交通協力会出版部／編
東京　交通協力会　１９６０．３
６５２ｐ　２６ｃｍ
昭和３５年版 
680/U/1384 

◆680
交通年鑑　昭和３６年版
交通協力会出版部／編
東京　交通協力会　１９６１．３
６７８ｐ　２６ｃｍ
昭和３６年版 
680/U/1385 

◆680
交通年鑑　昭和３７年版
交通協力会出版部／編
東京　交通協力会　１９６２．３
６７４ｐ　２６ｃｍ
昭和３７年版 

1107541656
 

1107541664 

1107543835 

1107543884 

1107543843 

1107543850 

680/U/1386 1107543868 

◆680
交通年鑑　昭和４０年版
交通協力会出版部／編

東京　交通協力会　１９６５．３

６７４ｐ　２６ｃｍ

昭和４０年版
 
680/U/1387 1107543876 

◆680
交通年鑑　昭和３３年版
交通協力会出版部／編

東京　交通協力会　１９５８．３

６２９ｐ　２６ｃｍ

昭和３３年版
 
680/U/1382 1107543827 

◆680
交通年鑑　昭和２２年版
交通協力会／編纂

東京　交通協力会　１９４７．１２

４４６ｐ　１９ｃｍ

昭和２２年版

日本－交通－年鑑
 
680/U/1159 1107541599 

◆680
交通年鑑　昭和２３・２４年版
交通協力会／編纂

東京　交通協力会　１９４９．１

１冊　１９ｃｍ

昭和２３・２４年版

日本－交通－年鑑
 
680/U/1160 1107541607 

◆680
交通の近代的経営　-日英独鉄道の社会化とシカゴ
都市交通の近代化-
高橋　秀雄／著

東京　交通経済社　１９５３．３

２８８ｐ　２１ｃｍ
 
680/U/986 1107539866 

◆680
交通輸送関係実績表
１綴り
昭和２９～３３年の数値　手書き資料
全道交通機関別輸送実績表，全道自動車輸送実績表
，陸上交通道民一人当り年間利用状況（北海道通運
協会），バス輸送人員，貸切バス輸送人員，全道自
動車輸送実績（北海道通運協会》，全国の貨物輸送
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の分野（北海道通連協会），全道の陸上輸送の分野
（北海道通運協会），月別バストラック走行キロ輸
送量調，中央バス特定旅客事業輸送実績（２９年度
） 
680/U/1661 1108743772 

◆680
交通学研究　１９６３年研究年報
日本交通学会／編

東京　交通日本社　１９６３．１０

２８６ｐ　２１ｃｍ

１９６３年研究年報　交通における公共投資
 
680/U/1209 1107542092 

◆680
国営自動車の現状
運輸省／〔編〕

〔東京〕　運輸省　１９４７

３７ｐ　２１ｃｍ
 
680/U/319 1107533190 

◆680
国際通運株式会社史
国際通運株式会社／編

東京　国際通運　１９３８

３９９ｐ　２７ｃｍ

国際通運株式会社
 
680/U/721 1107537217 

◆680
国産乗用自動車問題の真相
全国乗用自動車協会／〔編〕

東京　全国乗用自動車協会　１９５２

１０ｐ　１９ｃｍ
 
680/U/903 1107539031 

◆680
国鉄
青木槐三／著

東京　新潮社　１９６４

３５８ｐ　図版　１８ｃｍ

(ポケット・ライブラリ)

日本国有鉄道
 
680/U/790 1107537902 

◆680
国鉄
大島藤太郎／著

東京　岩波書店　１９５６

２１９ｐ　１８ｃｍ

(岩波新書)

日本国有鉄道
 

680/U/1345 1107543454 

◆680
国鉄　-機能と財政の構図-
石川達二郎／著

東京　交通日本社　１９７５

３１７，３８，９ｐ　２２ｃｍ

日本国有鉄道
 
680/U/742 1107537423 

◆680
国鉄
日本国有鉄道／〔編〕

〔東京〕　〔日本国有鉄道〕　１９５９

３０ｐ　２６ｃｍ
 
680/U/1036 1107540369 

◆680
国鉄あらかると
東京　日本国有鉄道広報部　１９６５

２０５ｐ　１８ｃｍ

日本国有鉄道
 
680/U/792 1107537928 

◆680
国鉄運賃をなぜ改訂するのか
日本国有鉄道／〔編〕

〔東京〕　〔日本国有鉄道〕　〔１９６－〕

１３ｐ　２２ｃｍ
 
680/U/318 1107533182 

◆680
国鉄営業成績年報　昭和２８年度
日本国有鉄道営業局／〔編〕

〔東京〕　〔日本国有鉄道営業局〕　１９５３

１３９ｐ　２５ｃｍ

昭和２８年度

日本国有鉄道－統計
 
680/U/845 1107538454 

◆680
国鉄を育てた人々　-鉄道八十年の錆おとし-
青木　槐三／著

東京　交通協力会　１９５０．１０

２３４ｐ　１９ｃｍ
 
680/U/754 1107537548 

◆680
国鉄貨物運賃制度の変遷
北海道支社貨物課／〔編〕
〔出版地不明〕　日本国有鉄道北海道支社貨物課　
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１９６３

４７ｐ　２６ｃｍ

謄写版
 
680/U/1527 1107545277 

◆680
国鉄貨物運賃制度の変遷
〔日本国有鉄道〕北海道支社貨物課／〔編〕
〔札幌〕　〔日本国有鉄道北海道支社貨物課〕　１
９６３
４７ｐ　２６ｃｍ 
680/U/842 1107538421 

◆680
国鉄経営の在り方についての答申
鉄道貨物協会札幌支部／〔編〕
〔札幌〕　〔鉄道貨物協会札幌支部〕　１９６３
４６，９ｐ　２１ｃｍ 
680/U/1145 1107541458 

◆680
国鉄現業をみる３３年
幸田　寿三郎／著

東京　交通協力会　１９５２．９

３２１ｐ　１８ｃｍ
 
680/U/1362 1107543629 

◆680
国鉄興隆時代　-木下運輸二十年-
青木　槐三，山中　忠雄／編著　山中　忠雄（１８
９０生）
東京　日本交通協会　１９５７
４２９ｐ　図版　１９ｃｍ
鉄道－日本 
680/U/747 1107537472 

◆680
国鉄この現実
大島　藤太郎／著

東京　三一書房　１９６３

２１７ｐ　１８ｃｍ

(三一新書)

日本国有鉄道　鉄道政策
 
680/U/791 1107537910 

◆680
国鉄コンテナ　-貨物の特急-
〔東京〕　〔日本国有鉄道〕　１９６４

１３ｐ　２６ｃｍ
 
680/U/1532 1107545327 

◆680
国鉄コンテナ　-貨物の特急-
札幌鉄道管理局営業部貨物課／〔編〕
〔札幌〕　札幌鉄道管理局営業部貨物課　１９６７
１２ｐ　２６ｃｍ 
680/U/603 1107536037 

◆680
国鉄コンテナ利用案内　-省エネルギー時代の物流
を-
日本国有鉄道／〔編〕

〔東京〕　〔日本国有鉄道〕　１９７９

４５ｐ　２６ｃｍ
 
680/U/693 1107536938 

◆680
国鉄５ヵ年計画
日本国有鉄道／〔編〕

〔東京〕　〔日本国有鉄道〕　１９５６

１４ｐ　２６ｃｍ
 
680/U/689 1107536896 

◆680
国鉄財政の現状
日本国有鉄道／〔編〕

〔東京〕　〔日本国有鉄道〕　１９５６

３９ｐ　２６ｃｍ
 
680/U/851 1107538512 

◆680
国鉄財政の現状
日本国有鉄道／〔編〕

〔東京〕　日本国有鉄道　１９５６

３９ｐ　２６ｃｍ
 
680/U/690 1107536904 

◆680
国鉄私営分割論
産業計画会議／〔編〕
〔出版地不明〕　〔産業計画会議〕　１９５７
５５ｐ　２５ｃｍ
(産計資料　第７７号)
昭和３２年１１月２０日常任委員会における石山覧
吉氏談話 
680/U/1050 1107540500 

◆680
国鉄新車ガイドブック　’６７
浅原　信彦／著　村松　功／著

東京　誠文堂新光社　１９６７．８

２９２ｐ　１９ｃｍ

’６７
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680/U/973 1107539734 

◆680
国鉄事業報告書　昭和３４年度
日本国有鉄道／〔編〕

〔東京〕　〔日本国有鉄道〕　１９６０

２８ｐ　２６ｃｍ

昭和３３年度までの書名：国鉄の事業報告

昭和３４年度
 
680/U/1496 1107544965 

◆680
国鉄事業報告書　昭和３５年度
日本国有鉄道／〔編〕

〔東京〕　〔日本国有鉄道〕　１９６１

３２ｐ　２６ｃｍ

昭和３５年度
 
680/U/1497 1107544973 

◆680
国鉄事業報告書　昭和３６年度
日本国有鉄道／〔編〕

〔東京〕　〔日本国有鉄道〕　１９６２

２４ｐ　２６ｃｍ

昭和３６年度
 
680/U/1498 1107544981 

◆680
国鉄自動車旅客路線略図
札幌　北海道地方自動車事務所　〔１９５１〕
〔９ｐ〕　２６×３６ｃｍ
昭和２６年８月１日現在　謄写刷 
680/U/1641 1108634237 

◆680
国鉄自動車三十年史
〔東京〕　日本国有鉄道自動車局　１９６１

５２２ｐ（図版共）　表　地図　２７ｃｍ

日本国有鉄道．自動車局　自動車運送
 
680/U/1187 1107541870 

◆680
国鉄自動車経営論
斎藤　治平／著

東京　交通経済社　１９５２．１２

４７５ｐ　２２ｃｍ

自動車運送
 
680/U/1323 1107543231 

◆680
国鉄自動車の概況　昭和３８年版

日本国有鉄道自動車局／〔編〕
〔出版地不明〕　〔日本国有鉄道自動車局〕　１９
６３
２７ｐ　２１ｃｍ
昭和３８年版 
680/U/1325 1107543256 

◆680
国鉄自動車路線図
北海道地方自動車事務所／〔編〕

〔札幌〕　北海道地方自動車事務所　１９６３

１５ｐ　２７×３７ｃｍ

昭和３８．５．１．現在
 
680/U/435 1107534354 

◆680
国鉄自動車路線図
〔東京〕　〔日本国有鉄道〕　１９７０
１枚　５８×７５ｃｍ（折りたたみ１９ｃｍ）
昭和４５年４月１日現在　縮尺１：１６８００００ 
680/U/81 1107530816 

◆680
国鉄推薦旅館案内
〔札幌〕　〔国鉄推薦旅館連盟札幌支部〕　１９５
５
５２ｐ　１１×１５ｃｍ 
680/U/1072 1107540724 

◆680
国鉄ダイヤ改正に関する新聞記事切り抜き
１９７９．６

７枚
 
680/U/1633 1108634369 

◆680
国鉄千歳駅付近鉄道高架事業の概要
日本国有鉄道札幌工事局／〔編〕

札幌　日本国有鉄道札幌工事局　１９７７

１枚（４つ折り）　２６ｃｍ
 
680/U/619 1107536193 

◆680
国鉄賃金　-規程の解釈と運用-
国鉄給与研究会／著

東京　鉄道研究社　１９５７．３

２９９ｐ　２２ｃｍ
 
680/U/682 1107536821 

◆680
国鉄電気の概況　’７７．３
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日本国有鉄道電気局／〔編〕

〔東京〕　日本国有鉄道電気局　１９７７

５２ｐ　２１×３０ｃｍ

’７７．３
 
680/U/1371 1107543710
 

◆680
国鉄にもの申す
国鉄研究会／編

東京　東洋経済新報社　１９５５

１６２ｐ　１８ｃｍ

日本国有鉄道
 
680/U/1364 1107543645
 

◆680
国鉄のあゆみ
日本国有鉄道／〔編〕

〔東京〕　日本国有鉄道　１９７２．１０

２８ｐ　１９×２６ｃｍ

日本国有鉄道
 
680/U/1148 1107541482
 

◆680
国鉄の生きる道　-国鉄経営調査会答申書のわかり
やすい解説-
日本国有鉄道／〔編〕

〔東京〕　〔日本国有鉄道〕　１９５６序文

３３ｐ　２１ｃｍ
 
680/U/1144 1107541441
 

◆680
国鉄の回顧　-先輩の体験談-
日本交通協会／編纂

東京　日本国有鉄道　１９５２．１０

３４９ｐ　２１ｃｍ
 
680/U/1107 1107541078
 

◆680
国鉄の近況と問題点　-常任委員会議事録-
産業計画会議／〔編〕

〔出版地不明〕　〔産業計画会議〕　１９６０

２９ｐ　２５ｃｍ

(産計資料　第１８６号)
 
680/U/1049 1107540492
 

◆680
国鉄の経営改善方法に関する意見書
日本国有鉄道諮問委員会／〔編〕

〔出版地不明〕　〔日本国有鉄道諮問委員会〕　１

９６０

１冊　２６ｃｍ
 
680/U/1047 1107540476
 

◆680

国鉄の現状　’７２

〔東京〕　〔日本国有鉄道〕　１９７２

２４ｐ　１９×２６ｃｍ

’７２
 
680/U/1376 1107543769
 

◆680

国鉄の現状　’７３

国鉄／〔編〕

〔東京〕　日本国有鉄道　１９７３

２４ｐ　１９×２６ｃｍ

’７３
 
680/U/1377 1107543777
 

◆680

国鉄の現状　’７４

国鉄／〔編〕

〔東京〕　日本国有鉄道　１９７４

２４ｐ　１９×２６ｃｍ

’７４
 
680/U/1378 1107543785
 

◆680

国鉄の現状　’７５

国鉄／〔編〕

〔東京〕　日本国有鉄道　１９７５

２４ｐ　１９×２６ｃｍ

’７５
 
680/U/1379 1107543793
 

◆680

国鉄の現状　’７６

国鉄／〔編〕

〔東京〕　日本国有鉄道　１９７６

２４ｐ　１９×２６ｃｍ

’７６
 
680/U/1380 1107543801
 

◆680

国鉄の現状　’７７

国鉄／〔編〕

〔東京〕　日本国有鉄道　１９７７

２４ｐ　１９×２６ｃｍ

’７７
 
680/U/1381 1107543819
 

◆680
国鉄の現状と問題点
日本国有鉄道／〔編〕
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〔東京〕　〔日本国有鉄道〕　〔１９－－〕

１４ｐ　２１ｃｍ
 
680/U/1139 1107541391
 

◆680
国鉄の現状　昭和５５年１２月
日本国有鉄道／〔編〕

東京　〔日本国有鉄道〕　１９８０

４５ｐ　２６ｃｍ

昭和５５年１２月
 
680/U/1146 1107541466
 

◆680

国鉄の現状　’６６

日本国有鉄道／〔編〕

〔東京〕　〔日本国有鉄道〕　１９６６

２２ｐ　１９×２６ｃｍ

’６６
 
680/U/856 1107538561
 

◆680

国鉄の現状　’６６

日本国有鉄道／〔編〕

〔東京〕　日本国有鉄道　１９６６

２２ｐ　１９×２６ｃｍ

’６６
 
680/U/956 1107539569
 

◆680

国鉄の現状　’６６

日本国有鉄道／〔編〕

改訂版

〔東京〕　〔日本国有鉄道〕　１９６６

２２ｐ　１９×２６ｃｍ

’６６
 
680/U/957 1107539577
 

◆680

国鉄の現状　’６７

日本国有鉄道／〔編〕

〔東京〕　〔日本国有鉄道〕　１９６７

２２ｐ　１８×２６ｃｍ

’６７
 
680/U/958 1107539585
 

◆680

国鉄の現状　１９６５

日本国有鉄道／〔編〕

〔東京〕　〔日本国有鉄道〕　１９６５

３３ｐ　１９×２６ｃｍ

１９６５
 
680/U/1022 1107540229
 

◆680

国鉄の現状　’６８

日本国有鉄道／〔編〕

〔東京〕　〔日本国有鉄道〕　１９６８

２８ｐ　１９×２６ｃｍ

’６８
 
680/U/1024 1107540245
 

◆680

国鉄の現状　’７０

日本国有鉄道／〔編〕

〔東京〕　〔日本国有鉄道〕　１９７０

２４ｐ　１９×２６ｃｍ

’７０
 
680/U/1025 1107540252
 

◆680

国鉄の現状　’７１

日本国有鉄道／〔編〕

〔東京〕　〔日本国有鉄道〕　１９７１

２４ｐ　１９×２６ｃｍ

’７１
 
680/U/1026 1107540260
 

◆680

国鉄の現状　’７２

日本国有鉄道／〔編〕

〔東京〕　〔日本国有鉄道〕　１９７２

２４ｐ　１９×２６ｃｍ

’７２
 
680/U/1027 1107540278
 

◆680

国鉄の現状　’７３

日本国有鉄道／〔編〕

〔東京〕　〔日本国有鉄道〕　１９７３

２４ｐ　１９×２６ｃｍ

’７３
 
680/U/1028 1107540286
 

◆680

国鉄の現状　’７９

日本国有鉄道／〔編〕

〔東京〕　〔日本国有鉄道〕　１９７９

３１ｐ　１９×２６ｃｍ

’７９
 
680/U/1029 1107540294
 

◆680
国鉄の現状　昭和３５年１０月
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日本国有鉄道／〔編〕

〔東京〕　〔日本国有鉄道〕　１９６０

２４ｐ　２６ｃｍ

昭和３５年１０月
 
680/U/1020 1107540203 

◆680
国鉄の現状　昭和３６年１月
日本国有鉄道／〔編〕

〔東京〕　〔日本国有鉄道〕　１９６１

２４ｐ　２６ｃｍ

昭和３６年１月
 
680/U/1021 1107540211 

◆680
国鉄の５トンコンテナ
〔札幌〕　札幌鉄道管理局　１９６４

１０ｐ　２６ｃｍ
 
680/U/1531 1107545319 

◆680
国鉄の新五箇年計画　-こうすれば輸送力不足は解
消する-
日本国有鉄道／〔編〕

〔東京〕　〔日本国有鉄道〕　〔１９－－〕

１８ｐ　２１ｃｍ
 
680/U/1141 1107541417 

◆680
国鉄の事業報告　昭和２８年度
日本国有鉄道／編

東京　日本国有鉄道　１９５４．１２

２８ｐ　２６ｃｍ

昭和２８年度
 
680/U/1491 1107544916 

◆680
国鉄の事業報告　昭和２６年度
日本国有鉄道／〔編〕

〔東京〕　〔日本国有鉄道〕　１９５２

２６ｐ　２６ｃｍ

昭和２６年度
 
680/U/1490 1107544908 

◆680
国鉄の事業報告　昭和２９年度
日本国有鉄道／〔編〕

〔東京〕　〔日本国有鉄道〕　１９５５

２８ｐ　２６ｃｍ

昭和２９年度
 
680/U/1492 1107544924 

◆680
国鉄の事業報告　昭和３０年度
日本国有鉄道／〔編〕

〔東京〕　〔日本国有鉄道〕　１９５６

２８ｐ　２６ｃｍ

昭和３０年度
 
680/U/1493 1107544932 

◆680
国鉄の事業報告　昭和３２年度
日本国有鉄道／〔編〕

〔東京〕　〔日本国有鉄道〕　１９５８

２４ｐ　２６ｃｍ

昭和３２年度
 
680/U/1494 1107544940 

◆680
国鉄の事業報告　昭和３３年度
日本国有鉄道／〔編〕

〔東京〕　〔日本国有鉄道〕　１９５９

２４ｐ　２６ｃｍ

昭和３３年度
 
680/U/1495 1107544957 

◆680
国鉄の実情を訴える
〔日本国有鉄道／編〕

〔東京〕　日本国有鉄道　１９７５

１２５ｐ　２１ｃｍ

国鉄
 
680/U/679 1107536797 

◆680
国鉄の第３次長期計画について
日本国有鉄道北海道支社／〔編〕

〔札幌〕　日本国有鉄道北海道支社　１９６４

７ｐ　２１ｃｍ
 
680/U/629 1107536292 

◆680
国鉄繁昌記
青木　槐三／著

東京　交通協力会　１９５２．７

３９６ｐ　１９ｃｍ

年表：ｐ３８８～３９６
 
680/U/724 1107537241 

◆680
「国鉄百年のあゆみ」展示物関係
４種
国鉄１００年のあゆみ展示物〔一覧〕ほか（袋入り
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）
国鉄１００年のあゆみ展示物一覧，明治三十四年北
海道炭鉱鉄道運輸状況見出しカード，明治三十四年
北海道庁鉄道部年報見出しカード，国鉄１００年の
あゆみ年表（手書き青焼きコピー），同（書き込み
あり） 
680/U/1572 1108633627
 

◆680
国鉄ＰＨＯＴＯ
日本国有鉄道広報部／編

〔東京〕　日本国有鉄道広報部　１９６１．１０

４８ｐ　１９×２６ｃｍ
 
680/U/857 1107538579
 

◆680
国鉄分割私営論批判
産業計画会議／〔編〕

〔出版地不明〕　〔産業計画会議〕　１９５７

２５ｐ　２５ｃｍ

(産計資料　第７８号)

常任委員会における稲葉秀三氏の話
 
680/U/1048 1107540484
 

◆680
国鉄北海道の現状とその対策
日本国有鉄道北海道支社／編

札幌　日本国有鉄道北海道支社　１９６４

４１ｐ　２６ｃｍ
 
680/U/363 1107533638
 

◆680
国鉄室蘭さん橋補助汽船の繋船について
札幌鉄道管理局／〔編〕

〔札幌〕　〔札幌鉄道管理局〕　１９６１

３ｐ　２３ｃｍ
 
680/U/167 1107531673
 

◆680

国鉄メモ　１９６６

日本国有鉄道広報部／〔編〕

〔出版地不明〕　日本国有鉄道広報部　１９６６

１４７ｐ　１１×１５ｃｍ

１９６６
 
680/U/1370 1107543702
 

◆680

国鉄メモ　１９６１

日本国有鉄道広報部／〔編〕

〔東京〕　〔日本国有鉄道広報部〕　１９６１

１０４ｐ　１１×１５ｃｍ

年表：ｐ１０４


１９６１
 
680/U/1073 1107540732
 

◆680

国鉄メモ　１９６２

日本国有鉄道広報部／〔編〕

〔東京〕　〔日本国有鉄道広報部〕　１９６２

１０７ｐ　１１×１６ｃｍ

年表：ｐ１０４～１０５

１９６２
 
680/U/1074 1107540740
 

◆680

国鉄メモ　１９６５

日本国有鉄道広報部／〔編〕

〔東京〕　〔日本国有鉄道広報部〕　１９６５

１４７ｐ　１１×１５ｃｍ

年表：ｐ１４４～１４５

１９６５
 
680/U/1075 1107540757
 

◆680

国鉄メモ　１９６７

日本国有鉄道広報部／〔編〕

〔東京〕　〔日本国有鉄道広報部〕　１９６７

１５３ｐ　１１×１６ｃｍ

年表：ｐ１４８～１５０

１９６７
 
680/U/1076 1107540765
 

◆680
国鉄物語
門田勲／著

東京　朝日新聞社　１９６４

３３８ｐ　１９ｃｍ

日本国有鉄道
 
680/U/752 1107537522
 

◆680
国鉄問題
産業計画会議／〔編〕

〔出版地不明〕　〔産業計画会議〕　１９５８

３０ｐ　２５ｃｍ

(産計資料　第９１号)
 
680/U/1051 1107540518
 

◆680
国鉄は変わる
一条幸夫，石川達二郎／著

東京　至誠堂　１９６６

２２０ｐ　１８ｃｍ

(至誠堂新書)
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日本国有鉄道 
680/U/1365 1107543652 

◆680
国鉄はやはり国民の足！　-あすへのビジョン-
日本国有鉄道／〔編〕

第３次長期計画

〔東京〕　〔日本国有鉄道〕　〔１９－－〕

１冊　２１ｃｍ

『国鉄ニュース』特集号
 
680/U/954 1107539544 

◆680
国道、地方費道、準地方費道延長調
北海道庁土木部道路課／編

〔札幌〕　北海道庁土木部道路課　１９３９

５８ｐ　２６ｃｍ
 
680/U/148 1107531483 

◆680
国民経済基準からみた鉄道輸送　-地域開発と不採
算路線問題に関連して-
池田　善長／〔著〕
〔札幌〕　〔北海学園大学経済学会〕　１９６９
３４ｐ　２１ｃｍ
北海学園大学経済学会『経済論集』第１６巻第２号
印刷 
680/U/110 1107531103 

◆680
国有十年　-本邦鉄道国有後の施設並成績-
鉄道省／〔編〕
〔東京〕　〔鉄道省〕　１９２０．５
３３２，５ｐ　図版　２７ｃｍ
“Ｒａｉｌｗａｙ　Ｎａｔｉｏｎａｌｉｚａｔｉｏ
ｎ　ｉｎ　Ｊａｐａｎ”の翻訳 
680/U/1253 1107542530 

◆680
国有鉄道労働運動史
東京　運輸省鉄道総局職員局　１９４９

３９７ｐ　２１ｃｍ

国鉄労働組合
 
680/U/930 1107539304 

◆680
国有鉄道の小運送問題
〔東京〕　鉄道省運輸局　１９３５

６１９ｐ　表１０枚　２３ｃｍ

貨物　鉄道運送
 
680/U/984 1107539841 

◆680
国有鉄道貨物運送規則註釈　-並質疑応答-
板井　一二／著

５版

東京　日本交通学会　１９２６．１０

２４０，４８ｐ　１９ｃｍ
 
680/U/1435 1107544353 

◆680
国有鉄道運賃法新旧条文対照表
運輸省／〔編〕

〔出版地不明〕　〔運輸省〕

１５ｐ　２５ｃｍ
 
680/U/821 1107538215 

◆680
国有鉄道運賃法の一部を改正する法立案要綱
〔製作者不明〕　〔１９－－〕

１枚　２５ｃｍ
 
680/U/826 1107538264 

◆680
国有鉄道運賃法の一部を改正する法立案の提案理由
〔出版地不明〕　〔製作者不明〕　〔出版年不明〕
１冊　２５ｃｍ 
680/U/823 1107538231 

◆680
国有鉄道運賃法の一部を改正する法律（案）
〔出版地不明〕　〔製作者不明〕　〔出版年不明〕
１冊　２５ｃｍ 
680/U/822 1107538223 

◆680
国有鉄道貨物運賃等級改正案参考資料
鉄道省運輸局／〔編〕

〔出版地不明〕　〔鉄道省運輸局〕　１９２７

３８４ｐ　２７ｃｍ
 
680/U/843 1107538439 

◆680
国有鉄道貨物運賃改正理由書
鉄道省運輸局／〔編〕

〔東京〕　鉄道省運輸局　１９２９

１０２，１２，２３ｐ　２７ｃｍ
 
680/U/522 1107535229 

◆680
小口貨物諸施策の沿革
〔製作地不明〕　〔日本国有鉄道〕営業局貨物課　
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１９６２

１７ｐ　２６ｃｍ

謄写版
 
680/U/1067 1107540674 

◆680
小口貨物輸送の改善について
北海道支社／〔編〕
〔札幌〕　〔日本国有鉄道北海道支社〕　１９６２
７ｐ　２６ｃｍ
謄写版 
680/U/548 1107535484 

◆680
小口混載社扱運賃制度改訂要綱（案）
〔出版地不明〕　〔製作者不明〕　１９６０

８ｐ　２６ｃｍ
 
680/U/820 1107538207 

◆680
小口扱貨物配達取次通運事業者名簿
〔出版地不明〕　日本国有鉄道営業局　１９５２
４９ｐ　２１ｃｍ 
680/U/675 1107536755 

◆680
小口扱貨物配達取次通運事業者名簿
日本国有鉄道営業局／〔編〕

〔東京〕　日本国有鉄道営業局　１９５２

４９ｐ　２１ｃｍ
 
680/U/320 1107533208 

◆680
古代の交通
田名網宏／著

東京　吉川弘文館　１９６９

２９５ｐ　図版　２０ｃｍ

(日本歴史叢書　日本歴史学会編)

参考文献：ｐ．２９３－２９５

日本－交通－歴史－古代
 
680/U/1239 1107542399 

◆680
こだま　第１０９号
日本国有鉄道広報部／編

〔東京〕　交通協力会　１９７９．１０

２０ｐ　１９×２６ｃｍ

第１０９号
 
680/U/1340 1107543405 

◆680

国会説明資料　第９回臨時・通常
運輸省自動車局／〔編〕
〔出版地不明〕　〔運輸省自動車局〕　１９５０
３８ｐ　２４ｃｍ
謄写版
第９回臨時・通常 
680/U/813 1107538132 

◆680
国会説明資料　第６回臨時
運輸省鉄道監督局／〔編〕
〔出版地不明〕　〔運輸省鉄道監督局〕　１９４９
１６９ｐ　２５ｃｍ
謄写版
第６回臨時 
680/U/810 1107538108 

◆680
国会説明資料　第９回臨時・第１０回通常
運輸省鉄道監督局／〔編〕
〔出版地不明〕　〔運輸省鉄道監督局〕　１９５０
２１２ｐ　２５ｃｍ
第９回臨時・第１０回通常 
680/U/811 1107538116 

◆680
これは便利新・貨物営業案内
札幌鉄道管理局／〔編〕

〔札幌〕　〔札幌鉄道管理局〕　１９６４

２０ｐ　２６ｃｍ
 
680/U/366 1107533661 

◆680
これからの貨物運送
日本国有鉄道／〔編〕

〔東京〕　〔日本国有鉄道〕

１冊　２６ｃｍ
 
680/U/1044 1107540443 

◆680
これからの国鉄自動車
畑川　耕一／著

東京　誠文堂新光社　１９７０．９

１９４ｐ　２３ｃｍ
 
680/U/1326 1107543264 

◆680
これからの旅客・貨物営業
日本国有鉄道北海道総局／〔編〕

〔札幌〕　日本国有鉄道北海道総局　１９７１

８３ｐ　２６ｃｍ
 
680/U/55 1107530550
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◆680
今後の国鉄貨物運送に対する意見
日本国有鉄道北海道支社／〔編〕
〔札幌〕　日本国有鉄道北海道支社　１９５７
１９ｐ　２５ｃｍ
(貨物運送関連産業実態研究論文　その４)
謄写版 
680/U/385 1107533851 

◆680
最近１０年の国鉄車両　-１９５３／１９６２-
日本国有鉄道／著

１９６３．７

２７ｃｍ

鉄道９０周年記念出版
 
680/U/1255 1107542555 

◆680
最新自動車輸送監理通達集
運輸業務研究会／編　運輸省自動車局／監修

東京　運輸故資更生協会　１９５１．３

３７５ｐ　２１ｃｍ

附：自動車輸送及び自動車行政機構の推移
 
680/U/771 1107537712 

◆680
最新鉄道公用文
東鉄文書事務研究会／編

新版

東京　交通文化協力会　１９７５．４

４０７ｐ　２２ｃｍ
 
680/U/1289 1107542894 

◆680
最新鉄道英和辞典
中島　祐神／著

東京　鉄道時報局　１９３０．３

５１７ｐ　１９ｃｍ
 
680/U/784 1107537845 

◆680
札工のあゆみ
日本国有鉄道札幌工事局／編

札幌　日本国有鉄道札幌工事局　１９６８

４５ｐ　３０ｃｍ

札幌
 
680/U/334 1107533349 

◆680
札樽国道小樽銭函間改良工事概況

北海道庁札幌土木事務所／〔編〕
〔札幌〕　北海道庁札幌土木事務所　１９３４．６
７ｐ，図版６枚　１６×２３ｃｍ 
680/U/581 1107535815 

◆680
札鉄二十年間訴訟事件要録
札幌鉄道局／編

札幌　札幌鉄道局　１９３０

７４６ｐ　２２ｃｍ
 
680/U/323 1107533232 

◆680
札鉄局のあらまし　昭和５５年版
札幌鉄道管理局総務部企画室／編
札幌　〔札幌鉄道管理局総務部企画室〕　１９８０
７０ｐ　２６ｃｍ
昭和５５年版 
680/U/462 1107534628 

◆680
札幌・小樽両市の産業と鉄道貨物運送
日本国有鉄道北海道支社／〔編〕

〔札幌〕　日本国有鉄道北海道支社　１９５７

８４ｐ　２５ｃｍ

(貨物運送関連産業実態研究論文　その３)

謄写版
 
680/U/384 1107533844 

◆680
札幌工事局七十年史
日本国有鉄道札幌工事局７０年史編集委員会／編
札幌　日本国有鉄道札幌工事局　１９７７．３
８２５ｐ（図共）　２６ｃｍ
年表：ｐ．８１１～８２３　　文献目録：ｐ．８２
４
日本国有鉄道．札幌工事局　鉄道－工事 
680/U/596 1107535963 

◆680
札幌工事局の概要
日本国有鉄道札幌工事局／〔編〕

〔札幌〕　日本国有鉄道札幌工事局

７ｐ　２７ｃｍ
 
680/U/556 1107535567 

◆680
札幌工事局の概要　昭和４８年８月
日本国有鉄道札幌工事局／〔編〕

札幌　日本国有鉄道札幌工事局　１９７３

１枚　２６ｃｍ（折りたたみ）

昭和４８年８月
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680/U/611 1107536110 

◆680
札幌工事局の概要　昭和５０年７月
日本国有鉄道札幌工事局／〔編〕

札幌　日本国有鉄道札幌工事局　１９７５

１枚　２６ｃｍ（折りたたみ）

昭和５０年７月
 
680/U/612 1107536128 

◆680
札幌工事局の概要　昭和５１年７月
日本国有鉄道札幌工事局／〔編〕

札幌　日本国有鉄道札幌工事局　１９７６

１枚　２６ｃｍ（折りたたみ）

昭和５１年７月
 
680/U/613 1107536136 

◆680
札幌工事局の概要　昭和５２年７月
日本国有鉄道札幌工事局／〔編〕

札幌　日本国有鉄道札幌工事局　１９７７

１枚　２６ｃｍ（折りたたみ）

昭和５２年７月
 
680/U/614 1107536144 

◆680
札幌工事局概要　昭和５３年５月
日本国有鉄道札幌工事局／〔編〕

札幌　日本国有鉄道札幌工事局　１９７８

１枚　２６ｃｍ（折りたたみ）

昭和５２年までの書名：札幌工事局の概要

昭和５３年５月
 
680/U/615 1107536151 

◆680
札幌工事局概要
日本国有鉄道札幌工事局／〔編〕
〔札幌〕　日本国有鉄道札幌工事局　１９６０
３４ｐ　２６ｃｍ 
680/U/313 1107533133 

◆680
札幌市営高速電車（地下鉄）
〔出版社不明〕　〔出版年不明〕

ｐ８～１９　２６ｃｍ

原資料名不明　青焼きコピー
 
680/U/1685 1108744051 

◆680
札幌自動車事務所職員表

〔札幌〕　〔札幌自動車事務所〕　〔出版年不明〕
〔５ｐ〕　２６ｃｍ
タイプ印刷　 
680/U/1642 1108634328 

◆680
札幌総合事務所計画図
札幌　札幌工事局建築課

１枚物　５９×８４ｃｍ

１：２００　青焼きコピー 
680/U/1599 1108633866 

◆680
「札幌ターミナルビル」関係資料
〔１９７６－１９７８〕

５種
 
680/U/1602 1108633718 

◆680
札幌地下鉄６０００　-東西線-
〔出版地不明〕　〔出版者不明〕　１９７６

１冊　１５×２１ｃｍ
 
680/U/1536 1107545368 

◆680
札幌―千歳（地方費道札幌浦河線）道路改良計画概
要　
札幌　北海道開発局札幌開発建設部　１９５２．１
０
７ｐ　２６ｃｍ 
680/U/1671 1108743947 

◆680
札幌千歳間道路工事竣工記念
札幌　北海道開発局　１９５３．１１
２枚（袋入り）
札幌千歳間道路改良並舗装工事竣工式（式次第），
札幌千歳間舗装道路竣工祝賀会会場コース図 
680/U/1673 1108743855 

◆680
札幌地方陸運関係新年交礼会出席者名簿
〔札幌〕　札幌陸運局　１９６８．１
２２ｐ　２５ｃｍ
共同刊行：札幌陸運事務所ほか　会期・会場：昭和
４３年１月５日　札幌グランドホテル 
680/U/288 1107532887 

◆680
札幌鉄道病院誌　-４０周年記念-
札幌鉄道病院倶楽部／編
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札幌　札幌鉄道病院倶楽部　１９５９

６５ｐ　図版１６ｐ　２１ｃｍ
 
680/U/395 1107533950 

◆680
札幌鉄道教習所所史　昭和２７年
札幌鉄道教習所／〔編〕

〔札幌〕　札幌鉄道教習所　１９５２

９１ｐ　２１ｃｍ

昭和２７年
 
680/U/391 1107533919 

◆680
札幌鉄道病院結核病棟について
〔出版地不明〕　〔出版者不明〕　〔１９－－〕
１冊　１８×２６ｃｍ 
680/U/620 1107536201 

◆680
札幌鉄道管理局概況　１９６７
札幌鉄道管理局／〔編〕

〔札幌〕　〔札幌鉄道管理局〕

５３ｐ　２６ｃｍ

１９６７
 
680/U/553 1107535534 

◆680
札幌鉄道管理局管内概況
札幌鉄道管理局／〔編〕

札幌　札幌鉄道管理局　１９７７

５１ｐ　２６ｃｍ
 
680/U/232 1107532325 

◆680
札幌鉄道管理局管内概況　昭和５３年版
札幌鉄道管理局総務部企画室／編

札幌　札幌鉄道管理局　１９７８

５４ｐ　２６ｃｍ

昭和５３年版
 
680/U/233 1107532333 

◆680
札幌鉄道管理局管内概況　昭和５４年版
札幌鉄道管理局総務部企画室／編

札幌　札幌鉄道管理局　１９７９

５４ｐ　２６ｃｍ

昭和５４年版
 
680/U/234 1107532341 

◆680
札幌鉄道管理局文書取扱基準公用文送り仮名等用例

集
札幌鉄道管理局／〔編〕

〔札幌〕　札幌鉄道管理局　１９７９

１０１ｐ　２６ｃｍ
 
680/U/336 1107533364 

◆680
札幌鉄道局要覧　昭和２０年度
札幌鉄道局／編

札幌　札幌鉄道局　１９４６

１８７ｐ　２１ｃｍ

昭和２０年度
 
680/U/359 1107533596 
680/U/649 1107536490 

◆680
札幌鉄道局教習所普通部沿革
札幌鉄道局教習所／〔編〕
〔札幌〕　〔札幌鉄道局教習所〕　〔１９－－〕
１２ｐ　１９ｃｍ 
680/U/490 1107534909 

◆680
札幌トヨタ自動車労働組合史　昭和２２年～昭和６
０年
札幌トヨタ自動車労働組合年史編集委員会／編

札幌　札幌トヨタ自動車労働組合　１９８６

２６１ｐ　図版　２６ｃｍ

昭和２２年～昭和６０年

札幌
 
680/U/422 1107534222 

◆680
第十一回札幌道路運送審議会議事録
札幌　札幌道路運送審議会　〔１９５２．２〕
６丁　２６ｃｍ
昭和２７年２月１２日　札幌道路運送審議会会長上
原轍三郎　運輸省用箋にタイプ印刷 
680/U/1670 1108743954 

◆680
札幌の地下鉄
５枚綴り　２６×３６ｃｍ

北海道交通研究会用箋に手書き　コピー
 
680/U/1684 1108744168 

◆680
さっぽろの地下鉄　-南北線　北２４条－真駒内-
札幌市交通局／編

札幌　札幌市交通局　〔出版年不明〕

１冊　１９×２１ｃｍ

札幌
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680/U/654 1107536540 

◆680
さっぽろ文庫１１札幌の駅企画書
〔札幌〕　〔札幌市教育委員会〕　１９７９

１冊　２６ｃｍ
 
680/U/493 1107534933 

◆680
札幌方式車両について（案内軌条式）
東京　丸紅飯田　１９６９

１枚（折りたたみ）　２６ｃｍ
 
680/U/653 1107536532 

◆680
札幌陸運事務所管内市町村別実在車数調査表
〔札幌〕　札幌陸運事務所　〔１９５５〕

１枚物　６６×３７ｃｍ

昭和３０年１月１日現在　謄写刷
 
680/U/1640 1108634260 

◆680
札幌陸運事務所管内要覧　昭和２８年度
札幌陸運事務所／編

札幌　札幌陸運事務所　１９５３

８４ｐ　地図　表　２６ｃｍ

昭和２８年度
 
680/U/582 1107535823 

◆680
札幌陸運局管内通運事業者一覧
〔札幌〕　〔札幌陸運局〕　１９５１

１冊　２６×３７ｃｍ

昭和２６年１月１５日現在
 
680/U/437 1107534370 

◆680
札幌陸運局要覧
札幌陸運局／〔編〕

〔札幌〕　札幌陸運局　１９４９

１１７ｐ　２６ｃｍ
 
680/U/583 1107535831 

◆680
札幌駅地下街概要
札幌駅地下ビル株式会社／〔編〕

札幌　札幌鉄地下ビル　１９７２

１冊　１９×２６ｃｍ
 
680/U/526 1107535260 

◆680
さっぽろえきの今昔
札幌　札幌鉄道管理局　１９５２．１２

１枚物（２つ折り）　２１×１８ｃｍ
 
680/U/1601 1108633742 

◆680
札幌駅８０年史
札幌駅８０年史編纂委員会／編

札幌　札幌駅８０年史編纂委員会　１９６０

１４２ｐ（図版共）　２６ｃｍ

札幌駅
 
680/U/314 1107533141 

◆680
札幌駅百年史
札幌駅百年史編さん委員会／編

札幌　札幌駅　１９８０

２１０ｐ（図版共）　２６ｃｍ

札幌
 
680/U/301 1107533018 

◆680
札幌駅付近高架化計画の概要
長谷部　新一郎／著

札幌　札幌鉄道管理局　１９７７．１

ｐ７～１１　２６ｃｍ

『北斗』Ｎｏ．９５所収　
 
680/U/1612 1108634112 

◆680
札幌圏における都市交通のあり方について　答申第
１号
札幌陸運局／編
〔札幌〕　〔札幌地方陸上交通審議会〕　１９７１
１１ｐ　２６ｃｍ
答申第１号 
680/U/1535 1107545350 

◆680
札幌市高速電車東西線琴似⇔白石間（９．９ｋｍ）
開業記念
札幌　札幌市交通局　１９７６．６
１枚物　６．５×２６ｃｍ
札幌市交通局　鉄道友の会北海道支部　１９７６．
１．１０　栞 
680/U/1681 1108744077 

◆680
札幌市高速電車東西線建設計画概要
札幌市／編

札幌　札幌市　１９７１
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３５ｐ　２６ｃｍ

札幌
 
680/U/521 1107535211 

◆680
札幌市交通事業三十年史
田中　潜／著

札幌　札幌市交通局　１９５７

２７２ｐ　図版　２２ｃｍ

札幌
 
680/U/90 1107530907 

◆680
札幌市主要交通規制図
共同広告社／企画

〔出版地不明〕　〔出版者不明〕　１９６４

１枚　１９ｃｍ（折りたたみ）

３９．６現在 
680/U/602 1107536029 

◆680
札幌市・東西線開通　-本格的メトロ時代　（Ⅱ） 
-
東京　鉄道友の会　１９７６．１０

ｐ１２～１５　２６ｃｍ

『ＲＡＩＬＦＡＮ』２７５所載　
 
680/U/1687 1108743921 

◆680
札幌市都市交通機関計画資料（４０．７）抜すい
〔１９６５．７〕

２枚　２６×３６ｃｍ

コピー
 
680/U/1652 1108743525 

◆680
札幌市に於ける将来の都市交通網計画
北海道開発コンサルタント株式会社／編

札幌　札幌市　１９６４

１８８，９０ｐ　２７ｃｍ

附図４枚

札幌
 
680/U/346 1107533463 

◆680
札幌市におけるハイヤー事業の需給資料　昭和２５
年６月２０日
札幌陸運局自動車部／〔編〕

〔札幌〕　〔札幌陸運局自動車部〕　１９５０

１冊　２６ｃｍ

昭和２５年６月２０日
 
680/U/482 1107534826 

◆680
札幌市における鉄道の発達とその問題点について
片岡　昭夫／〔編〕

〔小樽〕　〔片岡昭夫〕　１９７７

１７ｐ　２６ｃｍ

謄写版
 
680/U/527 1107535278 

◆680
札幌市のバスターミナルについて
北海道札幌陸運事務所／編
〔札幌〕　〔北海道札幌陸運事務所〕　１９５４
１冊　２６ｃｍ 
680/U/550 1107535500 

◆680
札幌市営藻岩山ロープウエー観光道路
札幌　札幌市交通局　〔１９５８〕
１枚物（２つ折り）　２１ｃｍ
「空飛ぶ展望台札幌市藻岩山ロープウエー開通　祝
北海道大博覧会｝のチラシあり 
680/U/1677 1108743897 

◆680
札鉄新聞　第１６３号
札幌鉄道局　１９４１．２．２４
４ｐ　４０ｃｍ
郷土史にみる交通資料（１）（梅木通徳著）　ほか 
680/U/1580 1108634005 

◆680
さようならロ－カル鉄道
竹重達人／著

東京　産業能率短期大学出版部　１９７３

２８７ｐ　図　２０ｃｍ

地方鉄道
 
680/U/744 1107537449 

◆680
３分停車
日本国有鉄道／編

東京　日本国有鉄道広報部　１９６０．１０

９６ｐ　１８ｃｍ
 
680/U/1283 1107542837 

◆680
３分停車　第２集
日本国有鉄道／編

東京　日本国有鉄道広報部　１９６１．１０

８６ｐ　１８ｃｍ
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第２集 
680/U/1284 1107542845 

◆680
市営バス系統図
〔札幌〕　〔札幌市交通局〕　１９５１

１枚　３８×５４ｃｍ（折りたたみ２７ｃｍ）

昭和２６年８月現在
 
680/U/85 1107530857 

◆680
市営バス時刻表
〔札幌〕　〔札幌市交通局〕　１９５３

１枚　７６×５４ｃｍ（折りたたみ２７ｃｍ）

昭和２８年１１月２１日改正
 
680/U/86 1107530865 

◆680
支笏湖畔有料道路
札幌　北海道企業局　〔１９６７？〕

１枚物（４つ折り）　２０×１０ｃｍ
 
680/U/1678 1108743905 

◆680
試作キハ４０形式一般形気動車
札幌　日本国有鉄道北海道総局　〔出版年不明〕
１枚物　３７×１７ｃｍ（折りたたみ１４×１７ｃ
ｍ） 
680/U/1579 1108633981 

◆680
市町村別自動車数調査表　昭和２７年１２月末現在
札幌陸運局整備部登録資材課／〔編〕
〔札幌〕　札幌陸運局整備部登録資材課　１９５２
８ｐ　２５×３６ｃｍ
昭和２７年１２月末現在 
680/U/443 1107534438 

◆680
しづか号（準鉄道記念物）
小樽　小樽市教育委員会　〔出版年不明〕

１枚物　１５×１０ｃｍ
 
680/U/1583 1108633874 

◆680
私鉄統計年報　昭和３７年度
運輸省鉄道監督局／監修

東京　日本法制資料出版会　１９６４

２３２ｐ　２６ｃｍ

昭和３７年度
 
680/U/1520 1107545202 

◆680
私鉄要覧　昭和４５年度
運輸省鉄道監督局／監修

東京　電気車研究会　１９７０

３０５ｐ　２６ｃｍ

昭和４５年度
 
680/U/1519 1107545194 

◆680
私鉄要覧　昭和４２年度版
白泉社／編　運輸省鉄道監督局／監修

東京　白泉社　１９６７

３４７ｐ　２６ｃｍ

昭和４２年度版
 
680/U/1518 1107545186 

◆680
私鉄要覧　-地方鉄道・軌道・専用鉄道-　昭和２
３年５月調
運輸省陸運監理局／編
〔出版地不明〕　〔運輸省陸運監理局〕　１９４８
１０８，６０，６９ｐ　２６ｃｍ
昭和２３年５月調
地方鉄道－名簿 
680/U/1513 1107545137 

◆680
私鉄要覧　昭和３２年度
運輸省鉄道監督局／監修

東京　日本法制資料出版社　１９５７．８

２５３ｐ　２６ｃｍ

昭和３２年度

地方鉄道－名簿
 
680/U/1514 1107545145 

◆680
私鉄要覧　昭和３３年度
運輸省鉄道監督局／監修

東京　日本法制資料出版社　１９５８．１２

２６５ｐ　２６ｃｍ

昭和３３年度

地方鉄道－名簿
 
680/U/1515 1107545152 

◆680
私鉄要覧　昭和４０年度
運輸省鉄道監督局／監修

東京　日本法制資料出版社　１９６５．３

３２１ｐ　２６ｃｍ

昭和４０年度

地方鉄道－名簿
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680/U/1516 1107545160 

◆680
私鉄要覧　昭和４１年度
運輸省鉄道監督局／監修
東京　白泉社　１９６６．３
３４１ｐ　２６ｃｍ
昭和４０年度までの出版者：日本法制資料出版社
昭和４１年度
地方鉄道－名簿 
680/U/1517 1107545178 

◆680
市バス案内図
〔札幌〕　〔札幌市交通局〕　１９５２

１枚　４０×６７ｃｍ（折りたたみ２０ｃｍ）
 
680/U/84 1107530840 

◆680
〔市バス案内図〕
〔札幌〕　〔札幌市交通局〕　〔１９－－〕

１枚　３８×５５ｃｍ（折りたたみ２８ｃｍ）
 
680/U/83 1107530832 

◆680
士別駅開駅８０周年記念
士別駅／編

〔士別〕　士別駅　１９８０

１冊　２６ｃｍ
 
680/U/617 1107536177 

◆680
市民の皆様え御願い
〔１９５８〕

１枚物　１９×２６ｃｍ

ハイヤー運賃値下げについて
 
680/U/1666 1108743996 

◆680
社史
〔日本通運／編〕
東京　日本通運　１９６２
１０９４ｐ　図版７５枚　３０ｃｍ
監修：土屋喬雄
年表：ｐ９７３～１０５９　文献：ｐ１０８５～１
０８６
日本通運株式会社 
680/U/1430 1107544304 

◆680
写真で見る国鉄９０年

日本国有鉄道／〔編〕

〔東京〕　〔日本国有鉄道〕　１９６２

１１９ｐ　２１×３０ｃｍ
 
680/U/542 1107535427 

◆680
社寺と交通　-熊野詣でと伊勢参り-
新城常三／著

東京　至文堂　１９６０

１６１ｐ　１９ｃｍ

(日本歴史新書)

日本－交通－歴史　熊野三山　伊勢神宮
 
680/U/1219 1107542191 

◆680
社船定期表　昭和１３年度版
北日本汽船会社／〔編〕

小樽　北日本汽船　１９３８．５

３２ｐ　２６ｃｍ

表紙書名：定期表

昭和１３年度版
 
680/U/507 1107535070 

◆680
社団法人北海道自動車協会の解散に伴う残余財産の
処分許可について
１９６８－１９６９

１冊（綴り込み）　２６ｃｍ
 
680/U/1646 1108743749 

◆680
社団法人北海道自動車協会」解散総会議事録
札幌　北海道自動車協会　１９６８．８

〔７ｐ〕　２６ｃｍ
 
680/U/1654 1108743822 

◆680
車輛基地略図
１枚　３６×２６ｃｍ
図１札幌車両基地略図，図２岩見沢車両基地略図　
元の資料名不明抜粋複写 
680/U/1596 1108633809 

◆680
車輌形式図
〔鉄道省〕工作局／〔編〕

〔製作地不明〕　〔鉄道省〕工作局　１９２９

１冊　１７×２６ｃｍ
 
680/U/365 1107533653 

◆680
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車両航送
山本　熈／著

東京　日本鉄道技術協会　１９６０．８

３９０ｐ　２５ｃｍ
 
680/U/779 1107537795 

◆680
車輛状況速報
４枚　５１×３６ｃｍ

陸運事務所発行　昭和２９～３４年分
 
680/U/1595 1108633775 

◆680
車両統計
３枚
１部手書き
内容細目：北海道全道自動車保有車輛数推移状況（
大正３年～昭和３２年１２月末日現在）　全道用途
別車種別自動車輌数（昭和２０～２９年１２月末日
現在）　札幌管内用途別車種別自動車両数（昭和２
４～２９年１２月末日現在） 
680/U /1593 1108633858 

◆680
車両の８０年　-国鉄８０年記念写真集-
日本国有鉄道工作局／編

東京　交通博物館　１９５２．１０

３２０，１０７，９ｐ　２２ｃｍ
 
680/U/1090 1107540906 

◆680
衆・運輸委・公聴会公述要旨
〔東京〕　〔製作者不明〕　１９６１

１０ｐ　２６ｃｍ

謄写版
 
680/U/824 1107538249 

◆680
宿駅
児玉幸多／著

東京　至文堂　１９６０

２３０ｐ　図版　１９ｃｍ

(日本歴史新書)

日本－交通－歴史
 
680/U/1197 1107541979 

◆680
主要職員名簿　昭和４８年４月１日現在
日本国有鉄道北海道総局／〔編〕

〔札幌〕　日本国有鉄道北海道総局　１９７３

３６３，３ｐ　１１×１６ｃｍ

昭和４８年４月１日現在
 

680/U/642 1107536425 

◆680
主要職員名簿　-本局及び運輸長-　昭和４５年９
月１日現在
日本国有鉄道北海道総局／〔編〕

〔札幌〕　日本国有鉄道北海道総局　１９７０

９７ｐ　１１×１５ｃｍ

昭和４５年９月１日現在
 
680/U/641 1107536417 

◆680
主要職員名簿　昭和３４年５月１日現在
日本国有鉄道北海道総局／〔編〕

〔札幌〕　札幌鉄道管理局　１９５９

１８３ｐ　１１×１６ｃｍ

昭和３４年５月１日現在
 
680/U/643 1107536433 

◆680
主要プロジェクトの概要
札幌　日本国有鉄道北海道総局　１９７７．９
３ｐ　２６×３６ｃｍ
１石勝線計画　２千歳線・室蘭本線（沼ノ端・室蘭
間）電化計画　３千歳空港連絡輸送計画　４札幌駅
付近高架化計画　５千歳駅付近高架化計画 
680/U/1617 1108634146 

◆680
小運送業者要覧
運輸省自動車局業務部小運送課／〔編〕
〔出版地不明〕　〔運輸省自動車局業務部小運送課
〕　１９４９
８６ｐ　２６ｃｍ
昭和２４年１１月調　付：貨物軽車輌 
680/U/869 1107538694 

◆680
小運送十年史　上巻
日本通運株式会社小運送十年史編集委員会／編

〔東京〕　日本通運　１９５３

１０００ｐ　２５ｃｍ

上巻

日本通運株式会社
 
680/U/780 1107537803 

◆680
小運送十年史　下巻
日本通運株式会社小運送十年史編集委員会／編

〔東京〕　日本通運　１９５３

ｐ１００１～１９１９　２５ｃｍ

下巻
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日本通運株式会社 
680/U/781 1107537811 

◆680
小運送の発達
野口　亮／著

東京　鉄道日報社　１９３７．２

４１３ｐ　２０ｃｍ
 
680/U/741 1107537415 

◆680
小運送問題概観　-業法制定を中心として-
鉄道省監督局／〔編〕
〔出版地不明〕　〔鉄道省監督局〕　１９４２緒言
１０３２，６４ｐ　２２ｃｍ 
680/U/727 1107537274 

◆680
小運搬研究資料
日本通運株式会社／〔編〕

〔東京〕　〔日本通運〕　〔１９－－〕

１冊　２６ｃｍ
 
680/U/1003 1107540039 

◆680
小運搬具研究資料
日本通運／〔編〕

〔東京〕　〔日本通運〕　〔出版年不明〕

１冊　２６ｃｍ
 
680/U/720 1107537209 

◆680
省営自動車十年史
東京　省営自動車十年史刊行会　１９４０．６

３９７ｐ　２６ｃｍ
 
680/U/1189 1107541896 

◆680
昭和５１年の景況とトラック運送事業　-これだけ
は知っておこう　トラック事業経営者読本-
奥山　正晴／著
〔出版地不明〕　〔千葉県陸運事務所〕　１９７６
５１ｐ　２１ｃｍ 
680/U/772 1107537720 

◆680
昭和５０年度決算について
〔東京〕　日本国有鉄道　〔１９７６〕

１２ｐ　２６×３６ｃｍ
 
680/U/1609 1108634062 

◆680
昭和５０年の景況とトラック運送事業
奥山　正晴／著
〔出版地不明〕　〔栃木県陸運事務所〕　１９７５
３２ｐ　２１ｃｍ 
680/U/773 1107537738 

◆680
所管工事の概要
日本鉄道建設公団札幌支社／編

札幌　日本鉄道建設公団札幌支社　１９７５

２７ｐ　２６ｃｍ
 
680/U/561 1107535617 

◆680
所管工事の概要　昭和４７年９月
日本鉄道建設公団札幌支社／〔編〕
〔札幌〕　〔日本鉄道建設公団札幌支社〕　１９７
２
２７ｐ　２６ｃｍ
昭和４７年９月 
680/U/558 1107535583 

◆680
所管工事の概要　昭和４８年１２月
日本鉄道建設公団札幌支社／〔編〕
〔札幌〕　〔日本鉄道建設公団札幌支社〕　１９７
３
２６ｐ　２６ｃｍ
昭和４８年１２月 
680/U/559 1107535591 

◆680
所管工事の概要　昭和４９年７月
日本鉄道建設公団札幌支社／〔編〕
〔札幌〕　〔日本鉄道建設公団札幌支社〕　１９７
４
２７ｐ　２６ｃｍ
昭和４９年７月 
680/U/560 1107535609 

◆680
所管工事の概要　昭和５１年９月
日本鉄道建設公団札幌支社／〔編〕
〔札幌〕　〔日本鉄道建設公団札幌支社〕　１９７
６
３２ｐ　２６ｃｍ
昭和５１年９月 
680/U/562 1107535625 

◆680
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所管工事の概要　昭和５２年６月
日本鉄道建設公団札幌支社／〔編〕
〔札幌〕　〔日本鉄道建設公団札幌支社〕　１９７

３２ｐ　２６ｃｍ

昭和５２年６月
 
680/U/563 1107535633 

◆680
所管工事の概要　昭和５３年６月
日本鉄道建設公団札幌支社／〔編〕

札幌　日本鉄道建設公団札幌支社　１９７８

３２ｐ　２６ｃｍ

昭和５３年６月
 
680/U/312 1107533125 

◆680
諸外国における運輸調整方策
〔出版地不明〕　〔出版者不明〕　１９５５

１２ｐ　２５ｃｍ
 
680/U/837 1107538371 

◆680
職員名簿　昭和４６年４月１日現在
日本国有鉄道北海道総局／〔編〕
〔札幌〕　〔日本国有鉄道北海道総局〕　１９７１
１７２ｐ　２１ｃｍ
昭和４６年４月１日現在 
680/U/474 1107534743 

◆680
職員名簿　昭和５２年４月１日現在
日本国有鉄道北海道総局／〔編〕
〔札幌〕　〔日本国有鉄道北海道総局〕　１９７７
１２１ｐ　２１ｃｍ
昭和５２年４月１日現在 
680/U/475 1107534750 

◆680
職員名簿　昭和５５年４月１日現在
日本国有鉄道北海道総局／〔編〕
〔札幌〕　〔日本国有鉄道北海道総局〕　１９８０
１２５ｐ　２１ｃｍ
昭和５５年４月１日現在 
680/U/476 1107534768 

◆680
職員録　昭和２５年６月１日現在
運輸大臣官房人事課／〔編〕

〔東京〕　〔運輸大臣官房人事課〕　１９５０

９８ｐ　２６ｃｍ

昭和２５年６月１日現在
 

680/U/1398 1107543983 

◆680
初日乗車券アルバム　-さっぽろ市地下鉄開業記念 
-
〔札幌〕　北海道放送　１９７１

１冊　２６ｃｍ
 
680/U/524 1107535245 

◆680
白糠線白糠～上茶路開通記念
〔札幌〕　日本国有鉄道北海道支社　〔出版年不明
〕
１枚　２６ｃｍ（折りたたみ）
共同刊行：日本鉄道建設公団札幌支社，白糠町 
680/U/627 1107536276 

◆680
資料・日本の私鉄
和久田　康雄／著

東京　鉄道図書刊行会　１９６８．６

１３７ｐ　２６ｃｍ

地方鉄道－歴史
 
680/U/1272 1107542720 

◆680
資料・日本の私鉄
和久田　康雄／著

改訂新版

東京　鉄道図書刊行会　１９７６．１２

１４９ｐ　２７ｃｍ

地方鉄道－歴史
 
680/U/1273 1107542738 

◆680
新鉄道唱歌　第１０輯
鉄道省／編

〔大阪〕　大阪毎日新聞社　１９２９．４

１９ｐ　１８ｃｍ

共同刊行：東京日日新聞社　複写本

第１０輯　北海道線
 
680/U/5 1107530055 

◆680
新日本鉄道史　上
川上　幸義／著

東京　鉄道図書刊行会　１９６７

２３２ｐ　図版　２６ｃｍ

上

日本国有鉄道
 
680/U/1190 1107541904
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◆680
新日本鉄道史　下
川上　幸義／著

東京　鉄道図書刊行会　１９６８

３６８ｐ　図版１３枚　２６ｃｍ

下

参考文献：３６５－３６８ｐ

日本国有鉄道
 
680/U/1191 1107541912 

◆680
新幹線　’６２
交通協力会／編
〔出版地不明〕　日本国有鉄道　１９６２．７
２４ｐ　２１×３０ｃｍ
’６２ 
680/U/1374 1107543744 

◆680
新幹線　-大山－博多開業-
日本国有鉄道広報部／〔編〕
〔出版地不明〕　〔日本国有鉄道〕　１９７５
１冊　２６×３０ｃｍ 
680/U/1259 1107542597 

◆680
新幹線１１年のあゆみと現状
新幹線総局広報室／〔編〕

東京　新幹線総局広報室　１９７６

１冊　２１×３０ｃｍ
 
680/U/1372 1107543728 

◆680
新幹線８年の歩み
新幹線総局／〔編〕

東京　新幹線総局広報室　１９７３．３

２４ｐ　２１×３０ｃｍ
 
680/U/1375 1107543751 

◆680
新幹線ルートの決定と今後の諸問題
北岡　寛太郎／〔著〕

〔出版地不明〕　〔出版者不明〕

１８ｐ　２６ｃｍ

講師：日本国有鉄道北海道総局長北岡寛太郎
 
680/U/498 1107534982 

◆680
新札幌駅開業記念〔封筒〕
〔１９５２〕

１枚　２８×２１ｃｍ


封筒のみ　中なし 
680/U/1604 1108633817 

◆680
新式　大日本里程地図
内国通運株式会社／編

東京　国光社　１９０４．５

４１枚　４０ｃｍ
 
680/U/543 1107535435 

◆680
新道路交通法早わかり
警察庁保安局交通課／監修
札幌　〔北海道自家用自動車組合連合会〕　１９６
０．８

４７ｐ　１５ｃｍ

昭和３５年１１月１日施行
 
680/U/647 1107536474 

◆680
Ｃ６２さよなら列車運転と車両展示会　-鉄道１０
０年記念-
〔出版地不明〕　日本国有鉄道北海道総局　１９７
２
１枚　２６ｃｍ 
680/U/1533 1107545335 

◆680
事業のしおり
吉田　初三郎／〔著〕

〔出版地不明〕　北海道開発局　１９５３．６

１枚　５３×７４ｃｍ（折りたたみ２７ｃｍ）
 
680/U/660 1107536607 

◆680
事業報告　昭和３８年度
日本国有鉄道／〔編〕

〔東京〕　〔日本国有鉄道〕　１９６４

２４ｐ　２６ｃｍ

昭和３８年度
 
680/U/1499 1107544999 

◆680
時刻表マニア
鈴木　良徳／著

東京　グリーンアロー出版社　１９７４

２５３ｐ　１８ｃｍ

(グリーンアロー・ブックス)
 
680/U/732 1107537324 

◆680
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時刻表物語
佐藤　常治／著

東京　秋田書店　１９６５　４版

２２８ｐ　１８ｃｍ

(サンデー新書)

列車運転時刻表
 
680/U/731 1107537316 

◆680
自動車
奥村　正二／著

東京　岩波書店　１９５４

２０８ｐ　図版　表　１８ｃｍ

(岩波新書)

自動車
 
680/U/798 1107537985 

◆680
自動車運送事業等運輸規則
〔出版地不明〕　日本乗合自動車協会　１９５６
４８ｐ　１５ｃｍ
昭和３１年８月１日運輸省令第４４号 
680/U/1369 1107543694 

◆680
自動車運送事業の経理と会計規程　-自動車運送事
業の会計規程の解説-
山崎　茂／著
東京　交通出版社　１９５０．１
１４４ｐ　１８ｃｍ
附：自動車運送事業会計規程，改正道路運送調査規
則 
680/U/1298 1107542985 

◆680
自動車を語る　-管健次郎論説-　第１輯
管　健次郎／〔著〕　伊藤　卓／編

東京　自動車広報交通社　１９４８．９

３５６ｐ　２２ｃｍ

限定版

第１輯
 
680/U/1542 1107545426 

◆680
自動車を語る　-管健次郎論説-　第３輯
管　健次郎／〔著〕　山崎　晁延／編

東京　自動車広報交通社　１９４９．６

４２６ｐ　２２ｃｍ

限定版

第３輯
 
680/U/1544 1107545442 

◆680
自動車を語る　-管健次郎論説-　第２輯
管　健次郎／〔著〕　山崎　晁延／編

東京　自動車広報交通社　１９４９．４

２３９ｐ　２２ｃｍ

限定版

第２輯

内容：省営自動車秘話ほか
 
680/U/1543 1107545434 

◆680
自動車及航空
島田　孝一／著

東京　春秋社　１９３７．１

４５９ｐ　２３ｃｍ

(鉄道交通全書　第１１巻)
 
680/U/1329 1107543298 

◆680
自動車貨物運送規則、同補則
日本国有鉄道運輸総局自動車局／〔編〕
〔出版地不明〕　〔日本国有鉄道運輸総局自動車局
〕　１９５０
１０１ｐ　２２ｃｍ
昭和２５年１月１日施行 
680/U/1541 1107545418 

◆680
自動車関係
〔札幌〕　〔札幌陸運局〕　１９５３

１冊　３８ｃｍ（折りたたみ２７ｃｍ）
 
680/U/1559 1107545590 

◆680
自動車関係諸説の概要
日本自動車会議所／〔編〕
東京　日本自動車会議所　１９５８．８
９４ｐ　１９ｃｍ
附：固定資産の耐用年数等に関する大蔵省令別表抜
萃ほか 
680/U/902 1107539023 

◆680
自動車行政と運送事業
萩原　栄治／著

東京　自動車行政研究会　１９５２．１０

２２２，４２ｐ　２１ｃｍ

参考書：第３章末
 
680/U/715 1107537159 

◆680
自動車交通政策の変遷

- 50 -



分類順目録　　　　　〔　　　　　　　　　　　〕北方図書 680～680 

志鎌一之／著

東京　運輸故資更生協会　１９５５

３１４ｐ　２２ｃｍ

自動車運送
 
680/U/1333 1107543330 

◆680
自動車三十年史
柳田　諒三／著

東京　山水社　１９４４．４

６７６ｐ　２２ｃｍ
 
680/U/809 1107538090 

◆680
自動車事業四十年　-三宮吾郎伝-
尾崎政久／著

東京　自研社　１９５９

２０３ｐ　図版　１９ｃｍ

いすず自動車株式会社
 
680/U/940 1107539403 

◆680
自動車実相報告書
運輸省／〔編〕

〔出版地不明〕　〔運輸省〕　１９４７

１４ｐ　２０ｃｍ
 
680/U/1335 1107543355 

◆680
自動車生活
尾崎　政久／著

東京　自研社　１９５３．３

２１５ｐ　１９ｃｍ
 
680/U/939 1107539395 

◆680
自動車通達集
自動車法規研究会／編　運輸省自動車局／監修

東京　白泉社　１９５４．９

４０５ｐ　２１ｃｍ

附：自動車行政機構の変遷
 
680/U/770 1107537704 

◆680
〔自動車統計手書き資〕
１綴り
「北海道対全国陸運関係比較表（昭和２５，２６年
現在）」ほか 
680/U/1660 1108743798 

◆680

自動車統計年報　昭和２４年度
運輸省自動車局／〔編〕

〔東京〕　運輸省自動車局　１９５０凡例

２９４ｐ　２６ｃｍ

昭和２４年度

自動車－統計
 
680/U/1361 1107543611 

◆680
自動車統計　昭和２９年版
運輸省自動車局／〔編〕

〔東京〕　〔運輸省自動車局〕　１９５４

１４２ｐ　１８ｃｍ

昭和２９年版

自動車運送
 
680/U/1221 1107542217 

◆680
自動車統計年報　昭和２５年度
運輸省自動車局／編

〔東京〕　〔運輸省自動車局〕　１９５２凡例

２２９ｐ　２６ｃｍ

昭和２５年度

自動車運送－統計
 
680/U/1242 1107542423 

◆680
自動車統計年報　昭和３４年版
運輸省自動車局／編
〔東京〕　〔運輸省自動車局〕　１９６０はしがき
１８２ｐ　２６ｃｍ
昭和３４年版
自動車運送－統計 
680/U/1243 1107542431 

◆680
自動車統計年報　昭和３５年版
運輸省自動車局／編
〔東京〕　〔運輸省自動車局〕　１９６１はしがき
１８０ｐ　２６ｃｍ
昭和３５年版
自動車運送－統計 
680/U/1244 1107542449 

◆680
自動車統計年報　昭和３６年版
運輸省自動車局／編

東京　〔運輸省自動車局〕　１９６２はしがき

１８８ｐ　２６ｃｍ

昭和３６年版

自動車運送－統計
 
680/U/1245 1107542456
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◆680
自動車統計年報　昭和３７年版
運輸省自動車局総務課／編
東京　運輸省自動車局総務課　１９６２．１２
２１２ｐ　２６ｃｍ
昭和３６年版までの編者：運輸省自動車局　昭和３
６年版までの出版者：日本自動車会議所
昭和３７年版
自動車運送－統計 
680/U/1246 1107542464 

◆680
自動車について梅木通徳氏あて千歳篤氏手紙ほか
昭和３７．７，２１・昭和４０．６．２２・４０，
７．１５，その他梅木氏あてはがき６葉あり 
680/U/1706 1108744440 

◆680
自動車日本史　上巻
尾崎　正久／著

東京　自研社　１９５５．１０

６９７，１７ｐ　２２ｃｍ

年表：巻末ｐ１～１７

上巻
 
680/U/1545 1107545459 

◆680
自動車日本史　下巻
尾崎　正久／著

東京　自研社　１９５５．１０

８９４ｐ　２２ｃｍ

下巻
 
680/U/1546 1107545467 

◆680
自動車年鑑　昭和２７年版
日本自動車会議所／共編　日刊自動車新聞社／共編
東京　日刊自動車新聞社　１９５２
６７８ｐ　１８ｃｍ
昭和２７年版
自動車－年鑑 
680/U/1155 1107541557 

◆680
自動車年鑑　昭和２８年版
日本自動車会議所／共編　日刊自動車新聞社／共編
東京　日刊自動車新聞社　１９５３
４６４ｐ　１８ｃｍ
昭和２８年版
自動車－年鑑 
680/U/1156 1107541565 

◆680
自動車年鑑　昭和２５年版
日本自動車会議所／編

東京　日刊自動車新聞社　１９４９．１２

４９９ｐ　１９ｃｍ

昭和２５年版

自動車－年鑑
 
680/U/1153 1107541532 

◆680
自動車年鑑　昭和２６年版
日本自動車会議所／共編　日刊自動車新聞社／共編
東京　日刊自動車新聞社　１９５０．１２
６１７ｐ　１９ｃｍ
昭和２６年版
自動車－年鑑 
680/U/1154 1107541540 

◆680
自動車年鑑　昭和２９年版
日本自動車会議所／共編　日刊自動車新聞社／共編
東京　日刊自動車新聞社　１９５４．７
４７２ｐ　１９ｃｍ
昭和２９年版
自動車－年鑑 
680/U/1157 1107541573 

◆680
自動車年鑑　昭和３０年版
日本自動車会議所／共編　日刊自動車新聞社／共編
東京　日刊自動車新聞社　１９５５．５
４３８ｐ　１９ｃｍ
昭和３０年版
自動車－年鑑 
680/U/1158 1107541581 

◆680
自動車便覧　昭和２６年版
交通出版社／編

東京　交通出版社　１９５１

２３３ｐ　地図　２２ｃｍ

運輸省自動車局監修

昭和２６年版

自動車－統計
 
680/U/1337 1107543371 

◆680
自動車便覧　昭和２９年版
運輸省自動車局／監修

東京　自動車便覧社　１９５５．４

３１７ｐ　２２ｃｍ

昭和２９年版
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680/U/1336 1107543363 

◆680
自動車便覧　昭和２７年版
運輸省自動車局／監修

東京　白泉社　１９５２．１２

２６２ｐ　２１ｃｍ

昭和２７年版
 
680/U/1338 1107543389 

◆680
自動車輸送の現況及び問題点
運輸省．自動車局

〔東京〕　運輸省自動車局　１９５９

６３ｐ　２５ｃｍ

謄写版

自動車運送
 
680/U/1480 1107544809 

◆680
自動車要覧　昭和３０年版
運輸省自動車局／〔編〕

〔東京〕　〔運輸省自動車局〕　１９５５

２３７ｐ　１８ｃｍ

昭和２９年版までの書名：自動車要覧

昭和３０年版

自動車運送
 
680/U/1222 1107542225 

◆680
自動車要覧　昭和３１年版
運輸省自動車局／監修

〔東京〕　日本自動車会議所　１９５６

２２０ｐ　１９ｃｍ

昭和３１年版

自動車運送
 
680/U/1223 1107542233 

◆680
自動車要覧　昭和３２年版
運輸省自動車局／監修

東京　日本自動車会議所　１９５７

１４３ｐ　１９ｃｍ

昭和３２年版

自動車運送
 
680/U/1224 1107542241 

◆680
自動車要覧　昭和３３年版
運輸省自動車局／監修

東京　日本自動車会議所　１９５８

１６２ｐ　１９ｃｍ


昭和３３年版

自動車運送
 
680/U/1225 1107542258 

◆680
自分の車輪で
吾孫子　豊／〔ほか〕著

東京　日本国有鉄道広報部　１９６２．２

１５８ｐ　１９ｃｍ
 
680/U/1286 1107542860 

◆680
事務分掌規程　-附機構図-
日本通運株式会社札幌総括主管支店／〔編〕
〔札幌〕　〔日本通運株式会社札幌総括主管支店〕
　１９５７
４７ｐ　２５ｃｍ
昭和３２年１月１日改正 
680/U/463 1107534636 

◆680
事務分担
北海道旭川陸運事務所／〔編〕
〔旭川〕　〔北海道旭川陸運事務所〕　１９５０
１２ｐ　１８ｃｍ
昭和２５年１０月１０日現在 
680/U/112 1107531129 

◆680
十年の歩み　-創立１０周年記念-
北海道自家用自動車組合連合会／〔編〕
札幌　〔北海道自家用自動車組合連合会〕　１９５
８．８

３９ｐ　２１ｃｍ
 
680/U/105 1107531053 

◆680
蒸気機関車とともに
日本国有鉄道苗穂工場／〔編〕

〔札幌〕　日本国有鉄道苗穂工場　１９７６

２４ｐ　２６ｃｍ

『なえぼ』号外５１．２．１
 
680/U/626 1107536268 

◆680
蒸気車誕生
三崎　重雄／著

東京　新太陽社　１９４４

２９３ｐ　１９ｃｍ
 
680/U/746 1107537464
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◆680
人物国鉄百年
青木　槐三／著

東京　中央宣興株式会社出版局　１９６９

３２３，３７ｐ　１８ｃｍ

日本国有鉄道
 
680/U/730 1107537308
 

◆680

数字でみた国鉄　１９７７

東京　日本国有鉄道広報部　１９７７．１０

６１ｐ　１８ｃｍ

１９７７
 
680/U/896 1107538967
 

◆680
数字でみた国鉄　１９７９年版
東京　日本国有鉄道広報部　１９７９．１０

６４ｐ　１７ｃｍ

１９７９年版
 
680/U/898 1107538983
 

◆680
数字でみた国鉄　１９８０年版
東京　日本国有鉄道広報部　１９８０．１０

６４ｐ　１７ｃｍ

１９８０年版
 
680/U/1081 1107540815
 

◆680
数字で見た国鉄
日本国有鉄道／〔編〕

東京　〔日本国有鉄道〕　１９５５

６４ｐ　１５ｃｍ
 
680/U/874 1107538744
 

◆680
数字で見た国鉄
日本国有鉄道／〔編〕

東京　日本国有鉄道広報部　１９５８

６４ｐ　１５ｃｍ
 
680/U/877 1107538777
 

◆680
数字で見た国鉄
日本国有鉄道／編

東京　交通協力会　１９５７

６４ｐ　１５ｃｍ
 
680/U/876 1107538769
 

◆680

数字で見た国鉄　昭和２９年版
日本国有鉄道／〔編〕

東京　〔日本国有鉄道〕　１９５４

６４ｐ　１５ｃｍ

昭和２９年版
 
680/U/873 1107538736
 

◆680
数字で見た国鉄
日本国有鉄道広報部／〔編〕

東京　日本国有鉄道広報部　１９５６

６４ｐ　１５ｃｍ
 
680/U/875 1107538751
 

◆680
数字でみた国鉄　昭和３４年版
日本国有鉄道広報部／〔編〕

東京　日本国有鉄道広報部　１９５９

６４ｐ　１５ｃｍ

昭和３４年版
 
680/U/878 1107538785
 

◆680
数字でみた国鉄　昭和４０年版
日本国有鉄道広報部／編

東京　日本国有鉄道広報部　１９６５．１２

７２ｐ　１５ｃｍ

昭和４０年版
 
680/U/884 1107538843
 

◆680
数字でみた国鉄　昭和３７年版
日本国有鉄道広報部／編

東京　日本国有鉄道広報部　１９６２．１０

５６ｐ　１５ｃｍ

昭和３７年版
 
680/U/881 1107538819
 

◆680
数字でみた国鉄　昭和３６年版
日本国有鉄道広報部／編

東京　日本国有鉄道広報部　１９６１．１０

５２ｐ　１５ｃｍ

昭和３６年版
 
680/U/880 1107538801
 

◆680
数字でみた国鉄　昭和３８年版
日本国有鉄道広報部／編

東京　日本国有鉄道広報部　１９６３．１０

６４ｐ　１５ｃｍ

昭和３８年版
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680/U/882 1107538827 

◆680
数字でみた国鉄　昭和３９年版
日本国有鉄道広報部／編

東京　日本国有鉄道広報部　１９６４．１０

７２ｐ　１５ｃｍ

昭和３９年版
 
680/U/883 1107538835 

◆680
数字でみた国鉄　昭和４２年版
日本国有鉄道広報部／編

東京　日本国有鉄道広報部　１９６７．１０

７２ｐ　１５ｃｍ

昭和４２年版
 
680/U/886 1107538868 

◆680
数字でみた国鉄　昭和４１年版
日本国有鉄道広報部／編

東京　日本国有鉄道広報部　１９６６．１０

７２ｐ　１５ｃｍ

昭和４１年版
 
680/U/885 1107538850 

◆680
数字でみた国鉄　昭和３５年版
日本国有鉄道広報部／〔編〕

東京　日本国有鉄道広報部　１９６０

６８ｐ　１５ｃｍ

昭和３５年版
 
680/U/879 1107538793 

◆680
数字でみた国鉄　昭和４３年版
日本国有鉄道広報部／編
東京　交通協力会　１９６８．１０
７２ｐ　１５ｃｍ
昭和４２年版まで出版者：日本国有鉄道広報部
昭和４３年版 
680/U/887 1107538876 

◆680
数字でみた国鉄　昭和４４年版
日本国有鉄道広報部／編

東京　交通協力会　１９６９．１０

６８ｐ　１５ｃｍ

昭和４４年版
 
680/U/888 1107538884 

◆680
数字でみた国鉄　昭和４５年版
日本国有鉄道広報部／編

東京　日本国有鉄道広報部　１９７０．１０

６０ｐ　１８ｃｍ

昭和４４年版まで出版者：交通協力会

昭和４５年版
 
680/U/889 1107538892 

◆680
数字でみた国鉄　昭和４６年版
日本国有鉄道広報部／編

東京　日本国有鉄道広報部　１９７１．１０

６０ｐ　１８ｃｍ

昭和４６年版
 
680/U/890 1107538900 

◆680
数字でみた国鉄　昭和４７年版
日本国有鉄道広報部／編

東京　日本国有鉄道広報部　１９７２．１０

６４ｐ　１８ｃｍ

昭和４７年版
 
680/U/891 1107538918 

◆680
数字でみた国鉄　昭和４８年版
日本国有鉄道広報部／編

東京　日本国有鉄道広報部　１９７３．１０

６０ｐ　１８ｃｍ

昭和４８年版
 
680/U/892 1107538926 

◆680
数字でみた国鉄　昭和４９年版
日本国有鉄道広報部／編

東京　日本国有鉄道広報部　１９７４．１０

６１ｐ　１８ｃｍ

昭和４９年版
 
680/U/893 1107538934 

◆680
数字でみた国鉄　昭和５０年版
日本国有鉄道広報部／編

東京　日本国有鉄道広報部　１９７５．１０

６１ｐ　１８ｃｍ

昭和５０年版
 
680/U/894 1107538942 

◆680
数字でみた国鉄　昭和５１年版
日本国有鉄道広報部／編
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東京　日本国有鉄道広報部　１９７６．１０

６１ｐ　１８ｃｍ

昭和５１年版
 
680/U/895 1107538959 

◆680
数字でみた国鉄　１９７８年版
日本国有鉄道広報部／編

東京　日本国有鉄道広報部　１９７８．１０

６４ｐ　１８ｃｍ

１９７８年版
 
680/U/897 1107538975 

◆680
数字でみる観光　昭和４５年版
運輸省観光部／監修

東京　日本観光協会　１９７０．７

９２ｐ　１５ｃｍ

昭和４５年版
 
680/U/899 1107538991 

◆680
数字でみる自動車　１９６９
運輸省自動車局／編

東京　大蔵省印刷局　１９６９

７３ｐ　１５ｃｍ

１９６９
 
680/U/901 1107539015 

◆680
数字でみる自動車　昭和４１年度版
運輸省自動車局／編

東京　大蔵省印刷局　１９６７．２

６４ｐ　１５ｃｍ

昭和４１年度版
 
680/U/900 1107539007 

◆680
数字でみる北海道の輸送　昭和４５年版
札幌陸運局／監修

札幌　北海道陸運協会　１９７０

４９ｐ　１９ｃｍ

昭和４５年版
 
680/U/159 1107531590 

◆680
数字でみる北海道の輸送　昭和４６年版
札幌陸運局／監修

札幌　北海道陸運協会　１９７１

８２ｐ　１９ｃｍ

昭和４６年版
 
680/U/160 1107531608 

◆680
数字でみる北海道の輸送　昭和４７年版
札幌陸運局／監修

札幌　北海道陸運協会　１９７２

１２２ｐ　１９ｃｍ

昭和４７年版
 
680/U/161 1107531616 

◆680
数字でみる北海道の輸送　昭和４８年版
札幌陸運局／監修

札幌　北海道陸運協会　１９７３

１１９ｐ　１９ｃｍ

昭和４８年版
 
680/U/162 1107531624 

◆680
数字でみる北海道の輸送　昭和４９年版
札幌陸運局／監修

札幌　札幌陸運局　１９７４

１１６ｐ　１９ｃｍ

昭和４９年版
 
680/U/163 1107531632 

◆680
数字でみる北海道の輸送　昭和５０年度版
札幌陸運局／監修

札幌　北海道陸運協会　１９７５

１１７ｐ　１９ｃｍ

昭和５０年度版
 
680/U/164 1107531640 

◆680
数字でみる北海道の輸送　昭和５１年版
札幌陸運局／監修

札幌　北海道陸運協会　１９７６

１２３ｐ　１９ｃｍ

昭和５１年版
 
680/U/165 1107531657 

◆680
数字でみる北海道の輸送　昭和５４年
札幌陸運局／監修

札幌　北海道陸運協会　１９７９

１１９ｐ　１９ｃｍ

昭和５４年
 
680/U/166 1107531665 

◆680
進む北海道の電化　-国鉄第３次長期計画-
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日本国有鉄道北海道支社／〔編〕
〔出版地不明〕　日本国有鉄道北海道支社　１９６

８ｐ　１９×２６ｃｍ

函館本線銭函・手稲間に試験線区完成
 
680/U/1563 1107545632 

◆680
スタートする第三次長期計画
〔東京〕　〔日本国有鉄道〕　１９６５

８ｐ　２１ｃｍ
 
680/U/818 1107538181 

◆680
スピード百年　-日本の鉄道-
東京　毎日新聞社　１９６９

２０７ｐ　１９ｃｍ

執筆者：三谷卯一郎，藤咲栄三，池田初郎

巻末：年表・鉄道スピ－ドの歴史

鉄道－日本－歴史
 
680/U/758 1107537589 

◆680
図説都市交通
角本　良平／監修

東京　運輸観光技術協会　１９６３．１１

１２７ｐ　１９ｃｍ

(交通写真文庫　１)
 
680/U/858 1107538587 

◆680
図説日本蒸汽工業発達史
ワット誕生二百年記念会／編

東京　ワット誕生二百年記念会　１９３８

４１２ｐ　２７ｃｍ

日本蒸汽工業発達史略年表：ｐ３９１～４１２

蒸気－歴史
 
680/U/1254 1107542548 

◆680
図表が描く国鉄財政の現状
〔東京〕　〔日本国有鉄道〕　１９５６

７３ｐ　２６ｃｍ
 
680/U/849 1107538496 

◆680
図表で見た国鉄運賃の問題点
日本国有鉄道／〔編〕

〔東京〕　〔日本国有鉄道〕　１９６４

２１ｐ　２６ｃｍ
 
680/U/1032 1107540328 

◆680
図表の語る鉄道史
運輸省鉄道総局／〔編〕
〔出版地不明〕　〔運輸省鉄道総局〕　１９４７
６２ｐ　１８ｃｍ
鉄道七十五年記念 
680/U/1363 1107543637 

◆680
青函航路にお目見えする新鋭連絡線『十和田丸』
〔東京〕　日本国有鉄道　１９５７
１枚物（３つ折り）　１３×１８㎝
ほかに青函連絡船関係手書きメモ等（封入り）あり 
680/U/1689 1108744143 

◆680
青函船舶鉄道管理局管内概況　１９７８
青函船舶鉄道管理局／〔編〕

函館　青函船舶鉄道管理局　１９７８

４５ｐ　２６ｃｍ

１９７８
 
680/U/239 1107532390 

◆680
青函船舶鉄道管理局管内概況　１９７１
青函船舶鉄道管理局／〔編〕

函館　青函船舶鉄道管理局　１９７１

２８ｐ　２６ｃｍ

１９７１
 
680/U/238 1107532382 

◆680
〔青函トンネル〕
１８枚　１８×２６㎝
「北海道鉄道百年史　下」第１０節青函トンネル第
２トンネルのルート　原稿 
680/U/1690 1108744176 

◆680
青函トンネル
青函トンネル建設期成会／編
〔出版地不明〕　〔青函トンネル建設期成会〕　１
９７０
１冊　２２×２６ｃｍ 
680/U/610 1107536102 

◆680
青函トンネルに関する資料
３種　２６×３６㎝
青函トンネルの現況について（日本鉄道建設公団青
函建設局　１９７７．８　７ｐ) 抜粋，トンネル
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の設，青函トンネル工事進行状況（日本鉄道建設公
団青函建設局） 
680/U/1691 1108744184 

◆680
青函トンネルミニガイド
〔東京〕　日本鉄道建設公団　〔出版年不明〕

１枚物（２つ折り）　２６㎝
 
680/U/1692 1108744192 

◆680
青函連絡船五十年史
函館　青函船舶鉄道管理局　１９５７

２４０ｐ　図版　２５ｃｍ

連絡船　津軽海峡
 
680/U/108 1107531087 

◆680
青函連絡船史
青函船舶鉄道管理局／編
函館　日本国有鉄道青函船舶鉄道管理局　１９７０
４７８，４４ｐ　図版　表　２７ｃｍ
連絡船　津軽海峡 
680/U/328 1107533281 

◆680
青函連絡線６０年のあゆみ
青函船舶鉄道管理局／編
函館　〔青函船舶鉄道管理局〕　１９６８．１２
５１枚　２１×３０ｃｍ
年表：巻末 
680/U/342 1107533422 

◆680
青函局の現況　昭和３３年度
青函船舶鉄道管理局／〔編〕
〔函館〕　〔青函船舶鉄道管理局〕　１９５８目次
２４ｐ　１５ｃｍ
昭和３３年度 
680/U/296 1107532960 

◆680
青函局の現況　昭和３４年版
青函船舶鉄道管理局／〔編〕
〔函館〕　〔青函船舶鉄道管理局〕　１９５９目次
２４ｐ　１５ｃｍ
昭和３４年版 
680/U/297 1107532978 

◆680
青函局の現況　昭和３５年版

青函船舶鉄道管理局／〔編〕
〔函館〕　〔青函船舶鉄道管理局〕　１９６０目次
２４ｐ　１５ｃｍ
昭和３５年版 
680/U/298 1107532986 

◆680
関所　-その歴史と実態-
大島延次郎／著

東京　人物往来社　１９６４

２７８ｐ　１９ｃｍ

関所
 
680/U/1240 1107542407 

◆680
石勝線
札幌　日本鉄道建設公団札幌支社　〔出版年不明〕
１枚物（２つ折り）　２６ｃｍ
付：石勝線縦断略図（２５×７２ｃｍ） 
680/U/1625 1108634195 

◆680
石勝線
札幌　日本鉄道建設公団札幌支社　１９７７

４ｐ　２６ｃｍ
 
680/U/1626 1108634401 

◆680
石勝線工事関係資料
９種 
680/U/1624 1108634187 

◆680
雪害スクラップ
札鉄施設部営林課／〔編〕

〔札幌〕　〔札幌鉄道管理局〕　１９６３

９７ｐ　２６ｃｍ

青焼き
 
680/U/401 1107534016 

◆680
設立ノ趣意及規則
北海道鉱業倶楽部／〔編〕

札幌区　〔北海道鉱業倶楽部〕　〔１９－－〕

７ｐ　１９ｃｍ
 
680/U/3 1107530030 

◆680
戦時鉄道運賃論
高橋秀雄／著

東京　国際交通文化協会　１９４０
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２５０ｐ　２３ｃｍ 
680/U/1109 1107541094 

◆680
仙台鉄道管理局４０年史
仙台　仙台鉄道管理局　１９６０

２７９ｐ　２７ｃｍ

仙台鉄道管理局
 
680/U/1188 1107541888 

◆680
釧網線建設概要
鉄道省／編

東京　鉄道省　１９３１

５５ｐ　図版　地図　表　２２ｃｍ
 
680/U/571 1107535716 

◆680
専門部要覧
中央鉄道教習所／〔編〕
〔出版地不明〕　〔中央鉄道教習所〕　１９６０
１０ｐ　２６ｃｍ 
680/U/1053 1107540534 

◆680
専用線
札幌鉄道管理局／〔編〕

札幌　札幌鉄道管理局　１９６４

１冊　２６ｃｍ
 
680/U/606 1107536060 

◆680
専用線案内
札幌鉄道管理局／〔編〕

〔札幌〕　札幌鉄道管理局　１９６４

２６ｃｍ
 
680/U/605 1107536052 

◆680
専用線七つの話　’６４
日本国有鉄道／〔編〕

〔東京〕　〔日本国有鉄道〕　１９６４

２３ｐ　２１ｃｍ

’６４
 
680/U/1013 1107540138 

◆680
線路の増設を　-過密ダイヤ緩和のために-
日本国有鉄道／〔編〕

〔東京〕　〔日本国有鉄道〕　１９６４

７ｐ　２７ｃｍ
 

680/U/1033 1107540336 

◆680
全国タクシーハイヤー名鑑
全国タクシーハイヤー名鑑編纂所／編
東京　全国タクシーハイヤー名鑑編纂所　１９５２
．４
１冊　１９ｃｍ
附：関係諸資料 
680/U/982 1107539825 

◆680
全国通運業連盟概要
全国通運業連盟／〔編〕
〔出版地不明〕　〔全国通運業連盟〕　１９５４
２０ｐ　１９ｃｍ 
680/U/955 1107539551 

◆680
全国トラック事業者要覧　２７年版
運輸省自動車局／監修

東京　運輸省故資更生協会　１９５２．３

３３６ｐ　１９×２６ｃｍ

２７年版
 
680/U/1419 1107544197 

◆680
全国トラック業者要覧　昭和２４年１２月調
運輸省自動車局／編

東京　交通社　１９５０．３

８１，３０ｐ　１９×２６ｃｍ

昭和２４年１２月調
 
680/U/1424 1107544247 

◆680
全国トラック事業者要覧　昭和２８年２月調
運輸省自動車局／監修

東京　稲垣書店　１９５３．６

１７０，１５ｐ　１８×２６ｃｍ

昭和２８年２月調
 
680/U/1425 1107544254 

◆680
全国乗合・貸切・旅客自動車事業要覧　昭和２８年
版
日本乗合自動車協会／編　運輸省自動車局／監修
〔東京〕　日本乗合自動車協会　１９５３．５
３２３ｐ　２６ｃｍ
昭和２８年版 
680/U/1423 1107544239
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◆680
全国バス事業要覧　-観光バス、ハイヤー、タクシ
ーをも含む-　昭和２７年版
日本乗合自動車協会／編　運輸省自動車局／監修
東京　日本乗合自動車協会　１９５１．１０
２４８ｐ　２６ｃｍ
昭和２７年版 
680/U/1418 1107544189 

◆680
全道自動車関係業者概況
１９５４－１９５５
２枚　２６×３６ｃｍ
２９，３０．１２．３１現在　「道民年間１人当り
利用状況」あり　謄写刷 
680/U/1663 1108744028 

◆680
倉庫業関係法規輯覧
伊藤　友之／著

再版

東京　創友社　１９５０．１２

３７４ｐ　１９ｃｍ

附：倉庫業法の解説
 
680/U/1228 1107542282 

◆680
宗谷バス１０年のあゆみ　-創立１０周年記念-
宗谷バス株式会社／〔編〕

〔稚内〕　宗谷バス　１９６２．１０

２３ｐ　２６ｃｍ

宗谷バス株式会社
 
680/U/143 1107531434 

◆680
宗谷本線旭川・新旭川間線路増設工事概要
日本国有鉄道札幌工事局／〔編〕
〔札幌〕　日本国有鉄道札幌工事局　〔１９７－〕
１枚　２６ｃｍ（折りたたみ） 
680/U/1554 1107545541 

◆680
宗谷線全通記念写真帖
鉄道省北海道建設事務所／編

札幌　鉄道省北海道建設事務所　１９２４

図版１冊　１６×２２ｃｍ
 
680/U/420 1107534206 

◆680
創立五十年史　-第一次稿本-　第１編
北海道炭砿汽船株式会社資料課／〔編〕
〔出版地不明〕　〔北海道炭砿汽船〕　１９３８

２９６ｐ　２８ｃｍ

第１編　沿革　上巻

北海道炭砿汽船株式会社
 
680/U/76 1107530766 

◆680
創立五十年史　-第一次稿本-　第１編
北海道炭砿汽船株式会社資料課／〔編〕
〔出版地不明〕　〔北海道炭砿汽船〕　１９３８
３４５ｐ　２８ｃｍ
第１編　沿革　中巻
北海道炭砿汽船株式会社 
680/U/77 1107530774 

◆680
創立五十年史　-第一次稿本-　第８編
北海道炭砿汽船株式会社資料課／〔編〕
〔出版地不明〕　〔北海道炭砿汽船〕　１９３８
３１１ｐ　２８ｃｍ
第８編　輸送　上巻
北海道炭砿汽船株式会社 
680/U/78 1107530782 

◆680
創立五十年史　-第一次稿本-　第８編
北海道炭砿汽船株式会社資料課／〔編〕
〔出版地不明〕　〔北海道炭砿汽船〕　１９３８
３７９ｐ　２８ｃｍ
第８編　輸送　下巻
北海道炭砿汽船株式会社 
680/U/79 1107530790 

◆680
卒業記念写真帖　第８回
〔東京〕　〔東京鉄道局教習所専門部〕　１９３３
１冊　２３×３１ｃｍ
第８回 
680/U/1260 1107542605 

◆680
続・逓信事業史　第７巻
郵政省／編

東京　前島会　１９６０

６１０ｐ　図版　２６ｃｍ

第７巻　為替貯金
 
680/U/1116 1107541169 

◆680
続・逓信事業史　第９巻
郵政省／編

東京　前島会　１９６２

６５８ｐ　図版　２６ｃｍ
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第９巻　経理　資料　建築 
680/U/1118 1107541185 

◆680
続・逓信事業史　第３巻
郵政省／編

東京　前島会　１９６０

９９５ｐ　図版　２６ｃｍ

第３巻　郵便
 
680/U/1112 1107541128 

◆680
続・逓信事業史　第１巻
郵政省／編
東京　前島会　１９６３
８０１ｐ　図版　２６ｃｍ
附：ソノシート（通信従業員諸君に告ぐ　通信大臣
永井柳太郎）
第１巻　総説 
680/U/1110 1107541102 

◆680
続・逓信事業史　第６巻
郵政省／編

東京　前島会　１９６１

７１６ｐ　図版　２６ｃｍ

第６巻　電波
 
680/U/1115 1107541151 

◆680
続・逓信事業史　第２巻
郵政省／編

東京　前島会　１９６１

８４４ｐ　図版　２６ｃｍ

第２巻　職員
 
680/U/1111 1107541110 

◆680
続・逓信事業史　第８巻
郵政省／編

東京　前島会　１９６０

４５０ｐ　図版　２６ｃｍ

第８巻　保険年金
 
680/U/1117 1107541177 

◆680
続・逓信事業史　第１０巻
郵政省／編

東京　前島会　１９６３

４９０ｐ　図版　２６ｃｍ

第１０巻　年表・統計
 
680/U/1119 1107541193 

◆680
続・逓信事業史　第４巻
郵政省／編

東京　前島会　１９６１．３

７３２ｐ　２７ｃｍ

第４巻　電信電話　上
 
680/U/1113 1107541136 

◆680
続・逓信事業史　第５巻
郵政省／編

東京　前島会　１９６１．３

７２０ｐ　２７ｃｍ

第５巻　電信電話　下

国際電信電話
 
680/U/1114 1107541144 

◆680
体系交通経済用語新辞典
東京　運輸調査局　１９７１

３４８ｐ　１９ｃｍ

交通経済－辞書
 
680/U/1009 1107540096 

◆680
体系日本史叢書　２４
東京　山川出版社　１９７０

４８８，１８ｐ　２２ｃｍ

２４　交通史　豊田武，児玉幸多／編

付：参考文献

日本－歴史
 
680/U/931 1107539312 

◆680
タクシーの取締と統制　-オハイオ州クリヴーラン
ド全国タクシー所有者協会-
全国乗用自動車協会／〔編〕
東京　〔全国乗用自動車協会〕　１９５２はしがき
１６ｐ　１８ｃｍ 
680/U/904 1107539049 

◆680
たたかふ鉄道
中村　武志／著

東京　帝国出版　１９４４．９

１４０ｐ　１９ｃｍ

標題紙の書名：戦ふ鉄道
 
680/U/1303 1107543033 

◆680
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旅を楽しく
加賀山　之雄／著

東京　東京道徳協会　１９５３．３

３２ｐ　１９ｃｍ
 
680/U/1428 1107544288 

◆680
旅と健康
東京　日本旅行協会　１９３９．７

６７ｐ　１５ｃｍ
 
680/U/1500 1107545004 

◆680
旅と交通の民俗　-交通・交易伝承の研究　１-
北見　俊夫／著

東京　岩崎美術社　１９７０．１０

２０１，７ｐ　１９ｃｍ

(民俗民芸書　５５)

日本－交通－歴史
 
680/U/1267 1107542670 

◆680
旅日記　-本州九州史蹟名勝遊覧-
札幌運輸事務所／〔編〕
〔札幌〕　札幌運輸事務所　１９３７
６８，１９ｐ　２０ｃｍ
昭和１２年２月２７日～３月１９日の行程表ほか　
主催：札幌運輸事務所，日本旅行協会 
680/U/1138 1107541383 

◆680
旅の覚え帖
〔出版地不明〕　〔出版者不明〕　１９５５

６４ｐ　９×１３ｃｍ
 
680/U/1512 1107545129 

◆680
旅のお召し上がりもの案内
東京　国鉄構内営業中央会　〔出版年不明〕

１枚　１８×７６ｃｍ（折りたたみ１８ｃｍ）
 
680/U/1426 1107544262 

◆680
旅のお召し上りもの案内
国鉄構内営業中央会／〔編〕

東京　国鉄構内営業中央会

１冊　２０ｃｍ
 
680/U/1297 1107542977 

◆680
旅の手帳

日本国有鉄道／〔編〕

〔東京〕　日本国有鉄道　１９５４

３２ｐ　１５ｃｍ
 
680/U/1564 1107545640 

◆680
旅の手帖
日本国有鉄道営業局旅客課／〔編〕
東京　〔日本国有鉄道営業局旅客課〕　１９６２
１３０ｐ　１９ｃｍ 
680/U/1296 1107542969 

◆680
旅の道しるべ
札幌　藤女子高等学校　１９５１

５１ｐ　１３ｃｍ
 
680/U/8 1107530089 

◆680
第三次長期計画の資金はどのように調達されるか　
-ヨーロッパ国鉄と比較して-
〔東京〕　〔日本国有鉄道〕　１９６４

１５ｐ　２１ｃｍ
 
680/U/817 1107538173 

◆680
第三次長期計画の実現を
日本国有鉄道／〔編〕

〔東京〕　〔日本国有鉄道〕　１９６４

１６ｐ　２１ｃｍ
 
680/U/1034 1107540344 

◆680
第三次長期計画の資金はどのように調達されるか　
-ヨーロッパ国鉄と比較して-
日本国有鉄道／〔編〕

〔東京〕　〔日本国有鉄道〕　１９６４

１５ｐ　２１ｃｍ
 
680/U/1035 1107540351 

◆680
第七十回帝国議会小運送関係法案議事録
鉄道省運輸局／〔編〕

〔東京〕　〔鉄道省運輸局〕　１９３７

５６７ｐ　２２ｃｍ
 
680/U/99 1107530998 

◆680
大日本鉄道史
小貫　素弘／編纂

東京　鉄道タイムス社　１９３１．１２
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３６２ｐ　２３ｃｍ 
680/U/1084 1107540849 

◆680
ダイヤ式列車時間表
〔札幌〕　新日本鉄道研究所　１９５４

１冊　１３ｃｍ

昭和２９年５月１日（改正）
 
680/U/1080 1107540807 

◆680
誰でも知っておかねばならぬ鉄道統計図表
鉄道青年会本部／編

東京　鉄道青年会本部　１９３１．４

１冊　１１×１６ｃｍ

昭和６年４月号附録
 
680/U/1079 1107540799 

◆680
ダンプ輸送と運転者の労働条件
寺村　武／〔著〕

〔出版地不明〕　〔寺村武〕　１９７１

１９ｐ　２６ｃｍ

『北海道労働研究』第１０９号抜刷
 
680/U/345 1107533455 

◆680
地域発展と輸送改善　-その開発効果を中心として
-　２
池田　善長／〔著〕
〔札幌〕　〔北海学園大学経済学会〕　１９６７
２３ｐ　２２ｃｍ
『経済論集』第１８号抜刷
２ 
680/U/461 1107534610 

◆680
地域発展と輸送改善　-その開発効果を中心として
-　１
池田　善長／〔著〕
〔札幌〕　〔北海学園大学経済学会〕　１９６７
２４ｐ　２１ｃｍ
『経済論集』第１７号抜刷
１ 
680/U/460 1107534602 

◆680
地域間急行貨物列車時刻表　-速くて時刻のわかる 
-
札幌鉄道管理局／〔編〕

〔札幌〕　札幌鉄道管理局　１９６８

４０ｐ　２６ｃｍ


ご利用の案内 
680/U/600 1107536003 

◆680
地下鉄開業と電車バス路線の再編成について　〔１
９７１〕
札幌　札幌市交通局　〔出版年不明〕
１枚物　２６×３７ｃｍ
ようこそＳＯＯＣ‐Ｘ‐２６３　シンボルマークあ
り
〔１９７１〕 
680/U/1686 1108744085 

◆680
地区新規通運事業者名簿　-通運計算契約店名簿-
　昭和２６年５月現在
東京　交通日本社　１９５１．７
２３８，８０，３ｐ　２２ｃｍ
「新規通運業者名簿」の改題　附：線名索引表ほか
昭和２６年５月現在 
680/U/713 1107537134 

◆680
千歳線の一部営業体制近代化について
札幌　札幌鉄道管理局　１９７９．６

３枚もの　２６×３６ｃｍ

タイプ印刷
 
680/U/1616 1108634138 

◆680
千歳線・室蘭本線電化に関する資料
６種
千歳線・室蘭本線経営改善計画（案）資料，千歳線
・室蘭本線経営改善計画（案），千歳線、室蘭本線
電化計画について（国鉄北海道総局　５３．３），
千歳線・室蘭本線（室蘭・沼ノ端間）電化工事概要
（日本国有鉄道　昭５３．６），千歳線・室蘭本線
沼ノ端―室蘭間電化計画（久保英彦），新聞切抜き
　 
680/U/1614 1108634104 

◆680
千歳線・室蘭本線ＣＴＣ
札幌鉄道管理局／〔編〕

札幌　札幌鉄道管理局　１９８０

１枚　２６ｃｍ（折りたたみ）
 
680/U/624 1107536243 

◆680
千歳線室蘭本線電化　-空からの玄関口千歳空港駅
オープン-
札幌鉄道管理局／〔編〕
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〔札幌〕　札幌鉄道管理局　１９８０

１枚　２６ｃｍ（折りたたみ）
 
680/U/618 1107536185 

◆680
稚泊連絡船史
青函船舶鉄道管理局／編

函館　青函船舶鉄道管理局　１９７４

３５４，２２ｐ　地図　２７ｃｍ

宗谷支庁、宗谷海峡
 
680/U/327 1107533273 

◆680
地方鉄道一覧　昭和２年７月１日
鉄道同志会／〔編〕

〔東京〕　鉄道同志会　１９２７

１５ｐ　１９×２７ｐ

北海道分抜刷

昭和２年７月１日
 
680/U/1505 1107545053 

◆680
地方鉄道軌道一覧　昭和７年１０月１日現在
鉄道同志会／編

東京　鉄道同志会　１９３２．１２

１８２，１０８，４６ｐ　２７ｃｍ

附：専用鉄道

昭和７年１０月１日現在
 
680/U/1485 1107544858 

◆680
地方鉄道軌道一覧　昭和１０年４月１日現在
鉄道同志会／編

東京　鉄道同志会　１９３５．５

１６８，１００，４７ｐ　２７ｃｍ

附：専用鉄道

昭和１０年４月１日現在
 
680/U/1486 1107544866 

◆680
地方鉄道軌道一覧　昭和１２年４月１日現在
鉄道同志会／編

東京　鉄道同志会　１９３７．７

１５２，８８，５０ｐ　２７ｃｍ

附：専用鉄道

昭和１２年４月１日現在
 
680/U/1487 1107544874 

◆680
地方鉄道軌道一覧　昭和１４年４月１日現在
鉄道同志会／編

東京　鉄道同志会　１９３９．６


１４２，８２，５０ｐ　２７ｃｍ

附：専用鉄道

昭和１４年４月１日現在
 
680/U/1488 1107544882 

◆680
地方鉄道軌道一覧　昭和１５年１１月１日現在
鉄道同志会／編

東京　鉄道同志会　１９４１．２

１４０，７５，５６ｐ　２６ｃｍ

附：専用鉄道

昭和１５年１１月１日現在
 
680/U/1489 1107544890 

◆680
地方鉄道軌道一覧　昭和４年８月１日現在
鉄道同志会／編

東京　鉄道同志会　１９２９．１１

４００，２１２，４４ｐ　２６ｃｍ

附：専用鉄道

昭和４年８月１日現在
 
680/U/1504 1107545046 

◆680
地方鉄道成績要覧　-自大正五年至昭和元年-
鉄道同志会／編

東京　鉄道同志会　１９２８．３

４３２ｐ
 
680/U/1506 1107545061 

◆680
中央鉄道学園
中央鉄道学園／〔編〕

東京　〔中央鉄道学園〕　１９６１

１冊　２６ｃｍ
 
680/U/1017 1107540179 

◆680
長輪線建設概要
鉄道省北海道建設事務所／編

札幌　鉄道省北海道建設事務所　１９２８

５７ｐ　図版１２ｐ　地図　２２ｃｍ
 
680/U/570 1107535708 

◆680
通運運賃料金の変せん
梅木　通徳／編

〔札幌〕　北海道通運業連盟　１９６８．６

２６ｐ　２６ｃｍ
 
680/U/114 1107531145
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◆680
通運会館
〔東京〕　〔関東通運協会〕　〔１９６－〕

１枚　２６ｃｍ（折りたたみ）
 
680/U/1055 1107540559 

◆680
通運史稿　-通運の誕生から成長まで-
平原　直／著

〔出版地不明〕　〔平原直〕　１９５３

１３３ｐ　１８ｃｍ
 
680/U/974 1107539742 

◆680
通運事業運賃料金改訂資料
運輸省自動車局通運課／〔編〕
〔出版地不明〕　〔運輸省自動車局通運課〕　１９
６４
２１ｐ　２５×４３ｃｍ
謄写版 
680/U/1450 1107544502 

◆680
通運事業の作業実態　-通運事業輸送条件調査によ
る-
運輸省自動車局／〔編〕

〔東京〕　〔運輸省自動車局〕　１９６３

１２７ｐ　２５×３６ｃｍ
 
680/U/1061 1107540617 

◆680
通運事業要覧
東京陸運局自動車部通運課／〔編〕
〔東京〕　東京陸運局自動車部通運課　１９５９
７１ｐ　２５ｃｍ
謄写版 
680/U/1060 1107540609 

◆680
通運事業要覧　-札幌陸運局管内-　昭和３６年８
月２日
札幌陸運局自動車部通運課／編

〔札幌〕　北海道通運業連盟　１９６１

１１３ｐ　２６×３７ｃｍ

連盟創立１０周年記念

昭和３６年８月２日
 
680/U/451 1107534511 

◆680
通運事業要覧　-札幌陸運局管内-　昭和３５年８
月３１日
札幌陸運局自動車部通運課／編

〔札幌〕　北海道通運業連盟　１９６０

５３ｐ　２６×３７ｃｍ

昭和３５年８月３１日
 
680/U/450 1107534503 

◆680
通運事業要覧　-札幌陸運局管内-　昭和３４年８
月３１日現在
札幌陸運局自動車部通運課／編
〔札幌〕　〔札幌陸運局自動車部通運課〕　１９５
９
５２ｐ　２６×３７ｃｍ
昭和３４年８月３１日現在 
680/U/449 1107534495 

◆680
通運事業要覧　-札幌陸運局管内-　昭和３３年８
月３１日現在
札幌陸運局自動車部通運課／編
〔札幌〕　〔札幌陸運局自動車部通運課〕　１９５
８
１０５ｐ　２５×３６ｃｍ
昭和３３年８月３１日現在 
680/U/448 1107534487 

◆680
通運事業要覧　-札幌陸運局管内-　昭和３２年９
月３０日現在
札幌陸運局自動車部通運課／編

〔札幌〕　北海道通運業連盟　１９５７

５１ｐ　２５×３６ｃｍ

昭和３２年９月３０日現在
 
680/U/447 1107534479 

◆680
通運事業要覧　-札幌陸運局管内-　昭和３１年９
月３０日現在
札幌陸運局自動車部通運課／編
〔札幌〕　〔札幌陸運局自動車部通運課〕　１９５
６
７２ｐ　２５×３６ｃｍ
昭和３１年９月３０日現在 
680/U/446 1107534461 

◆680
通運事業要覧　-札幌陸運局管内-　昭和３０年２
月１日現在
札幌陸運局自動車部通運課／編
〔札幌〕　〔札幌陸運局自動車部通運課〕　１９５
５
２４ｐ　２６×３６ｃｍ
昭和３０年２月１日現在 
680/U/445 1107534453
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◆680
通運事業要覧　昭和２７年度
札幌陸運局自動車部通運課／編
〔札幌〕　〔札幌陸運局自動車部通運課〕　１９５

７９ｐ　２５×３５ｃｍ

昭和２７年度
 
680/U/444 1107534446 

◆680
通運事業運賃料金の改訂について
全国通運業連盟／〔編〕

〔出版地不明〕　全国通運業連盟　１９５９

２０ｐ　２１ｃｍ
 
680/U/669 1107536698 

◆680
通運事業者要覧　-札幌陸運局管内-　昭和２６年
６月１日現在
運輸省札幌陸運局／〔編〕

〔札幌〕　〔運輸省札幌陸運局〕　１９５１

７５ｐ　２５ｃｍ

昭和２６年６月１日現在
 
680/U/489 1107534891 

◆680
通運辞典
運輸調査局／編

東京　小運送協会　１９５２

８８７ｐ　図版　表　１９ｃｍ

運送－辞書
 
680/U/1005 1107540054 

◆680
通運セールス
梅木　通徳／〔編〕

〔札幌〕　北海道通運協会　１９６８

３８ｐ　２６ｃｍ
 
680/U/502 1107535021 

◆680
通運年鑑　昭和２６年版
運輸新聞社／編

東京　運輸新聞社　１９５１

１冊　１９ｃｍ

昭和２６年版

日本－交通－年鑑
 
680/U/1295 1107542951 

◆680

通運年鑑　昭和２５年版
東京　運輸新聞社　１９５０．５

１冊　１９ｃｍ

昭和２５年版

日本－交通－年鑑
 
680/U/1294 1107542944 

◆680
通運業における労働者の労働時間と賃金
寺村　武／〔著〕
〔出版地不明〕　〔寺村武〕　１９６８
ｐ３６～５８，５３～７０　２６ｃｍ
『北海道労働研究』第１０４号・第１０６号抜刷の
合綴 
680/U/868 1107538686 

◆680
通運史　第６巻
通運業務研究会／編

東京　通運業務研究会　１９５６．８

１９ｃｍ

(通運読本)

第６巻
 
680/U/943 1107539437 

◆680
通常国会説明資料　第１０回通常
運輸省自動車局／〔編〕
〔出版地不明〕　〔運輸省自動車局〕　１９５１
４６ｐ　２５ｃｍ
謄写版
第１０回通常 
680/U/814 1107538140 

◆680
通常国会説明資料　第１３回通常
運輸省自動車局／〔編〕
〔出版地不明〕　〔運輸省自動車局〕　１９５１
２６９ｐ　２５ｃｍ
謄写版
第１３回通常 
680/U/812 1107538124 

◆680
通常総会次第　昭和５３年度
東京都トラック協会多摩支部／〔編〕
〔多摩〕　東京都トラック協会多摩支部　１９７８
２１ｐ　２５ｃｍ
会期・会場：昭和５３年６月４日　三多摩自動車会
館　付：支部役員名簿（１枚）
昭和５３年度 
680/U/855 1107538553
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◆680
津軽海峡連絡船交通調査団報告書　-北海道開発計
画調査・交通輸送需要想定調査-
北海道開発局開発調査課／〔編〕

北海道開発局開発調査課　１９６７はしがき

１９２ｐ　２５ｃｍ
 
680/U/343 1107533430 

◆680
定款
札幌地区自家用自動車協会／〔編〕
〔札幌〕　札幌地区自家用自動車協会　１９６４
８ｐ　１９ｃｍ
運輸大臣許可昭和３９年５月２１日官政第５３１号 
680/U/1558 1107545582 

◆680
帝国運輸建造趣旨
北海道中央運送社／編

札幌　北海道中央運送社　１９２７

１４９ｐ　２３ｃｍ

北海道小運送史科
 
680/U/979 1107539791 

◆680
帝国鉄道発達史
杉　謙二／編

東京　杉謙二　１９２２

２２２，１１４，１２３ｐ　３０ｃｍ
 
680/U/541 1107535419 

◆680
帝国鉄道大観
帝国鉄道大観編纂局／編

東京　運輸日報社　１９２７

１冊　２５ｃｍ
 
680/U/1241 1107542415 

◆680
帝国鉄道年鑑　昭和３年版
帝国鉄道協会／編

東京　帝国鉄道協会出版部　１９２８．５

６９０ｐ　２３ｃｍ

創立３０年記念（１枚）　日本全国鉄道線路図

昭和３年版

鉄道－日本－年鑑
 
680/U/1261 1107542613 

◆680
停車場一覧　昭和４１年３月現在
東京　日本国有鉄道　１９６６

４７２，１３３ｐ　２７ｃｍ

昭和４１年３月現在

駅
 
680/U/1432 1107544320 

◆680
停車場一覧　昭和４７年１０月１４日現在
東京　日本国有鉄道　１９７２

５７４，１３５ｐ　２７ｃｍ

昭和４７年１０月１４日現在

駅
 
680/U/1433 1107544338 

◆680
停車場一覧　昭和２７年３月１日現在
日本国有鉄道／〔編〕

東京　日本国有鉄道　１９５２

７４０ｐ　２１ｃｍ

昭和２７年３月１日現在
 
680/U/1099 1107540997 

◆680
停車場一覧索引　昭和２７年３月１日現在
日本国有鉄道／〔編〕

東京　日本国有鉄道　１９５２

１２８ｐ　２１ｃｍ

昭和２７年３月１日現在
 
680/U/1100 1107541003 

◆680
停車場営業範囲一覧　昭和４５年１０月１日
日本国有鉄道旅客局／〔編〕
〔出版地不明〕　〔日本国有鉄道旅客局〕　１９７
０
３８２ｐ　２６ｃｍ
昭和４５年１０月１日 
680/U/722 1107537225 

◆680
天塩線殉難者の碑
写真１葉　１１×８ｃｍ
「嗚呼天塩線工事殉難者之碑」写真１葉。　日本国
有鉄道事業用封筒に札幌貨物ターミナル略図，根室
本線金山・東鹿越間付替工事平面図あり 
680/U/1708 1108744515 

◆680
手帳
梅木　通徳
１冊　１３×９ｃｍ
所蔵資料の書き込み一覧Ｎｏ．１～６５５，その他
Ｎｏ．１～４８までの一覧
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680/U/1707 1108744416 

◆680
鉄道
渡辺　公平／著

東京　岩崎書店　１９５５

１８０ｐ　図版　２２ｃｍ

(産業教育双書　１１)
 
680/U/684 1107536847
 

◆680
鉄道
平井　喜久松／著

東京　岩波書店　１９３６

２９５，１０ｐ　１８ｃｍ

(岩波全書　７５)
 
680/U/1346 1107543462
 

◆680
鉄道　-鉄道業生産性視察団報告書-
東京　日本生産性本部　１９５８

２４０ｐ　図版　地図　２６ｃｍ

(Ｐｒｏｄｕｃｔｉｖｉｔｙ　ｒｅｐｏｒｔ　第３

４)

鉄道－アメリカ合衆国
 
680/U/1451 1107544510
 

◆680
鉄道
本島　三郎／著

東京　鉄道図書刊行会　１９６２．１２

２８７ｐ　２９ｃｍ
 
680/U/540 1107535401
 

◆680
鉄道委託業務講習資料
日本国有鉄道北海道支社／監修

〔札幌〕　北海道通運業連盟　１９６９

７３ｐ　２５ｃｍ
 
680/U/287 1107532879
 

◆680
鉄道一瞥
鉄道省／〔編〕

東京　鉄道省　１９２１．１０

１７６ｐ　２３ｃｍ

折込図１枚
 
680/U/1085 1107540856
 

◆680
鉄道運送取扱事務要覧

日本運送株式会社／編

東京　日本運送　１９１９．１

１３１，１２，１１ｐ　２３ｃｍ
 
680/U/670 1107536706
 

◆680
鉄道運賃制度調査会答申　-貨物等級制度について
の答申-
鉄道運賃制度調査会／〔編〕

〔東京〕　〔鉄道運賃制度調査会〕　１９５９

７４ｐ　２６ｃｍ
 
680/U/839 1107538397
 

◆680
鉄道運賃制度調査会答申案
鉄道運賃制度調査会／〔編〕

〔東京〕　〔鉄道運賃制度調査会〕　１９５９

１１１ｐ　２５ｃｍ
 
680/U/840 1107538405
 

◆680

鉄道運賃改訂資料　１

日本国有鉄道／〔編〕

〔東京〕　〔日本国有鉄道〕　１９５６

６ｐ　２５×３６ｃｍ

１
 
680/U/827 1107538272
 

◆680

鉄道運賃改訂資料　２

日本国有鉄道／〔編〕

〔東京〕　〔日本国有鉄道〕　１９５６

２９ｐ　２５×３０ｃｍ

２
 
680/U/828 1107538280
 

◆680

鉄道運賃改訂資料　３

日本国有鉄道／〔編〕

〔東京〕　〔日本国有鉄道〕　１９５６

２９ｐ　２５×３０ｃｍ

３
 
680/U/829 1107538298
 

◆680

鉄道運賃改訂資料　４

日本国有鉄道／〔編〕

〔東京〕　〔日本国有鉄道〕　１９５６

４０ｐ　２５×３０ｃｍ

４
 
680/U/830 1107538306


- 68 -



分類順目録　　　　　〔　　　　　　　　　　　〕北方図書 680～680 

◆680
鉄道運賃改訂資料　-貨物運賃改訂要綱-
〔出版地不明〕　〔出版者不明〕　１９６１

１２ｐ　２５×３６ｃｍ
 
680/U/832 1107538322 

◆680
鉄道運賃改訂資料　-貨物運賃改訂要綱-
〔出版地不明〕　〔出版者不明〕　１９６１

１６ｐ　２５×３６ｃｍ
 
680/U/831 1107538314 

◆680
鉄道運賃論
高橋　秀雄／著

東京　鉄道研究社　１９２８

７２１ｐ　２０ｃｍ
 
680/U/1470 1107544700 

◆680
鉄道運輸読本
鉄道業務研究会／著　輸送局管理課／監修

東京　交英社　１９５２．３

３８１ｐ　２２ｃｍ
 
680/U/929 1107539296 

◆680
鉄道営業法鉄道運輸規程註釈
鉄道省運輸課／〔編〕
〔出版地不明〕　〔鉄道省運輸局〕　１９３３
１７６ｐ　２２ｃｍ 
680/U/1443 1107544437 

◆680
鉄道営業法ノ制定
鉄道省／編

東京　鉄道省　１９３６

１２９ｐ　２２ｃｍ

(主要法令ノ沿革及資料　第１輯)
 
680/U/1446 1107544460 

◆680
鉄道営業
津田　弘孝／著

東京　鉄道研究社　１９５４．２

５１９ｐ　２２ｃｍ
 
680/U/808 1107538082 

◆680
鉄道英語会話

札幌鉄道局／〔編〕

〔札幌〕　〔札幌鉄道局〕　〔１９－－〕

１３１ｐ　１９ｃｍ
 
680/U/122 1107531228 

◆680
鉄道沿革史　-一名「鉄道の沿革と内閣通史」-
富岡　信仰／著

東京　通文閣　１９３５

１９８ｐ　図版　１８ｃｍ

鉄道－日本－歴史
 
680/U/1089 1107540898 

◆680
鉄道開通前に於ける札幌小樽間交通史稿
梅木　通徳／著

〔１７ｐ〕　２６ｃｍ

謄写刷
 
680/U/1669 1108743962 

◆680
鉄道貨物運賃等級大全　下巻
日本国有鉄道／編

東京　日本国有鉄道　１９５３

３２１ｐ　図版　２７ｃｍ

下巻

鉄道運賃
 
680/U/1275 1107542753 
680/U/1484 1107544841 

◆680
鉄道貨物運賃等級並粁程便覧
鉄道時報局／編

東京　鉄道時報局　１９３０

２７０，５７ｐ　１８ｃｍ
 
680/U/1467 1107544676 

◆680
鉄道貨物運賃
高橋秀雄／著

東京　鉄道書院　１９３４

５６５，２３ｐ　２３ｃｍ
 
680/U/1108 1107541086 

◆680
鉄道貨物運賃等級大全　上巻
日本国有鉄道／編

東京　日本国有鉄道　１９５４序

２２３ｐ　２７ｃｍ

上巻

鉄道運賃
 
680/U/1274 1107542746
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680/U/1483 1107544833 

◆680
鉄道貨物運賃等級制度の構成
〔出版地不明〕　〔営業局貨物課〕　１９５２

５５ｐ　２５ｃｍ
 
680/U/1529 1107545293 

◆680
鉄道貨物運賃改正記録
日本国有鉄道／編

〔東京〕　〔日本国有鉄道〕　１９５７

３６６ｐ　２６ｃｍ
 
680/U/844 1107538447 

◆680
鉄道貨物運送論
佐藤　英夫／著
〔出版地不明〕　〔佐藤英夫〕　〔出版年不明〕
３１２，２０ｐ　２３ｃｍ 
680/U/988 1107539882 

◆680
鉄道貨物運賃史　１－５
鉄道局貨物課／〔編〕
〔東京〕　〔鉄道省運輸局〕　〔１９４－〕
１冊　２６ｃｍ
「貨物情報」第１７巻８月号，１０月号，１１月号
，１２月号，第１８巻１月号の抜粋合綴
１－５ 
680/U/523 1107535237 

◆680
鉄道貨物営業　-出貨誘致を中心に-
市川　武雄／著

仙台　江馬印刷所　１９５５．８

２６１ｐ　２２ｃｍ
 
680/U/928 1107539288 

◆680
鉄道貨物貨車法規全集並解釈
亀山　徳一／著

第５版

東京　東洋書籍出版会　１９２１．２

７５０ｐ　２０ｃｍ
 
680/U/1523 1107545236 

◆680
鉄道貨物事務
宮崎信之助／著

再版


東京　鉄道講習会　１９２１

３３０ｐ　１９ｃｍ
 
680/U/1431 1107544312 

◆680
鉄道貨物賃率制度論
高橋秀雄／著

東京　鉄道教育会　１９４３

７８２，３５，１６ｐ　２２ｃｍ

附：国有鉄道運賃等級規則　他３篇
 
680/U/1106 1107541060 

◆680
鉄道貨物輸送実績
札幌　日本国有鉄道北海道支社　〔１９５５－１９
６０〕
３枚　２６×３６ｃｍ
昭和３０年度，３４年度，３５年度 
680/U/1632 1108634252 

◆680
鉄道貨物輸送年報　昭和３１年度版
日本国有鉄道北海道支社／編

札幌　日本国有鉄道北海道支社　１９５７

１９３ｐ　２６ｃｍ

昭和３１年度版
 
680/U/170 1107531707 

◆680
鉄道貨物輸送年報　昭和３６年度
日本国有鉄道北海道支社／編

札幌　日本国有鉄道北海道支社　１９６２

３８９ｐ　２６ｃｍ

昭和３６年度
 
680/U/175 1107531756 

◆680
鉄道貨物輸送年報　昭和３８年度
日本国有鉄道北海道支社／編

札幌　日本国有鉄道北海道支社　１９６４

３５５ｐ　２６ｃｍ

昭和３８年度
 
680/U/57 1107530576 

◆680
鉄道貨物輸送年報　昭和３９年度
日本国有鉄道北海道支社／編

札幌　日本国有鉄道北海道支社　１９６５

３７３ｐ　２６ｃｍ

昭和３９年度
 
680/U/58 1107530584
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◆680
鉄道貨物輸送年報　昭和４０年度
日本国有鉄道北海道支社／編

札幌　日本国有鉄道北海道支社　１９６６

４１９ｐ　２６ｃｍ

昭和４０年度
 
680/U/59 1107530592 

◆680
鉄道貨物輸送年報　昭和４１年度
日本国有鉄道北海道支社／編

札幌　日本国有鉄道北海道支社　１９６７

６０９ｐ　２６ｃｍ

昭和４１年度
 
680/U/60 1107530600 

◆680
鉄道貨物輸送大全
日本国有鉄道西部総支配人室／〔編〕

門司　門鉄文化会　１９５４．３

６１１ｐ　２２ｃｍ
 
680/U/1006 1107540062 

◆680
鉄道貨物輸送年報　昭和３７年度
国鉄北海道支社／〔編〕
〔札幌〕　〔日本国有鉄道北海道支社〕　１９６２
３９５ｐ　２６ｃｍ
(北支業務資料　Ｎｏ．３)
昭和３７年度 
680/U/56 1107530568 

◆680
鉄道貨物輸送年報　昭和４２年度
国鉄北海道支社／〔編〕
〔札幌〕　〔日本国有鉄道北海道支社〕　１９６７
４５９ｐ　２５ｃｍ
昭和４２年度 
680/U/61 1107530618 

◆680
鉄道貨物輸送年報　昭和４３年度
国鉄北海道支社／〔編〕
〔札幌〕　〔日本国有鉄道北海道支社〕　１９６８
３６３ｐ　２５ｃｍ
昭和４３年度 
680/U/62 1107530626 

◆680
鉄道貨物輸送年報　昭和４４年度
国鉄北海道支社／〔編〕

〔札幌〕　〔日本国有鉄道北海道支社〕　１９６９
３４９ｐ　２５ｃｍ
昭和４４年度 
680/U/63 1107530634 

◆680
鉄道貨物輸送年報　昭和４５年度
国鉄北海道総局／〔編〕
〔札幌〕　〔日本国有鉄道北海道総局〕　１９７０
３８７ｐ　２５ｃｍ
昭和４４年度までの編者：国鉄北海道支社
昭和４５年度 
680/U/64 1107530642 

◆680
鉄道貨物輸送年報　昭和４６年度
国鉄北海道総局／〔編〕
〔札幌〕　〔日本国有鉄道北海道総局〕　１９７１
４２３ｐ　２５ｃｍ
昭和４６年度 
680/U/65 1107530659 

◆680
鉄道貨物輸送年報　昭和４７年度
国鉄北海道総局／〔編〕
〔札幌〕　〔日本国有鉄道北海道総局〕　１９７２
４９９ｐ　２５ｃｍ
昭和４７年度 
680/U/66 1107530667 

◆680
鉄道貨物輸送年報　昭和４８年度
国鉄北海道総局／〔編〕
〔札幌〕　〔日本国有鉄道北海道総局〕　１９７３
５３１ｐ　２６ｃｍ
昭和４８年度 
680/U/67 1107530675 

◆680
鉄道貨物輸送年報　昭和４９年度
国鉄北海道総局／〔編〕
〔札幌〕　〔日本国有鉄道北海道総局〕　１９７４
４４９ｐ　２６ｃｍ
昭和４９年度 
680/U/68 1107530683 

◆680
鉄道貨物輸送年報　昭和５０年度
国鉄北海道総局／〔編〕
〔札幌〕　〔日本国有鉄道北海道総局〕　１９７５
４４９ｐ　２６ｃｍ
昭和５０年度
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680/U/69 1107530691 

◆680
鉄道貨物輸送年報　昭和５１年度
国鉄北海道総局／〔編〕
〔札幌〕　〔日本国有鉄道北海道総局〕　１９７６
４８１ｐ　２６ｃｍ
昭和５１年度 
680/U/70 1107530709 

◆680
鉄道貨物輸送年報　昭和５２年度
国鉄北海道総局／〔編〕
〔札幌〕　〔日本国有鉄道北海道総局〕　１９７７
４６９ｐ　２６ｃｍ
昭和５２年度 
680/U/71 1107530717 

◆680
鉄道貨物輸送年報　昭和５３年度
国鉄北海道総局／〔編〕
〔札幌〕　〔日本国有鉄道北海道総局〕　１９７８
４４５ｐ　２６ｃｍ
昭和５３年度 
680/U/72 1107530725 

◆680
鉄道貨物輸送年報　昭和３０年度
国鉄北海道総支配人／〔編〕
〔札幌〕　日本国有鉄道北海道総支配人　１９５６
２１１ｐ　２６ｃｍ
昭和３０年度 
680/U/169 1107531699 

◆680
鉄道貨物輸送年報　昭和３２年度
国鉄北海道支社／〔編〕

〔札幌〕　日本国有鉄道北海道支社　１９５８

２２９ｐ　２６ｃｍ

昭和３２年度
 
680/U/171 1107531715 

◆680
鉄道貨物輸送年報　昭和３３年度
国鉄北海道支社／〔編〕

〔札幌〕　日本国有鉄道北海道支社　１９５９

２２５ｐ　２６ｃｍ

昭和３３年度
 
680/U/172 1107531723 

◆680

鉄道貨物輸送年報　昭和３４年度
国鉄北海道支社／〔編〕

〔札幌〕　日本国有鉄道北海道支社　１９６０

２６５ｐ　２６ｃｍ

昭和３４年度
 
680/U/173 1107531731 

◆680
鉄道貨物輸送年報　昭和３５年度
国鉄北海道支社／〔編〕

〔札幌〕　日本国有鉄道北海道支社　１９６１

２９９ｐ　２６ｃｍ

昭和３５年度
 
680/U/174 1107531749 

◆680
鉄道貨物輸送年報　昭和５４年度
国鉄北海道総局／〔編〕

〔札幌〕　日本国有鉄道北海道総局　１９８０

４４８ｐ　２６ｃｍ

昭和５４年度
 
680/U/176 1107531764 

◆680
鉄道関係蔵書目録　-創業百年記念-
梅木　通徳／編

札幌　梅木通徳　１９７１

３２ｐ　２６ｃｍ

(梅木文庫)
 
680/U/120 1107531202 

◆680
鉄道関係年表
〔梅木　通徳／著〕
〔札幌〕　〔梅木通徳（製作）〕　〔１９－－〕
２枚　２６ｃｍ 
680/U/1539 1107545392 

◆680
鉄道記事スクラップ
〔札幌〕　〔梅木通徳（製作）〕　〔製作年不明〕
１冊　２９ｃｍ 
680/U/1534 1107545343 

◆680
鉄道記念物ものがたり　
東京　日本国有鉄道　１９６２
６９ｐ　１３×１９ｃｍ
弁慶号機関車、旧手宮機関庫、開拓使号客車の写真
，弁慶号銘板イラストあり 
680/U/1588 1108633932
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◆680
鉄道記念物ものがたり
日本国有鉄道総裁室修史課／編

東京　日本国有鉄道　１９７２．１０

１２４ｐ（図版共）　１３×１８ｃｍ

鉄道１００年記念　１９７２・１０・１４
 
680/U/1291 1107542910 

◆680
鉄道記念物一覧表　昭和４３年６月
日本国有鉄道総裁室修史課／〔編〕
〔出版地不明〕　〔日本国有鉄道総裁室修史課〕　
１９６８
５３ｐ　２６ｃｍ
附：準鉄道記念物
昭和４３年６月 
680/U/1444 1107544445 

◆680
鉄道記念物物語
日本国有鉄道総裁室修史課／編

増補改訂

〔東京〕　日本国有鉄道　１９６７．１０

１０３ｐ　１３×１９ｃｍ

鉄道９５年記念
 
680/U/1078 1107540781 

◆680
鉄道記念物物語
日本国有鉄道総裁室修史課／編

〔東京〕　日本国有鉄道　１９６２まえがき

６９ｐ　１３×１９ｃｍ
 
680/U/1077 1107540773 

◆680
鉄道記念物一覧表
日本国有鉄道総裁室修史課／〔編〕
〔東京〕　〔日本国有鉄道総裁室修史課〕　１９６
８
５３ｐ　２６ｃｍ
附：準鉄道記念物 
680/U/547 1107535476 

◆680
鉄道技術発達史　第１篇
日本国有鉄道

〔東京〕　日本国有鉄道　１９５８

２６９ｐ（図版，表共）　３１ｃｍ

第１篇　総説

鉄道工学－歴史
 
680/U/1389 1107543892 

◆680
鉄道技術発達史　第３篇
日本国有鉄道

〔東京〕　日本国有鉄道　１９５８

７０５ｐ（図版，表共）　３１ｃｍ

第３篇　電気

鉄道工学－歴史
 
680/U/1393 1107543934 

◆680
鉄道技術発達史　第２篇
日本国有鉄道／〔編〕

〔東京〕　日本国有鉄道　１９５９．１

８６４ｐ　３１ｃｍ

第２篇　施設　１

鉄道工学－歴史
 
680/U/1390 1107543900 

◆680
鉄道技術発達史　第２篇
日本国有鉄道／〔編〕

〔東京〕　日本国有鉄道　１９５９．１

ｐ８６５～１４７２　３１ｃｍ

第２篇　施設　２

鉄道工学－歴史
 
680/U/1391 1107543918 

◆680
鉄道技術発達史　第２篇
日本国有鉄道／〔編〕

〔東京〕　日本国有鉄道　１９５９．１

ｐ１４７３～２１２３　３１ｃｍ

第２篇　施設　３

鉄道工学－歴史
 
680/U/1392 1107543926 

◆680
鉄道技術発達史　第４篇
日本国有鉄道／〔編〕

〔東京〕　日本国有鉄道　１９５８．１０

７７２ｐ　３１ｃｍ

第４篇　車両と機械　１

鉄道工学－歴史
 
680/U/1394 1107543942 

◆680
鉄道技術発達史　第４篇
日本国有鉄道／〔編〕

〔東京〕　日本国有鉄道　１９５８．１０

ｐ７７３～１５６５　３１ｃｍ

第４篇　車両と機械　２

鉄道工学－歴史
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680/U/1395 1107543959 

◆680
鉄道技術発達史　第５篇
日本国有鉄道／〔編〕

〔東京〕　日本国有鉄道　１９５８．３

３５６ｐ　３１ｃｍ

第５篇　運転

鉄道工学－歴史
 
680/U/1396 1107543967 

◆680
鉄道技術発達史　第６－８篇
日本国有鉄道／〔編〕

〔東京〕　日本国有鉄道　１９５８．３

３６６ｐ　３１ｃｍ

第６－８篇　船舶・研究・年表

鉄道工学－歴史
 
680/U/1397 1107543975 

◆680
鉄道技術研究所のご案内
〔立川〕　〔鉄道技術研究所〕　１９６０

１枚　１３×２６ｃｍ（折りたたみ）
 
680/U/1054 1107540542 

◆680
鉄道クイズ
交通協力会出版部／編

改訂６版

東京　交通協力会　１９６５

１４１ｐ　１７ｃｍ
 
680/U/1348 1107543488 

◆680
鉄道経済の話
瓜生　卓爾／著

東京　鉄道之日本社　１９３２

２４４ｐ　肖像　２３ｃｍ
 
680/U/799 1107537993 

◆680
鉄道建築ニュース　第３４号
鉄道建築協会／編

東京　鉄道建築協会　１９５２．１０

２０８ｐ　１８ｃｍ

鉄道８０周年特輯

第３４号
 
680/U/1318 1107543181 

◆680

鉄道現業読本　第１１
東京　春秋社　１９３８

２７０ｐ　２２ｃｍ

第１１　陸上小運送読本　後屋敷　保啓／著
 
680/U/668 1107536680 

◆680
鉄道講義要領
関　一／著

東京　同文館　１９０５．１０

２９５，２７ｐ　２４ｃｍ

鉄道
 
680/U/1357 1107543579 

◆680
鉄道交通全書　第１４
東京　春秋社　１９３７

５４６ｐ　２３ｃｍ

第１４　小運送論　中野金次郎／著
 
680/U/677 1107536771 

◆680
鉄道交通全書　第５
東京　春秋社　１９３７

２６８ｐ　２３ｃｍ

第５　鉄道運賃論　増井　幸雄／著
 
680/U/800 1107538009 

◆680
鉄道公報　号外（その７）
東京　日本国有鉄道総裁室文書課　１９７７．３
８ｐ　２６ｃｍ
車輛航送基準規程の一部改正（船達第７号）あり
号外（その７） 
680/U/1611 1108634088 

◆680
鉄道公報　号外
日本国有鉄道／〔編〕

〔東京〕　〔日本国有鉄道〕　１９５７

４４ｐ　２８ｃｍ

号外
 
680/U/949 1107539494 

◆680
鉄道小口貨物について　-小口割増査定基準改訂資
料-
日本国有鉄道／〔編〕

〔東京〕　〔日本国有鉄道〕　１９６１

８ｐ　２６×３７ｃｍ
 
680/U/836 1107538363
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◆680
鉄道小口貨物について　-小口割増査定基準の改訂 
-
日本国有鉄道／〔編〕

〔東京〕　〔日本国有鉄道〕　１９６１

８ｐ　２６ｃｍ
 
680/U/835 1107538355 

◆680
鉄道終戦処理史
東京　日本国有鉄道総裁室外務部　１９５７

１１５２，１０７ｐ　２５ｃｍ

謄写版

鉄道－日本
 
680/U/1468 1107544684 

◆680
鉄道小運送作業実態表
札幌鉄道局／〔編〕

〔札幌〕　札幌鉄道局　１９４８

７ｐ　２６×３６ｃｍ

昭和２３年６月３，４日調査　謄写版
 
680/U/438 1107534388 

◆680
鉄道唱歌物語　-“歌の旅行案内”の生誕と作者を
めぐる人間哀史-
中島　幸三郎／著

東京　交通日本社　１９６４

２０６ｐ　図版　１８ｃｍ

(交日新書)

大和田建樹（１８５７～１９１１）　鉄道唱歌
 
680/U/738 1107537381 

◆680
鉄道資料館ご案内　-北海道の鉄道１００年の歩み 
-
北海道鉄道記念館／〔編〕

小樽　小樽市教育委員会　〔１９８０〕

１枚物（２つ折り）　２６ｃｍ
 
680/U/1582 1108633882 

◆680
鉄道新線建設工事誌　昭和３９年３月から昭和４４
年３
日本鉄道建設公団札幌支社／編

札幌　日本鉄道建設公団札幌支社　１９６９

２７１ｐ　２６ｃｍ

昭和３９年３月から昭和４４年３
 
680/U/1252 1107542522 

◆680
鉄道辞典　上巻
東京　日本国有鉄道　１９５８

９８９ｐ　図版　２７ｃｍ

上巻

鉄道－辞書
 
680/U/1210 1107542100 

◆680
鉄道辞典　下巻
東京　日本国有鉄道　１９５８

９４７ｐ　地図　２７ｃｍ

下巻

鉄道－辞書
 
680/U/1211 1107542118 

◆680
鉄道辞典　補遺版
東京　日本国有鉄道　１９６６

４５４ｐ　２７ｃｍ

補遺版

鉄道－辞書
 
680/U/1212 1107542126 

◆680
鉄道時報記事索引　-大正９年～昭和１２年-
日本国有鉄道総裁室修史課／〔編〕
〔出版地不明〕　〔日本国有鉄道総裁室修史課〕　
１９６４．３
２９２ｐ　２５ｃｍ
日本国有鉄道百年史執筆参考資料 
680/U/1342 1107543421 

◆680
鉄道先人録
日本交通協会／編
東京　日本停車場株式会社出版事業部　１９７２
４６６ｐ　図　肖像　２２ｃｍ
鉄道－名簿 
680/U/1093 1107540930 

◆680
鉄道総論
星野　守之助／著

東京　有信堂　１９５６

１３７ｐ　１８ｃｍ

(文化新書)

鉄道
 
680/U/1347 1107543470 

◆680
鉄道賃率制度論
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高橋　秀雄／著

東京　東洋書館　１９５０

８７８ｐ　２２ｃｍ

鉄道運賃
 
680/U/807 1107538074 

◆680
鉄道停車場一覧　昭和１２年１０月１日現在
鉄道省／編

東京　川口印刷所出版部　１９３７

５５１，９５ｐ　２２ｃｍ

昭和１２年１０月１日現在
 
680/U/1098 1107540989 

◆680
鉄道停車場一覧　昭和９年１２月１５日現在
鉄道省／編

東京　川口印刷所出版部　１９３５

４８４，８５ｐ　図版１３ｐ　２２ｃｍ

昭和９年１２月１５日現在
 
680/U/1097 1107540971 

◆680
鉄道停車場一覧　昭和２１年３月３１日現在
運輸省鉄道総局／〔編〕

〔東京〕　〔運輸省鉄道総局〕　１９４６

１０７ｐ　２１ｃｍ

昭和２１年３月３１日現在
 
680/U/1096 1107540963 

◆680
鉄道照る日曇る日　-随筆-
津田　弘孝／著

東京　鉄道研究社　１９５５

１６７ｐ　２１ｃｍ
 
680/U/1266 1107542662 

◆680
鉄道と自然との闘ひ
岡田　信次／著

東京　春秋社松柏館　１９４３．１１

２０９ｐ　１９ｃｍ

(春秋社教養叢書)
 
680/U/1366 1107543660 

◆680
鉄道と自動車　-１億２０００万人の交通計画-
角本　良平／著

東京　日本経済新聞社　１９６８

２０７ｐ　１８ｃｍ

(日経新書)

交通政策
 

680/U/1344 1107543447 

◆680
鉄道と通運
貨物事務研究会／編
〔出版地不明〕　〔貨物事務研究会〕　１９５４．
１
２０２ｐ　１９ｃｍ 
680/U/673 1107536730 

◆680
鉄道統計年報　昭和２７年度
旭川鉄道管理局／編

旭川　旭川鉄道管理局　１９５３

２２０ｐ　２６ｃｍ

昭和２７年度
 
680/U/257 1107532572 

◆680
鉄道統計年報　昭和２８年度
旭川鉄道管理局／編

旭川　旭川鉄道管理局　１９５４

２８２ｐ　２６ｃｍ

昭和２８年度
 
680/U/258 1107532580 

◆680
鉄道統計年報　昭和２９年度
旭川鉄道管理局／編

旭川　旭川鉄道管理局　１９５５

３７６ｐ　２６ｃｍ

昭和２９年度
 
680/U/259 1107532598 

◆680
鉄道統計年報　昭和３１年度
旭川鉄道管理局／編

旭川　旭川鉄道管理局　１９５７

４５６ｐ　２６ｃｍ

昭和３１年度
 
680/U/261 1107532614 

◆680
鉄道統計年報　昭和３２年度　第１編
日本国有鉄道北海道支社／編

札幌　日本国有鉄道北海道支社　１９５７

２８６ｐ　２６ｃｍ

昭和３２年度　第１編
 
680/U/262 1107532622 

◆680
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鉄道統計年報　昭和３３年度　第１編
日本国有鉄道北海道支社／編

札幌　日本国有鉄道北海道支社　１９５８

３１０ｐ　２６ｃｍ

昭和３３年度　第１編
 
680/U/263 1107532630 

◆680
鉄道統計年報　昭和３４年度　第１編
日本国有鉄道北海道支社／編

札幌　日本国有鉄道北海道支社　１９５９

３７４ｐ　２６ｃｍ

昭和３４年度　第１編
 
680/U/264 1107532648 

◆680
鉄道統計年報　昭和３５年度　第１編
日本国有鉄道北海道支社／編

札幌　日本国有鉄道北海道支社　１９６０

２２７ｐ　２６ｃｍ

昭和３５年度　第１編
 
680/U/265 1107532655 

◆680
鉄道統計年報　昭和３５年度　第２編
日本国有鉄道北海道支社／編

札幌　日本国有鉄道北海道支社　１９６０

２５３ｐ　２６ｃｍ

昭和３５年度　第２編
 
680/U/266 1107532663 

◆680
鉄道統計年報　昭和３６年度　第１編
日本国有鉄道北海道支社／編

札幌　日本国有鉄道北海道支社　１９６１

１９３ｐ　２６ｃｍ

昭和３６年度　第１編
 
680/U/267 1107532671 

◆680
鉄道統計年報　昭和３６年度　第３編
日本国有鉄道北海道支社／編

札幌　日本国有鉄道北海道支社　１９６１

１０９ｐ　２６ｃｍ

昭和３６年度　第３編
 
680/U/271 1107532713 

◆680
鉄道統計年報　昭和３７年度　第１編
日本国有鉄道北海道支社／編

札幌　日本国有鉄道北海道支社　１９６３

３４１ｐ　２６ｃｍ


昭和３７年度　第１編 
680/U/268 1107532689 

◆680
鉄道統計年報　昭和３７年度　第３編
日本国有鉄道北海道支社／編

札幌　日本国有鉄道北海道支社　１９６３

１０５ｐ　２６ｃｍ

昭和３７年度　第３編
 
680/U/272 1107532721 

◆680
鉄道統計年報　昭和３８年度　第１編
日本国有鉄道北海道支社／編

札幌　日本国有鉄道北海道支社　１９６４

３４３ｐ　２６ｃｍ

昭和３８年度　第１編
 
680/U/269 1107532697 

◆680
鉄道統計年報　昭和３８年度　第３編
日本国有鉄道北海道支社／編

札幌　日本国有鉄道北海道支社　１９６４

１０３ｐ　２６ｃｍ

昭和３８年度　第３編
 
680/U/273 1107532739 

◆680
鉄道統計年報　昭和４０年度　第１編
日本国有鉄道北海道支社／編

札幌　日本国有鉄道北海道支社　１９６６

３０９ｐ　２６ｃｍ

昭和４０年度　第１編
 
680/U/274 1107532747 

◆680
鉄道統計年報　昭和４１年度　第１編
日本国有鉄道北海道支社／編

札幌　日本国有鉄道北海道支社　１９６７

２９９ｐ　２６ｃｍ

昭和４１年度　第１編
 
680/U/275 1107532754 

◆680
鉄道統計年報　昭和４１年度　第３編
日本国有鉄道北海道支社／編

札幌　日本国有鉄道北海道支社　１９６７

１０３ｐ　２６ｃｍ

昭和４１年度　第３編
 
680/U/470 1107534701
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◆680
鉄道統計年報　昭和４２年度　第１編
日本国有鉄道北海道支社／編

札幌　日本国有鉄道北海道支社　１９６８

２９４ｐ　２６ｃｍ

昭和４２年度　第１編
 
680/U/276 1107532762 

◆680
鉄道統計年報　昭和４２年度　第３編
日本国有鉄道北海道支社／編

札幌　日本国有鉄道北海道支社　１９６８

１０３ｐ　２６ｃｍ

昭和４２年度　第３編
 
680/U/471 1107534719 

◆680
鉄道統計年報　昭和４３年度　第１編
日本国有鉄道北海道支社／編

札幌　日本国有鉄道北海道支社　１９６９

３０５ｐ　２６ｃｍ

昭和４３年度　第１編
 
680/U/277 1107532770 

◆680
鉄道統計年報　昭和４３年度　第３編
日本国有鉄道北海道支社／編

札幌　日本国有鉄道北海道支社　１９６９

８５ｐ　２６ｃｍ

昭和４３年度　第３編
 
680/U/472 1107534727 

◆680
鉄道統計年報　昭和４４年度　第１編
日本国有鉄道北海道支社／編

札幌　日本国有鉄道北海道支社　１９７０

２７９ｐ　２６ｃｍ

昭和４４年度　第１編
 
680/U/278 1107532788 

◆680
鉄道統計年報　昭和４５年度　第１編
日本国有鉄道北海道支社／編

札幌　日本国有鉄道北海道支社　１９７１

２９３ｐ　２６ｃｍ

昭和４５年度　第１編
 
680/U/279 1107532796 

◆680
鉄道統計年報　昭和４６年度
日本国有鉄道北海道支社／編

札幌　日本国有鉄道北海道支社　１９７２


２５３ｐ　２６ｃｍ

昭和４６年度
 
680/U/280 1107532804 

◆680
鉄道統計年報　昭和４７年度
日本国有鉄道北海道支社／編

札幌　日本国有鉄道北海道支社　１９７３

２７１ｐ　２６ｃｍ

昭和４７年度
 
680/U/281 1107532812 

◆680
鉄道統計年報　昭和４８年度
日本国有鉄道北海道総局／編

札幌　日本国有鉄道北海道総局　１９７４

２７１ｐ　２６ｃｍ

昭和４８年度
 
680/U/282 1107532820 

◆680
鉄道統計年報　昭和４９年度
日本国有鉄道北海道支社／編

札幌　日本国有鉄道北海道支社　１９７５

２７５ｐ　２６ｃｍ

昭和４９年度
 
680/U/283 1107532838 

◆680
鉄道統計年報　昭和５０年度
日本国有鉄道北海道支社／編

札幌　日本国有鉄道北海道支社　１９７６

２７１ｐ　２６ｃｍ

昭和５０年度
 
680/U/284 1107532846 

◆680
鉄道統計研究　-我国鉄道の経済的観察-
瓜生　卓爾／著

東京　鉄道生活社　１９２９

２９０，２０，６ｐ　図版１６枚　２３ｃｍ
 
680/U/678 1107536789 

◆680
鉄道統計年報　昭和３２年度
日本国有鉄道事務管理統計部／〔編〕
〔東京〕　〔日本国有鉄道事務管理統計部〕　１９
５９凡例
２４４ｐ　２６ｃｍ
附：累計表
昭和３２年度 
680/U/1521 1107545210
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◆680
鉄道統計年報　昭和４３年度
日本国有鉄道コンピューター部／編
東京　日本国有鉄道コンピューター部　１９６９．
３
２４７ｐ　２７ｃｍ
附：累計表
昭和４３年度 
680/U/1522 1107545228 

◆680
鉄道統計利用の手引
札幌鉄道管理局経理局情報管理室／〔編〕
〔札幌〕　札幌鉄道管理局経理部情報管理室　１９
７８
３４ｐ　２６×３７ｃｍ
謄写版 
680/U/436 1107534362 

◆680
鉄道統計年報　昭和３９年度　第３編
北海道地方自動車事務所／編さん
〔札幌〕　日本国有鉄道北海道支社　１９６５．１
１
１０３ｐ　２６ｃｍ
昭和３９年度　第３編　自動車 
680/U/468 1107534685 

◆680
鉄道統計年報　昭和４０年度　第３編
北海道地方自動車事務所／編さん
〔札幌〕　日本国有鉄道北海道支社　１９６６．９
１０３ｐ　２６ｃｍ
昭和４０年度　第３編　自動車 
680/U/469 1107534693 

◆680
鉄道統計年報　昭和４４年度　第３編
日本国有鉄道北海道総局／〔編〕
〔札幌〕　〔日本国有鉄道北海道総局〕　１９７０
８３ｐ　２６ｃｍ
昭和４４年度　第３編　自動車 
680/U/473 1107534735 

◆680
鉄道統計年報　昭和３０年度
経理部会計課／編

旭川　旭川鉄道管理局　１９５６．９

３７２ｐ　２７ｃｍ

昭和３０年度
 
680/U/260 1107532606 

◆680
鉄道統計年報　-旭川地方-　昭和２６年度
経理部会計課／編

旭川　日本国有鉄道旭川鉄道管理局　１９５２

１９６ｐ　２６ｃｍ

昭和２６年度
 
680/U/256 1107532564 

◆680
鉄道統計累年表
鉄道省経理局／〔編〕

〔東京〕　鉄道省経理局　１９３１

２２３ｐ　３１ｃｍ
 
680/U/156 1107531566 

◆680
鉄道統計年報　昭和３９年度　第１編
北海道支社事務管理統計課／編
〔札幌〕　日本国有鉄道北海道支社　１９６４
２９１ｐ　２６ｃｍ
昭和３９年度　第１編　鉄道（運輸）・公安・運転 
680/U/270 1107532705 

◆680
鉄道年表
原田　笹一郎／編

東京　鉄道教育会　１９３９

６３６ｐ　１６ｃｍ
 
680/U/783 1107537837 

◆680
鉄道の実際知識
岩崎　磯五郎／著

東京　春秋社　１９３６

３５７ｐ　２０ｃｍ
 
680/U/1271 1107542712 

◆680
鉄道の先覚谷暘卿之生涯
日本国有鉄道史料整備懇談会／編

東京　交通協力会　１９５９

６３ｐ　図版　１９ｃｍ

谷暘卿（１８１５～１８８５）
 
680/U/1319 1107543199 

◆680
鉄道の日本
東京　交通博物館　１９６４

図版１７６ｐ　解説１７９ｐ　３１ｃｍ

東海道新幹線開通記念出版
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鉄道－日本－歴史 
680/U/539 1107535393 

◆680
鉄道の発生発達及び将来
中島　九郎／著

札幌　中島九郎　１９５６．２

４２ｐ　２１ｃｍ

『札幌短期大学論集』第１号抜刷
 
680/U/1095 1107540955 

◆680
鉄道の輸送構造　-平均輸送粁の分析-
運輸調査局／〔編〕

〔出版地不明〕　〔運輸調査局〕　１９６０

１４２ｐ　２５ｃｍ

(調査資料第３７５号（経５６）)
 
680/U/850 1107538504 

◆680
鉄道８０年記展
札幌　須田印刷（印刷）　〔出版年不明〕
１枚物　１９×２６ｃｍ
鉄道歴史のあらまし，　岩見沢札幌小樽駅列車時刻
表あり 
680/U/1569 1108633619 

◆680
鉄道８８年の歩み
日本国有鉄道／〔編〕

〔東京〕　〔日本国有鉄道〕　１９６０．１０

２４ｐ　２６ｃｍ
 
680/U/1030 1107540302 

◆680
鉄道百年　-エピソード　汽笛一声-
和田　和男／著

東京　新人物往来社　１９７０

２６１ｐ　図版　１９ｃｍ

鉄道－日本－歴史
 
680/U/801 1107538017 

◆680
鉄道１００年　-汽笛一声からひかり号まで-
東京　毎日新聞社　１９６８．５

１５４ｐ　３４ｃｍ

『毎日グラフ』臨時増刊（第２１年第２２号）
 
680/U/948 1107539486 

◆680
鉄道１００景　-走りつづけて１世紀-　上巻

交通新聞／編

東京　交通協力会出版部　１９７２．８

２９０ｐ　１９ｃｍ

上巻

鉄道－日本－歴史
 
680/U/803 1107538033 

◆680
鉄道１００景　-走りつづけて１世紀-　下巻
交通新聞／編

東京　交通協力会出版部　１９７２．９

２４２ｐ　１９ｃｍ

下巻

鉄道－日本－歴史
 
680/U/804 1107538041 

◆680
鉄道不滅論　-公益交通優先のために-
青木慶一／著

東京　運輸研究会　１９６３

３３１ｐ　１８ｃｍ

(運研新書)

鉄道
 
680/U/739 1107537399 

◆680
鉄道防雪林の研究
鷲谷　滝雄／著

〔出版地不明〕　営林作業研究会　１９５３

９７ｐ　２６ｃｍ
 
680/U/400 1107534008 

◆680
鉄道豆百科
改訂第４版

東京　交通協力会　１９７５

１５２ｐ　１７ｃｍ

年表・鉄道の歩み：ｐ１４１－１５２

鉄道－日本
 
680/U/1343 1107543439 

◆680
鉄道豆百科
交通協力会出版部／編

改訂第３版

東京　交通協力会　１９７３．１０

１９０ｐ　１７ｃｍ
 
680/U/740 1107537407 

◆680
鉄道物語
鷹司平通／著
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東京　サンケイ新聞出版局　１９６４

２１８ｐ　１８ｃｍ

(ヒット・ブックス)

鉄道－日本
 
680/U/733 1107537332 

◆680
鉄道輸送の現状　-鉄道の輸送力は限界に来た-
日本国有鉄道／〔編〕

〔東京〕　〔日本国有鉄道〕　１９５６

１５ｐ　２６ｃｍ
 
680/U/688 1107536888 

◆680
鉄道要覧　-札幌地方編-　昭和２７年度
日本国有鉄道札幌鉄道管理局／編
札幌　日本国有鉄道札幌鉄道管理局　１９５４
１５３ｐ　１５ｃｍ
昭和２７年度 
680/U/178 1107531780 

◆680
鉄道要覧　-札幌地方編-　昭和２８年度
日本国有鉄道札幌鉄道管理局／編
札幌　日本国有鉄道札幌鉄道管理局　１９５５
３４８ｐ　２１ｃｍ
昭和２８年度 
680/U/179 1107531798 

◆680
鉄道要覧　-札幌地方編-　昭和２９年度
日本国有鉄道札幌鉄道管理局／編
札幌　日本国有鉄道札幌鉄道管理局　１９５６
３３６ｐ　１５ｃｍ
昭和２９年度 
680/U/180 1107531806 

◆680
鉄道要覧　昭和３６年度
日本国有鉄道北海道支社／編

札幌　日本国有鉄道北海道支社　１９６３

１４２ｐ　２１ｃｍ

昭和３６年度
 
680/U/181 1107531814 

◆680
鉄道要覧　昭和３７年度
日本国有鉄道北海道支社／編

札幌　日本国有鉄道北海道支社　１９６３

１４４ｐ　２１ｃｍ

昭和３７年度
 
680/U/182 1107531822 

◆680
鉄道要覧　昭和３８年度
日本国有鉄道北海道支社／編

札幌　日本国有鉄道北海道支社　１９６４

１５０ｐ　２１ｃｍ

昭和３８年度
 
680/U/183 1107531830 

◆680
鉄道要覧　昭和３９年度
日本国有鉄道北海道支社／編

札幌　日本国有鉄道北海道支社　１９６５

１５０ｐ　２１ｃｍ

昭和３９年度
 
680/U/184 1107531848 

◆680
鉄道要覧　昭和４０年度
日本国有鉄道北海道支社／編

札幌　日本国有鉄道北海道支社　１９６６

１４８ｐ　２１ｃｍ

昭和４０年度
 
680/U/185 1107531855 

◆680
鉄道要覧　昭和４１年度
日本国有鉄道北海道支社／編

札幌　日本国有鉄道北海道支社　１９６７

１５６ｐ　２１ｃｍ

昭和４１年度
 
680/U/186 1107531863 

◆680
鉄道要覧　昭和４２年度
日本国有鉄道北海道支社／編

札幌　日本国有鉄道北海道支社　１９６８

１４８ｐ　２１ｃｍ

昭和４２年度
 
680/U/187 1107531871 

◆680
鉄道要覧　昭和４３年度
日本国有鉄道北海道支社／編
札幌　日本国有鉄道北海道支社　１９６９
１６３ｐ　２１ｃｍ
昭和４４年度からの編・発行者：日本国有鉄道北海
道総局
昭和４３年度 
680/U/188 1107531889
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◆680
鉄道要覧　昭和４４年度
日本国有鉄道北海道総局／編
札幌　日本国有鉄道北海道総局　１９７１
１５３ｐ　２１ｃｍ
昭和４３年度までの編・発行者：日本国有鉄道北海
道支社
昭和４４年度 
680/U/189 1107531897 

◆680
鉄道要覧　昭和４５年度
日本国有鉄道北海道総局／編

札幌　日本国有鉄道北海道総局　１９７２

１５１ｐ　２１ｃｍ

昭和４５年度
 
680/U/190 1107531905 

◆680
鉄道要覧　昭和４６年度
日本国有鉄道北海道総局／編

札幌　日本国有鉄道北海道総局　１９７３

１５３ｐ　２１ｃｍ

昭和４６年度
 
680/U/191 1107531913 

◆680
鉄道要覧　昭和４８年度
日本国有鉄道北海道総局／編

札幌　日本国有鉄道北海道総局　１９７５

１４９ｐ　２１ｃｍ

昭和４８年度
 
680/U/193 1107531939 

◆680
鉄道要覧　昭和４９年度
日本国有鉄道北海道総局／編

札幌　日本国有鉄道北海道総局　１９７６

１４９ｐ　２１ｃｍ

昭和４９年度
 
680/U/194 1107531947 

◆680
鉄道要覧　昭和５０年度
日本国有鉄道北海道総局／編

札幌　日本国有鉄道北海道総局　１９７７

１４９ｐ　２１ｃｍ

昭和５０年度
 
680/U/195 1107531954 

◆680
鉄道要覧　昭和５２年度

日本国有鉄道北海道総局／編

札幌　日本国有鉄道北海道総局　１９７８

１１３ｐ　２１ｃｍ

昭和５２年度
 
680/U/197 1107531970 

◆680
鉄道要覧　昭和５３年度
日本国有鉄道北海道総局／編

札幌　日本国有鉄道北海道総局　１９７９

１１１ｐ　２１ｃｍ

昭和５３年度
 
680/U/198 1107531988 

◆680
鉄道要覧　昭和５４年度
日本国有鉄道北海道総局／編

札幌　日本国有鉄道北海道総局　１９８０

１１１ｐ　２１ｃｍ

昭和５４年度
 
680/U/199 1107531996 

◆680
鉄道要覧　-旭川地方編-　昭和２６年度
旭川　日本国有鉄道旭川鉄道管理局　１９５３

１５３ｐ　１６ｃｍ

昭和２６年度

鉄道－北海道－統計
 
680/U/177 1107531772 

◆680
鉄道要覧　昭和１０年度
鉄道省／〔編〕

〔出版地不明〕　〔鉄道省〕　１９３６凡例

１４９ｐ　１５ｃｍ

昭和１０年度

鉄道－日本－統計
 
680/U/1304 1107543041 

◆680
鉄道要覧　昭和２０年度
運輸省鉄道総局／〔編〕
〔出版地不明〕　〔運輸省鉄道総局〕　１９４７凡
例
１６７ｐ　１９ｃｍ
昭和２０年度
鉄道－日本－統計 
680/U/1308 1107543082 

◆680
鉄道要覧　昭和１１年度
鉄道省／〔編〕
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〔出版地不明〕　〔鉄道省〕　１９３７凡例

１５１ｐ　１５ｃｍ

昭和１１年度

鉄道－日本－統計
 
680/U/1305 1107543058 

◆680
鉄道要覧　昭和１２年度
鉄道省／〔編〕

〔出版地不明〕　〔鉄道省〕　１９３８凡例

１７０ｐ　１９ｃｍ

昭和１２年度

鉄道－日本－統計
 
680/U/1306 1107543066 

◆680
鉄道要覧　昭和１４年度
鉄道省／〔編〕

〔出版地不明〕　〔鉄道省〕　１９４０凡例

１７９ｐ　１９ｃｍ

昭和１４年度

鉄道－日本－統計
 
680/U/1307 1107543074 

◆680
鉄道要覧　昭和２２年度
運輸省鉄道総局／〔編〕
〔出版地不明〕　〔運輸省鉄道総局〕　１９４９凡
例
２１９ｐ　１９ｃｍ
昭和２２年度
鉄道－日本－統計 
680/U/1309 1107543090 

◆680
鉄道要覧　昭和３１年度
日本国有鉄道／〔編〕
〔出版地不明〕　〔日本国有鉄道〕　１９５７はし
がき
２７５ｐ　１５ｃｍ
昭和３１年度
鉄道－日本－統計 
680/U/1310 1107543108 

◆680
鉄道要覧　昭和３６年度
日本国有鉄道／〔編〕
〔出版地不明〕　〔日本国有鉄道〕　１９６２はし
がき
２８５ｐ　１５ｃｍ
昭和３６年度
鉄道－日本－統計 
680/U/1311 1107543116 

◆680
鉄道要覧　昭和４２年度
日本国有鉄道／〔編〕
〔出版地不明〕　〔日本国有鉄道〕　１９６８はし
がき
２９９ｐ　１５ｃｍ
昭和４２年度
鉄道－日本－統計 
680/U/1312 1107543124 

◆680
鉄道要覧　-統計ダイジェスト-　昭和４４年度
日本国有鉄道コンピューター部／編
東京　日本国有鉄道コンピューター部　１９６９．
１２
３０２ｐ　１５ｃｍ
昭和４４年度
鉄道－日本－統計 
680/U/1313 1107543132 

◆680
鉄道要覧　昭和４４年度
日本国有鉄道コンピューター部／〔編〕
東京　日本国有鉄道コンピューター部　１９７０．
１１
３０９ｐ　１５ｃｍ
昭和４４年度
鉄道－日本－統計 
680/U/1314 1107543140 

◆680
鉄道要覧　昭和４５年度
日本国有鉄道コンピューター部／〔編〕
東京　日本国有鉄道コンピューター部　１９７２．
１
３２０ｐ　１５ｃｍ
昭和４５年度
鉄道－日本－統計 
680/U/1315 1107543157 

◆680
鉄道要覧　昭和４６年度
日本国有鉄道コンピューター部／〔編〕
東京　日本国有鉄道コンピューター部　１９７２．
１２
３３３ｐ　１５ｃｍ
昭和４６年度
鉄道－日本－統計 
680/U/1316 1107543165 

◆680
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鉄道要覧　昭和４９年度
日本国有鉄道コンピューター部／〔編〕
東京　日本国有鉄道コンピューター部　１９７５．
１１
３３２ｐ　１５ｃｍ
昭和４９年度
鉄道－日本－統計 
680/U/1317 1107543173 

◆680
鉄道要覧　昭和４７年度
北海道総局経理部コンピューター課／編

札幌　日本国有鉄道北海道総局　１９７４．２

１４９ｐ　２１ｃｍ

昭和４７年度
 
680/U/192 1107531921 

◆680
鉄道要覧　昭和５１年度
札幌鉄道管理局経理部情報管理室／編

札幌　日本国有鉄道北海道総局　１９７８．１

１４３ｐ　２１ｃｍ

昭和５１年度
 
680/U/196 1107531962 

◆680
鉄道略年表
日本国有鉄道総裁室／編

増補改訂版

〔東京〕　日本国有鉄道　１９６２

４３６，８６ｐ　１９ｃｍ

鉄道－日本
 
680/U/756 1107537563 

◆680
鉄道略年表
日本国有鉄道総裁室修史課／〔編〕
〔東京〕　〔日本国有鉄道総裁室修史課〕　１９６
１
２９１ｐ　１９ｃｍ 
680/U/785 1107537852 

◆680
鉄道旅行案内
鉄道省／〔編〕

東京　博文館　１９３０

６５０ｐ　図版９１枚　１７ｃｍ

日本－紀行・案内記　鉄道－日本
 
680/U/1066 1107540666 

◆680
鉄道旅行案内　〔第１〕

日本国有鉄道／編

東京　日本交通公社　１９５０

１６４ｐ　図版　１９ｃｍ

〔第１〕　関東篇

旅行－案内
 
680/U/983 1107539833 

◆680
鉄道旅行案内
鉄道院／編

〔東京〕　鉄道院　１９１４

２８３，８９ｐ　図版　１８ｃｍ
 
680/U/1062 1107540625 

◆680
鉄道旅行案内
鉄道省／編

〔東京〕　鉄道省　１９２１

３１０ｐ　図版　１１×２０ｃｍ
 
680/U/1135 1107541359 

◆680
鉄道旅行案内　〔大正６年版〕
鉄道院／編

〔東京〕　鉄道院　１９１７

４１４ｐ　１８ｃｍ

〔大正６年版〕
 
680/U/1063 1107540633 

◆680
鉄道旅行案内　〔大正７年版〕
鉄道院／編

〔東京〕　鉄道院　１９１８

４８４ｐ　１８ｃｍ

〔大正７年版〕
 
680/U/1064 1107540641 

◆680
鉄道旅行案内
鉄道省／編

〔東京〕　鉄道省　１９２４

３７５ｐ　図版　１１×２０ｃｍ
 
680/U/1065 1107540658 

◆680
鉄道旅行案内
鉄道省／〔編〕

〔東京〕　〔鉄道省〕　１９３６．３

５５４，２８ｐ　１９ｃｍ
 
680/U/1136 1107541367
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◆680
鉄道令規
鉄道令規研究会／編

東京　鉄道同志会　１９４０．７

２８９ｐ　１９ｃｍ
 
680/U/1354 1107543546 

◆680
鉄道黎明の人々　-鉄道八十年の錆おとし　続-
青木　槐三／著

東京　交通協力会　１９５１．９

３１８ｐ　１９ｃｍ
 
680/U/748 1107537480 

◆680
鉄道歴史資料展展示品目録
〔東京〕　日本国有鉄道　１９６２
３枚物　３６×２６ｃｍ
主催：日本国有鉄道・交通博物館　タイプ印刷 
680/U/1587 1108633965 

◆680
鉄道は新技術を吸収する
日本国有鉄道／〔編〕

〔東京〕　〔日本国有鉄道〕　１９６０

１冊　２２ｃｍ
 
680/U/1043 1107540435 

◆680
鉄道は常に現在のものである　-「悩む鉄道」から
「近代化する鉄道」へ-
日本国有鉄道／〔編〕

〔東京〕　〔日本国有鉄道〕　１９６０

３４ｐ　２６ｃｍ
 
680/U/1038 1107540385 

◆680
鉄道省指定店名簿
鉄道省運輸局／〔編〕

〔東京〕　〔鉄道省運輸局〕　１９３７

１６０ｐ　２２ｃｍ
 
680/U/987 1107539874 

◆680
鉄道省指定運送取扱人制度の沿革
大阪鉄道局／〔編〕

〔大阪〕　〔大阪鉄道局〕　１９３６．６

１８０ｐ　２０ｃｍ
 
680/U/1010 1107540104 

◆680

鉄道省に於ける小運送問題の経過並将来に対する考
察
運輸局貨物課／〔編〕

〔東京〕　鉄道省運輸局貨物課　１９３６

３６ｐ　３１ｃｍ

青焼き
 
680/U/153 1107531533 

◆680
鉄道人を語る
岡村　護／著

東京　鉄道人事新聞社　１９５５

３８４ｐ　肖像　１９ｃｍ

鉄道職員　日本国有鉄道
 
680/U/1268 1107542688 

◆680
鉄路絢爛
青木　槐三／著

東京　交通協力会　１９５３．８

３７６ｐ　１９ｃｍ
 
680/U/749 1107537498 

◆680
鉄路の闘い１００年　-鉄道防災物語-
国鉄防災１００年史編纂会／編

東京　山海堂　１９７２

３３０ｐ　図　１９ｃｍ

監修：国鉄施設局土木課

鉄道－保線
 
680/U/789 1107537894 

◆680
鉄路の林と共に３０年　-鉄道開通８８周年効績章
受賞記念-
井上　秀雄／〔著〕

〔出版地不明〕　〔出版者不明〕　１９６０

７０ｐ　２２ｃｍ
 
680/U/396 1107533968 

◆680
手宮工場製造機関車
〔１８９５〕
ｐ６～９　１２ｃｍ
『鉄道同好会誌」第１５号“叢録”記事　写真コピ
ー 
680/U/1636 1108634336 

◆680
Ｄ５１保線野郎
藻岩　三麓／著

札幌　北書店　１９７２
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１８９ｐ　図　１８ｃｍ 
680/U/330 1107533307 

◆680
電化計画（案）　-函館本線小樽旭川間（旭川－永
山間を含む）-
北海道支社／〔編〕
〔札幌〕　〔日本国有鉄道北海道支社〕　１９６５
１８ｐ　２６ｃｍ 
680/U/306 1107533067 

◆680
電化工事記録　-函館本線小樽・旭川間-
日本国有鉄道札幌電気工事事務所／編
札幌　日本国有鉄道札幌電気工事事務所　１９７０
１７７ｐ　図版　２７ｃｍ
着手昭和４０年１２月１３日　開業昭和４４年１０
月１日 
680/U/1249 1107542498 
680/U/308 1107533083 

◆680
電車ガイドブック
慶応義塾大学鉄道研究会／編

東京　誠文堂新光社　１９６３

３１２ｐ（図版共）　１９ｃｍ

電車
 
680/U/971 1107539718 

◆680
電車の歴史
京王帝都電鉄株式会社宣伝課／編

東京　京王多摩文化会　１９５６．１１

１５２ｐ　２１ｃｍ
 
680/U/683 1107536839 

◆680
東海道新幹線
日本国有鉄道／〔編〕

〔出版地不明〕　日本国有鉄道　〔１９６－〕

２４ｐ
 
680/U/1373 1107543736 

◆680
東海道新幹線
日本国有鉄道／〔編〕

〔東京〕　〔日本国有鉄道〕

１６ｐ　２６ｃｍ
 
680/U/1039 1107540393 

◆680

東京あの街この町　-地下鉄に乗って-
東京　帝都高速度交通営団　１９７５

９５ｐ　２１ｃｍ

監修：池田弥三郎

東京都－案内記
 
680/U/1302 1107543025 

◆680
東京以北・北海道間連絡変遷表
１９７４
４枚　３６ｃｍ
明治４０．４．１～昭和２０．６．１０　手書きコ
ピー 
680/U/1597 1108633833 

◆680
東京自動車要覧　昭和２９年版
東京都陸運事務所／編

東京　東京自動車協会　１９５４．１０

１６４ｐ　２５ｃｍ

昭和２９年版
 
680/U/1420 1107544205 

◆680
東京駅の歴史
関口　要之助／著

〔東京〕　関口要之助　１９７０

９０ｐ　２６ｃｍ

謄写版

鉄道史中の東京駅の沿革：ｐ５１～８８

東京駅
 
680/U/1447 1107544478 

◆680
統計
札幌　札幌陸運局　〔１９５４〕
ｐ４１～５２　３６ｃｍ
北海道全道自動車保有車輛数推移状況（昭和２８年
１２月末日現在）ほか　統計１～１６ 
680/U/1657 1108743814 

◆680
洞爺丸台風海難誌
青函船舶鉄道管理局／編

函館　青函船舶鉄道管理局　１９６５

３１３ｐ（図版共）　２６ｃｍ

津軽海峡
 
680/U/294 1107532945 

◆680
都市交通とモノレール
日本エアウエイ開発株式会社／〔編〕

- 86 -



分類順目録　　　　　〔　　　　　　　　　　　〕北方図書 680～680 

東京　〔日本エアウエイ開発〕　１９６３

７ｐ　２６ｃｍ
 
680/U/951 1107539510 

◆680
図書目録　-交通之部-
日本国有鉄道中央鉄道教習所図書館／〔編〕
〔出版地不明〕　〔日本国有鉄道中央鉄道教習所図
書館〕　１９５７．８
２６０，２０ｐ　２６ｃｍ
図書館竣工記念 
680/U/1341 1107543413 

◆680
図書目録　第１分冊
国有鉄道札幌鉄道管理局総務部文書課図書室／〔編
〕
〔札幌〕　国有鉄道札幌鉄道管理局総務部文書課図
書室　１９５３
２６８ｐ　２６ｃｍ
第１分冊 
680/U/588 1107535880 

◆680
図書目録　第２分冊
国有鉄道札幌鉄道管理局総務部文書課図書室／〔編
〕
〔札幌〕　国有鉄道札幌鉄道管理局総務部文書課図
書室　１９５３
２８６ｐ　２６ｃｍ
第２分冊 
680/U/589 1107535898 

◆680
特急物語　-東海道線の今昔-
交通協力会交通新聞編集局／編

東京　交通協力会　１９５８

１４０ｐ　１８ｃｍ

鉄道－日本
 
680/U/1281 1107542811 

◆680
徒歩旅行者の歴史学
服部　清道／著

東京　牧書房　１９４４

２２３ｐ　１９ｃｍ
 
680/U/1207 1107542076 

◆680
苫小牧地方鉄道史
堀江敏夫／著

苫小牧　苫小牧地方史研究会　１９６８


１１２ｐ　図版　地図　２５ｃｍ

(苫小牧地方史研究叢書　第２集)

地方鉄道　苫小牧市　苫小牧
 
680/U/580 1107535807 

◆680
トラック輸送量　
〔１９５５〕

１枚物　３１×４２ｃｍ

昭和２９年度・３０年度　手書き
 
680/U/1651 1108743491 

◆680
トンネル１００年　-日本の鉄道-
毎日新聞社／編

東京　毎日新聞社　１９６８

２３３，２，１２ｐ　１９ｃｍ

年表・鉄道建設工事の歴史：巻末ｐ１～１２

トンネル
 
680/U/757 1107537571 

◆680
道東及び道南の産業と鉄道貨物輸送
日本国有鉄道北海道支社／〔編〕
〔札幌〕　日本国有鉄道北海道支社　１９５７
１０３ｐ　２５ｃｍ
(貨物運送関連産業実態研究論文　その２)
謄写版 
680/U/383 1107533836 

◆680
道南バス四十年史
室蘭　道南バス　１９６６

２５５ｐ　図　２２ｃｍ

道南バス株式会社
 
680/U/409 1107534099 

◆680
道路愛護
北海道／〔編〕

〔出版地不明〕　北海道　１９６４

１冊　２１ｃｍ
 
680/U/607 1107536078 

◆680
道路運送今昔雑記
野口　亮／著

東京　洛東書房　１９３６．６

２６２ｐ　２０ｃｍ
 
680/U/1334 1107543348
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◆680
道路運送法案道路運送法施行法案質疑応答資料
運輸省／〔編〕

〔東京〕　運輸省　１９５１

６８ｐ　２５ｃｍ

謄写版
 
680/U/1482 1107544825 

◆680
道路ストックの機能別推計に関する調査
日本システム開発研究所／〔編〕

〔出版地不明〕　〔日本システム開発研究所〕　１

９７５はしがき

７４ｐ　３０ｃｍ

建設省道路局委託　付：全国の機能別道路網体系（

１枚）
 
680/U/723 1107537233 

◆680
土木のしおり
北海道土木部／編

札幌　北海道土木部　１９５４

２２ｐ　図版　２６ｃｍ
 
680/U/531 1107535310 

◆680
土木のしおり　昭和３５年版
北海道土木部／〔編〕

〔札幌〕　北海道土木部　１９６０

２６ｐ　２６ｃｍ

昭和３５年版
 
680/U/532 1107535328 

◆680
土木のしおり　昭和３６年版
北海道土木部／〔編〕

〔札幌〕　北海道土木部　１９６１

２０ｐ　２７ｃｍ

昭和３６年版
 
680/U/533 1107535336 

◆680
苗穂工場五十年のあゆみ
日本国有鉄道苗穂工場／編

札幌　日本国有鉄道苗穂工場　１９６１

４４４ｐ　図版　２６ｃｍ

複製
 
680/U/324 1107533240 

◆680
なぜ志免炭鉱を払下げるか　-あなたの疑問にこた
えて-

日本国有鉄道／〔編〕

〔東京〕　〔日本国有鉄道〕　１９５９

３０ｐ　２１ｃｍ
 
680/U/859 1107538595 

◆680
なつかしの鉄道唱歌
大悟法利雄／著　大和田建樹（１８５７～１９１０
）／著
東京　講談社　１９６９
２冊（別冊付録共）　２０ｃｍ
別冊付録：地理教育　鉄道唱歌第１集（大和田建樹
作歌　三木書店明治３３年刊の複製　３３ｐ　１５
ｃｍ）
鉄道唱歌 
680/U/753 1107537530 

◆680
名寄線建設概要
鉄道省北海道建設事務所／編

札幌　鉄道省　１９２１

４５ｐ　地図　２２ｃｍ
 
680/U/565 1107535658 

◆680
荷役機械早わかり
鉄道省工作局機械課／〔編〕

〔東京〕　〔鉄道省工作局機械課〕　１９３５

７６ｐ　２１ｃｍ
 
680/U/1150 1107541508 

◆680
弐拾週年史
北日本汽船株式会社／編

小樽　北日本汽船　１９３４

３４ｐ　図版　地図　２３ｃｍ

北日本汽船株式会社
 
680/U/285 1107532853 

◆680
２１世紀の鉄道のために
日本国有鉄道　〔１９７０〕

８ｐ　２６ｃｍ
 
680/U/1575 1108634021 

◆680
２１世紀の鉄道
一条幸夫／著

東京　至誠堂　１９７０

１５３ｐ　２２ｃｍ

主要参考文献：ｐ．１５３－１５４

鉄道
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680/U/685 1107536854 

◆680
２５年の歩み
鉄道友の会北海道支部／〔編〕
〔札幌〕　〔鉄道友の会北海道支部〕　１９７９
１冊　２７ｃｍ 
680/U/492 1107534925 

◆680
二十五年の歩み
北海道交通株式会社／編

札幌　北海道交通　１９６８．８

２０６ｐ　２２ｃｍ

北海道交通株式会社
 
680/U/101 1107531012 

◆680
２０年のあゆみ
根室交通株式会社／編

根室　根室交通　１９７１．２

１１３ｐ　２１ｃｍ

根室交通株式会社
 
680/U/121 1107531210 

◆680
日勝鉄道開通記念伸びゆく日高町
日高町／編

日高町（日高）　日高町　〔出版年不明〕

１枚　３１×４８ｃｍ

日高（町）
 
680/U/632 1107536326 

◆680
日通だより　ＮＯ２２
日本通運株式会社／編

東京　日本通運　１９５７．１０

８ｐ　３８ｃｍ

ＮＯ２２

内容：会社のお誕生日．特集・運送の歴史
 
680/U/1057 1107540575 

◆680
日通だより　ＮＯ１０
日本通運株式会社／編

東京　日本通運　１９５６．１０

８ｐ　３８ｃｍ

ＮＯ１０

内容：日通２０年
 
680/U/1056 1107540567 

◆680
日本運送取扱業の法的考察
小町谷　操三／著

東京　日本評論社　１９５１．７

１０３ｐ　２１ｃｍ

(法律学体系　第２部　法学理論篇　９３)
 
680/U/716 1107537167 

◆680
日本運送史
野口　雅雄／著

東京　交通時論社　１９２９

２２０ｐ　２０ｃｍ

運送－歴史　交通－日本
 
680/U/1276 1107542761 
680/U/981 1107539817 

◆680
日本駅鈴論
樋畑　雪湖／著

東京　国際交通文化協会　１９３９

１３０ｐ　２３ｃｍ
 
680/U/782 1107537829 

◆680
日本海運競争史序説　-海運業の独立・近代的海運
生成過程における競争-
佐々木　誠治／著

神戸　海事研究会　１９５４．１

２７２ｐ　２２ｃｍ
 
680/U/927 1107539270 

◆680
日本海運の変貌
壷井　玄剛／著

東京　日本海事振興会　１９４６

３８，８０ｐ　表３９枚　１９ｃｍ

付録：戦時海運関係諸法令

海運
 
680/U/1472 1107544726 

◆680
日本海運史概説
古田　良一／著

東京　同文書院　１９５５

１７９ｐ　図版　表　１９ｃｍ

海運－歴史
 
680/U/1471 1107544718 

◆680
日本近世交通史
大島　延次郎／著
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宇都宮　大島　延次郎　１９５０．７

２２０ｐ　１９ｃｍ
 
680/U/1195 1107541953 

◆680
日本経済と国有鉄道
東京　東洋経済新報社　１９６２

３３９ｐ　２２ｃｍ

付：参考文献３３８－３３９ｐ

日本国有鉄道
 
680/U/1264 1107542647 

◆680
日本航空５２年度路線便数計画
日本航空広報室／〔編〕

〔東京〕　〔日本航空広報室〕　１９７７

１２ｐ　２６ｃｍ

(日航資料)
 
680/U/344 1107533448 

◆680
日本交通公社事業年表　-明治４５（１９１２）→
昭和２７（１９５２）-
日本交通公社総務部総務課／編

〔東京〕　日本交通公社　１９５２

１冊　２１ｃｍ
 
680/U/1445 1107544452 

◆680
日本交通史話
樋畑　雪湖／著

東京　雄山閣　１９３７

２１０ｐ　図版　２２ｃｍ

日本－交通－歴史
 
680/U/937 1107539379 

◆680
日本交通史料集成　第１輯
東京　国際交通文化協会　１９３８．８

２０２ｐ　２３ｃｍ

第１輯　五駅便覧　全　樋畑　雪湖／監修

日本－交通－歴史
 
680/U/786 1107537860 

◆680
日本交通史料集成　第２輯
東京　国際交通文化協会　１９３８．１１

３７３ｐ　２３ｃｍ

第２輯　駅肝録　全　樋畑　雪湖／監修

日本－交通－歴史
 
680/U/787 1107537878 

◆680
日本交通史料集成　第３輯
東京　国際交通文化協会　１９３９．１

１９７ｐ　２３ｃｍ

第３輯　旅行須知　三井　高陽／監修

飛騨高山交通史料

飛脚仲間惣まく理

日本－交通－歴史
 
680/U/788 1107537886 

◆680
日本交通変遷図鑑　-鉄道篇-
東京　時事綜合通信社　１９５７．８

１３５ｐ　３０ｃｍ

日本鉄道略年表：ｐ１１９～１３４
 
680/U/538 1107535385 

◆680
日本交通史概説
大島延次郎／著

東京　宝文館　１９５３

２３８ｐ　地図　１９ｃｍ

日本－交通－歴史
 
680/U/942 1107539429 

◆680
日本交通史論叢　続編
大島延次郎／著

東京　吉川弘文館　１９５７

４３５ｐ　図版　２２ｃｍ

正編は昭和１４年国際交通文化協会刊

続編

宿場町として見た信濃追分　他１９篇

日本－交通－歴史

内容細目：宿場町として見た信濃追分
 
680/U/729 1107537290 

◆680
日本交通史概論
大島延次郎／著

東京　吉川弘文館　１９６４

３５８ｐ　図版　地図　１９ｃｍ

付：参考文献３５３－３５８ｐ

日本－交通－歴史
 
680/U/938 1107539387 

◆680
日本交通史論叢
大島　延次郎／著

東京　国際交通文化協会　１９３９

４６８ｐ　２３ｃｍ
 
680/U/728 1107537282
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◆680
日本交通史の研究
〔製作地不明〕　〔製作者不明〕　〔製作年不明〕
１冊　２１ｃｍ
交通関係諸文献の合綴 
680/U/980 1107539809 

◆680
日本交通史論
日本歴史地理学会／編

東京　日本学術普及会　１９２５

６８８ｐ　図版８枚　２３ｃｍ

日本－交通－歴史
 
680/U/936 1107539361 

◆680
日本国有鉄道論
鈴木　正里／著

東京　日本評論新社　１９５７

１５５ｐ　１９ｃｍ

(社会科学双書　Ｅ　第１８)

日本国有鉄道
 
680/U/1358 1107543587 

◆680
日本国有鉄道論
兼松　学／著

東京　東京大学出版会　１９６２

３４４ｐ　表　２２ｃｍ

付：参考文献

日本国有鉄道
 
680/U/1263 1107542639 

◆680
日本国有鉄道監査報告書　昭和５１年度
日本国有鉄道監査委員会／編
〔東京〕　日本国有鉄道監査委員会　１９７７．８
２４３ｐ　２６ｃｍ
昭和５１年度
日本国有鉄道 
680/U/1128 1107541284 

◆680
日本国有鉄道監査報告書　昭和５２年度
〔東京〕　日本国有鉄道監査委員会　１９７８．８
２８５ｐ　２６ｃｍ
昭和５２年度
日本国有鉄道 
680/U/1129 1107541292 

◆680
日本国有鉄道監査報告書　昭和５３年度
〔東京〕　日本国有鉄道監査委員会　１９７９．８
２０８ｐ　２６ｃｍ
昭和５３年度
日本国有鉄道 
680/U/1130 1107541300 

◆680
日本国有鉄道監査報告書　昭和５４年度
〔東京〕　日本国有鉄道監査委員会　１９８０．８
２２８ｐ　２６ｃｍ
昭和５４年度
日本国有鉄道 
680/U/1131 1107541318 

◆680
日本国有鉄道百年写真史
東京　日本国有鉄道　１９７２

４４６ｐ（おもに図）　２７×２７ｃｍ

日本国有鉄道
 
680/U/1439 1107544395 

◆680
日本国有鉄道百年史　第１巻
東京　日本国有鉄道　１９６９

７３３ｐ　図版　地図　２７ｃｍ

第１巻

日本国有鉄道
 
680/U/1168 1107541680 

◆680
日本国有鉄道百年史　第２巻
東京　日本国有鉄道　１９７０

６６５ｐ　図版４６枚　２７ｃｍ

第２巻

日本国有鉄道
 
680/U/1169 1107541698 

◆680
日本国有鉄道百年史　第３巻
東京　日本国有鉄道　１９７１

７２０ｐ　図　２７ｃｍ

第３巻

日本国有鉄道
 
680/U/1170 1107541706 

◆680
日本国有鉄道百年史　第４巻
東京　日本国有鉄道　１９７２

５９５，２９ｐ　図２１枚　２７ｃｍ

第４巻
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日本国有鉄道 
680/U/1171 1107541714 

◆680
日本国有鉄道百年史　第５巻
東京　日本国有鉄道　１９７２

６０６ｐ　図１４枚　地図　２７ｃｍ

第５巻

日本国有鉄道
 
680/U/1172 1107541722 

◆680
日本国有鉄道百年史　第６巻
東京　日本国有鉄道　１９７２
６００，１１２ｐ　図１７枚　地図　２７ｃｍ
第６巻
日本国有鉄道 
680/U/1173 1107541730 

◆680
日本国有鉄道百年史　第７巻
東京　日本国有鉄道　１９７１

６７５ｐ　図１９枚　地図　２７ｃｍ

第７巻

日本国有鉄道
 
680/U/1174 1107541748 

◆680
日本国有鉄道百年史　第８巻
東京　日本国有鉄道　１９７１

６７３ｐ　図１６枚　地図　２７ｃｍ

第８巻

日本国有鉄道
 
680/U/1175 1107541755 

◆680
日本国有鉄道百年史　第９巻
東京　日本国有鉄道　１９７２

６７４ｐ　図１７枚　地図　２７ｃｍ

第９巻

日本国有鉄道
 
680/U/1176 1107541763 

◆680
日本国有鉄道百年史　第１０巻
東京　日本国有鉄道　１９７３

９３３ｐ　図１７枚　２７ｃｍ

第１０巻

日本国有鉄道
 
680/U/1177 1107541771 

◆680
日本国有鉄道百年史　第１１巻
東京　日本国有鉄道　１９７３

９５３ｐ　図１１枚　地図　２７ｃｍ

第１１巻

日本国有鉄道
 
680/U/1178 1107541789 

◆680
日本国有鉄道百年史　第１２巻
東京　日本国有鉄道　１９７３

９３６ｐ　図　２７ｃｍ

第１２巻

日本国有鉄道
 
680/U/1179 1107541797 

◆680
日本国有鉄道百年史　第１３巻
東京　日本国有鉄道　１９７４

８７３ｐ　図　２７ｃｍ

第１３巻

主要参考文献：ｐ８７０－８７１

日本国有鉄道
 
680/U/1180 1107541805 

◆680
日本国有鉄道百年史　第１４巻
東京　日本国有鉄道　１９７３

８６６ｐ　図１６枚　地図　２７ｃｍ

第１４巻

日本国有鉄道
 
680/U/1181 1107541813 

◆680
日本国有鉄道百年史　年表
東京　日本国有鉄道　１９７２

３８０，７４ｐ　図　２７ｃｍ

年表

日本国有鉄道
 
680/U/1183 1107541839 

◆680
日本国有鉄道百年史　通史
東京　日本国有鉄道　１９７４

５２４，６６ｐ　図　２７ｃｍ

通史

巻末：主要参考文献

日本国有鉄道
 
680/U/1182 1107541821 

◆680
日本国有鉄道百年史　-国鉄歴史事典-　別巻
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東京　日本国有鉄道　１９７３

１１９ｐ（図共）　２７ｃｍ

別巻

日本国有鉄道
 
680/U/1440 1107544403 

◆680
日本国有鉄道百年史　索引・便覧
東京　日本国有鉄道　１９７４

３９２ｐ　２７ｃｍ

索引・便覧

参考文献：ｐ２７５－２８９

日本国有鉄道
 
680/U/1184 1107541847 

◆680
日本国有鉄道北海道支社概況　昭和３７年度
日本国有鉄道北海道支社／編

札幌　日本国有鉄道北海道支社　１９６２

５２ｐ　２５ｃｍ

昭和３７年度
 
680/U/411 1107534115 

◆680
日本国有鉄道北海道支社概況　昭和３８年
日本国有鉄道北海道支社／編

札幌　日本国有鉄道北海道支社　１９６３

５３ｐ　２５ｃｍ

昭和３８年
 
680/U/412 1107534123 

◆680
日本国有鉄道北海道支社概況　昭和３９年
日本国有鉄道北海道支社／編

札幌　日本国有鉄道北海道支社　１９６４

５３ｐ　２５ｃｍ

昭和３９年
 
680/U/413 1107534131 

◆680
日本国有鉄道北海道支社概況　昭和４０年
日本国有鉄道北海道支社／編

札幌　日本国有鉄道北海道支社　１９６５

６３ｐ　２６ｃｍ

昭和４０年
 
680/U/414 1107534149 

◆680
日本国有鉄道北海道支社概況　昭和４１年
日本国有鉄道北海道支社／編

札幌　日本国有鉄道北海道支社　１９６６

１１７ｐ　２６ｃｍ


昭和４１年 
680/U/415 1107534156 

◆680
〔日本国有鉄道北海道支社〕経営概況　昭和４２年
版
日本国有鉄道北海道支社／編

札幌　日本国有鉄道北海道支社　１９６７

２８ｐ　２６ｃｍ

昭和４２年版
 
680/U/242 1107532424 

◆680
〔日本国有鉄道北海道支社〕経営概況　昭和４３年
版
日本国有鉄道北海道支社／編

札幌　日本国有鉄道北海道支社　１９６８

２８ｐ　２６ｃｍ

昭和４３年版
 
680/U/243 1107532432 
680/U/557 1107535575 

◆680
〔日本国有鉄道北海道支社〕経営概況　昭和４４年
版
日本国有鉄道北海道支社／編

札幌　日本国有鉄道北海道支社　１９６９

１０３ｐ　２６ｃｍ

昭和４４年版
 
680/U/244 1107532440 

◆680
〔日本国有鉄道北海道総局〕経営概況　昭和４５年
版
日本国有鉄道北海道総局／編

札幌　日本国有鉄道北海道総局　１９７０

６３ｐ　２６ｃｍ

昭和４５年版
 
680/U/245 1107532457 

◆680
〔日本国有鉄道北海道総局〕経営概況　昭和４６年
版
日本国有鉄道北海道総局／編

札幌　日本国有鉄道北海道総局　１９７１

６３ｐ　２６ｃｍ

昭和４６年版
 
680/U/246 1107532465 

◆680
〔日本国有鉄道北海道総局〕経営概況　昭和４７年
版
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日本国有鉄道北海道総局／編

札幌　日本国有鉄道北海道総局　１９７２

７７ｐ　２６ｃｍ

昭和４７年版
 
680/U/247 1107532473 

◆680
〔日本国有鉄道北海道総局〕経営概況　昭和４８年
版
日本国有鉄道北海道総局／編

札幌　日本国有鉄道北海道総局　１９７３

７７ｐ　２６ｃｍ

昭和４８年版
 
680/U/248 1107532481 

◆680
〔日本国有鉄道北海道総局〕経営概況　昭和４９年
版
日本国有鉄道北海道総局／編

札幌　日本国有鉄道北海道総局　１９７４

７７ｐ　２６ｃｍ

昭和４９年版
 
680/U/249 1107532499 

◆680
〔日本国有鉄道北海道総局〕経営概況　昭和５１年
版
日本国有鉄道北海道総局／編

札幌　日本国有鉄道北海道総局　１９７６

７７ｐ　２６ｃｍ

昭和５１年版
 
680/U/251 1107532515 

◆680
〔日本国有鉄道北海道総局〕経営概況　昭和５３年
版
日本国有鉄道北海道総局／編

札幌　日本国有鉄道北海道総局　１９７８

７９ｐ　２６ｃｍ

昭和５３年版
 
680/U/253 1107532531 

◆680
〔日本国有鉄道北海道総局〕経営概況　昭和５４年
版
日本国有鉄道北海道総局／編

札幌　日本国有鉄道北海道総局　１９７９

８０ｐ　２６ｃｍ

昭和５４年版
 
680/U/254 1107532549 

◆680

日本国有鉄道監査報告書　昭和４５年度
日本国有鉄道監査委員会／編
東京　日本国有鉄道監査委員会　１９７１
９９ｐ　２６ｃｍ
附：日本国有鉄道財政再建計画実施状況報告書
昭和４５年度 
680/U/1465 1107544650 

◆680
日本国有鉄道監査報告書　昭和４６年度
日本国有鉄道監査委員会／編
東京　日本国有鉄道監査委員会　１９７２
９１ｐ　２６ｃｍ
附：日本国有鉄道財政再建計画実施状況報告書
昭和４６年度
日本国有鉄道 
680/U/1123 1107541235 
680/U/1466 1107544668 

◆680
日本国有鉄道監査報告書　昭和４７年度
日本国有鉄道監査委員会／編
東京　日本国有鉄道監査委員会　１９７３
１８３，９３ｐ　２６ｃｍ
附：日本国有鉄道財政再建計画実施状況報告書
昭和４７年度
日本国有鉄道 
680/U/1124 1107541243 

◆680
日本国有鉄道監査報告書　昭和４８年度
日本国有鉄道監査委員会／編

東京　日本国有鉄道監査委員会　１９７４

１７５ｐ　２６ｃｍ

昭和４８年度

日本国有鉄道
 
680/U/1125 1107541250 

◆680
日本国有鉄道監査報告書　昭和４２年度
日本国有鉄道監査委員会／編

東京　日本国有鉄道監査委員会　１９６８

２４４ｐ　２６ｃｍ

昭和４２年度
 
680/U/1462 1107544627 

◆680
日本国有鉄道監査報告書　昭和５０年度
日本国有鉄道監査委員会／編

東京　日本国有鉄道監査委員会　１９７６

２０６ｐ　２６ｃｍ

昭和５０年度

日本国有鉄道
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680/U/1127 1107541276 

◆680
日本国有鉄道監査報告書　昭和４３年度
日本国有鉄道監査委員会／編

東京　日本国有鉄道監査委員会　１９６９

２５７ｐ　２６ｃｍ

昭和４３年度
 
680/U/1463 1107544635 

◆680
日本国有鉄道監査報告書　昭和４４年度
日本国有鉄道監査委員会／編
東京　日本国有鉄道監査委員会　１９７０
１４９，１０１ｐ　２６ｃｍ
昭和４４年度　財政再建計画の実施状況に関する意
見書および財務諸表監査報告書 
680/U/1464 1107544643 

◆680
日本国有鉄道監査報告書　昭和４９年度
日本国有鉄道監査委員会／編

東京　日本国有鉄道監査委員会　１９７５

２１８ｐ　２６ｃｍ

昭和４９年度

日本国有鉄道
 
680/U/1126 1107541268 

◆680
日本国有鉄道運賃改訂公聴会速記録
運輸審議会／編

東京　運輸審議会　１９５２

１０６ｐ　２１ｃｍ

鉄道運賃
 
680/U/769 1107537696 

◆680
日本国有鉄道運賃・料金改訂公聴会速記録　昭３１
　第３００１号
運輸審議会／〔編〕

〔東京〕　運輸審議会　１９５６

２２２ｐ　２１ｃｍ

昭３１　第３００１号

鉄道運賃
 
680/U/975 1107539759 

◆680
日本国有鉄道貨物経済図表　昭和３３年
〔東京〕　日本国有鉄道営業局　〔１９５８〕

８８ｐ　２６ｃｍ

昭和３３年

貨物
 

680/U/847 1107538470 

◆680
日本国有鉄道経営調査会答申
〔出版地不明〕　〔日本国有鉄道経営調査会〕　１
９５６
７４ｐ　２６ｃｍ 
680/U/1452 1107544528 

◆680
日本国有鉄道監査報告書　昭和３１年度
日本国有鉄道監査委員会／〔編〕
〔東京〕　〔日本国有鉄道監査委員会〕　１９５７
１７１ｐ　２６ｃｍ
昭和３１年度
日本国有鉄道 
680/U/1453 1107544536 

◆680
日本国有鉄道監査報告書　昭和３２年度
日本国有鉄道監査委員会／〔編〕
〔東京〕　〔日本国有鉄道監査委員会〕　１９５８
２８３ｐ　２６ｃｍ
昭和３２年度
日本国有鉄道 
680/U/1454 1107544544 

◆680
日本国有鉄道監査報告書　昭和３３年度
日本国有鉄道監査委員会／〔編〕
〔東京〕　〔日本国有鉄道監査委員会〕　１９５９
３２１ｐ　２６ｃｍ
昭和３３年度
日本国有鉄道 
680/U/1455 1107544551 

◆680
日本国有鉄道監査報告書　昭和３４年度
日本国有鉄道監査委員会／〔編〕
〔東京〕　〔日本国有鉄道監査委員会〕　１９６０
３４９ｐ　２６ｃｍ
昭和３４年度
日本国有鉄道 
680/U/1456 1107544569 

◆680
日本国有鉄道監査報告書　昭和３５年度
日本国有鉄道監査委員会／〔編〕
〔東京〕　〔日本国有鉄道監査委員会〕　１９６１
３２５ｐ　２６ｃｍ
昭和３５年度
日本国有鉄道
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680/U/1457 1107544577 

◆680
日本国有鉄道監査報告書　昭和３６年度
日本国有鉄道監査委員会／〔編〕
〔東京〕　〔日本国有鉄道監査委員会〕　１９６２
３３１ｐ　２６ｃｍ
昭和３６年度
日本国有鉄道 
680/U/1458 1107544585 

◆680
日本国有鉄道監査報告書　昭和３９年度
日本国有鉄道監査委員会／〔編〕
〔東京〕　〔日本国有鉄道監査委員会〕　１９６５
２８０ｐ　２６ｃｍ
昭和３９年度
日本国有鉄道 
680/U/1459 1107544593 

◆680
日本国有鉄道監査報告書　昭和４０年度
日本国有鉄道監査委員会／〔編〕
〔東京〕　〔日本国有鉄道監査委員会〕　１９６６
１９７ｐ　２６ｃｍ
昭和４０年度
日本国有鉄道 
680/U/1460 1107544601 

◆680
日本国有鉄道監査報告書　昭和４１年度
日本国有鉄道監査委員会／〔編〕
〔東京〕　〔日本国有鉄道監査委員会〕　１９６７
２２８ｐ　２６ｃｍ
昭和４１年度
日本国有鉄道 
680/U/1461 1107544619 

◆680
日本国有鉄道百年史第１編　第１稿
日本国有鉄道総裁室修史課／〔編〕
東京　〔日本国有鉄道総裁室修史課〕　１９６５．

２７ｃｍ

第１稿

内容：北海道炭坑鉄道

日本国有鉄道
 
680/U/1149 1107541490 

◆680
日本国有鉄道の経営に関する実〔態〕調査
〔出版地不明〕　〔行政管理庁監察部〕　１９５５

２９７ｐ

破損本　謄写版
 
680/U/1478 1107544783 

◆680
日本国有鉄道運賃料金改訂公聴会速記録　-運輸審
議会主催-
運輸大臣官房審理課／〔編〕

〔東京〕　〔運輸大臣官房審理課〕　１９５１

１７６ｐ　２１ｃｍ
 
680/U/768 1107537688 

◆680
日本国有鉄道監査報告書　昭和３８年度
日本国有鉄道監査委員会／〔編〕
〔東京〕　〔日本国有鉄道監査委員会〕　１９６４
３５６ｐ　２６ｃｍ
昭和３８年度
日本国有鉄道 
680/U/1122 1107541227 

◆680
日本国有鉄道監査報告書　-総説-　昭和５４年度
日本国有鉄道監査委員会／〔編〕
〔東京〕　〔日本国有鉄道監査委員会〕　１９８０
３８ｐ　２６ｃｍ
昭和５４年度
日本国有鉄道 
680/U/1132 1107541326 

◆680
日本国有鉄道財政再建計画実施状況報告書　昭和４
９年度
日本国有鉄道／〔編〕

東京　〔日本国有鉄道〕　１９７５

８４ｐ　２６ｃｍ

昭和４９年度

日本国有鉄道
 
680/U/1133 1107541334 

◆680
日本国有鉄道監査報告書　昭和３７年度
日本国有鉄道監査委員会／〔編〕
〔東京〕　〔日本国有鉄道監査委員会〕　１９６３
５４０ｐ　２６ｃｍ
昭和３７年度
日本国有鉄道 
680/U/1121 1107541219 

◆680
日本国有鉄道運賃制度の概要
〔日本国有鉄道〕営業局／〔編〕
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〔日本国有鉄道営業局〕　１９６３

６３ｐ　２５ｃｍ

附：日本国有鉄道運賃法
 
680/U/838 1107538389 

◆680
日本国有鉄道運賃料金改訂公聴会全記録　-運輸審
議会主催-
日本国有鉄道／〔編〕
〔東京〕　〔日本国有鉄道〕　１９５６
８４ｐ　２５ｃｍ
会期・会場：昭和３１年１２月４日～７日　運輸省
大会議室 
680/U/815 1107538157 

◆680
日本国有鉄道貨物経済図表　１９４７
運輸省鉄道総局／〔編〕

〔東京〕　運輸省鉄道総局　１９４７

９３ｐ　２６ｃｍ

１９４７

貨物
 
680/U/848 1107538488 

◆680
日本国有鉄道貨物経済図表　昭和２８年
日本国有鉄道営業局／〔編〕

〔東京〕　〔日本国有鉄道営業局〕　１９５３

１３１ｐ　２６ｃｍ

昭和２８年

貨物
 
680/U/846 1107538462 

◆680
日本国有鉄道苗穂工場工場概況　昭和５０年版
日本国有鉄道苗穂工場／編
〔札幌〕　〔日本国有鉄道苗穂工場〕　１９７５
４５ｐ　２６ｃｍ
昭和５０年版 
680/U/403 1107534032 

◆680
日本国有鉄道百年史第１編　第２稿
日本国有鉄道総裁室修史課／〔編〕
〔東京〕　〔日本国有鉄道総裁室修史課〕　１９６

４７ｐ　２５ｃｍ

参考文献：ｐ４５　年表：ｐ４６～４７

第２稿

内容：幌内鉄道
 
680/U/687 1107536870 

◆680
〔日本国有鉄道北海道総局〕経営概況　昭和５５年
版
日本国有鉄道北海道総局／編

札幌　日本国有鉄道北海道総局　１９８０

７２ｐ　２６ｃｍ

北海道の鉄道のあゆみ（年表）：ｐ６７～７２

昭和５５年版
 
680/U/255 1107532556 

◆680
〔日本国有鉄道北海道総局〕経営概況　昭和５２年
版
日本国有鉄道北海道総局／編

札幌　日本国有鉄道北海道総局　１９７７

７９ｐ　２６ｃｍ

北海道の鉄道のあゆみ（年表）：ｐ７５～７９

昭和５２年版
 
680/U/252 1107532523 

◆680
〔日本国有鉄道北海道総局〕経営概況　昭和５０年
版
日本国有鉄道北海道総局／編

札幌　日本国有鉄道北海道総局　１９７５

７７ｐ　２６ｃｍ

北海道の鉄道のあゆみ（年表）：ｐ７３～７７

昭和５０年版
 
680/U/250 1107532507 

◆680
日本私有鉄道史研究　-都市交通の発展とその構造 
-
中西健一／著

東京　日本評論新社　１９６３

５２１ｐ　２２ｃｍ

日本－鉄道－歴史　都市交通
 
680/U/1094 1107540948 

◆680
日本自動車車体工業史
尾崎　正久／著

東京　自研社　１９５２．８

３２５ｐ　２２ｃｍ
 
680/U/1328 1107543280 

◆680
日本自動車交通事業史　上巻
岡村　松郎／編纂　新倉　文郎／監修・校閲

東京　自友会　１９５３．９

７２９ｐ　２２ｃｍ

限定頒布版

上巻
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自動車運送 
680/U/1547 1107545475 

◆680
日本自動車交通事業史　下巻
岡村　松郎／編纂　新倉　文郎／監修・校閲

東京　自友会　１９５３．１１

ｐ７３１～１１８５　２２ｃｍ

限定頒布版

下巻

自動車運送
 
680/U/1548 1107545483 

◆680
日本通運
日本通運株式会社社長室・総務部／監修

〔東京〕　交通日本社　１９６２．１０

１９８ｐ　２６ｃｍ

日本通運株式会社
 
680/U/865 1107538652 

◆680
日本通運　１９６０年版
日本通運株式会社／監修

〔東京〕　交通日本社　１９６０．８

１３５ｐ　２６ｃｍ

１９６０年版

日本通運株式会社
 
680/U/1058 1107540583 

◆680
日本通運株式会社史　上
〔日本通運〕総務部／〔編〕

〔出版地不明〕　〔日本通運〕　１９６２

１冊　２５ｃｍ

第２次原稿

上

内容：前編

日本通運株式会社
 
680/U/710 1107537100 

◆680
日本通運株式会社史　中
〔日本通運〕総務部／〔編〕

〔出版地不明〕　〔日本通運〕　１９６１

１３６，３０５，２６８ｐ　２５ｃｍ

第２次原稿

中

内容：本編

日本通運株式会社
 
680/U/711 1107537118 

◆680
日本通運株式会社史　下
〔日本通運〕総務部／〔編〕

〔出版地不明〕　〔日本通運〕　１９６２

３４６，１１９，１９ｐ　２５ｃｍ

第２次原稿

下

内容：本編，総観

日本通運株式会社
 
680/U/712 1107537126 

◆680
日本通運株式会社２０年史年表　-初稿-
〔出版地不明〕　〔日本通運〕　１９５７

８８ｐ　２６ｃｍ

日本通運株式会社
 
680/U/867 1107538678 

◆680
日本通運創立２０周年記念特集号
東京　陸運新聞社　１９４９．４

２６ｐ　３８ｃｍ

『陸運新聞』第３９８号
 
680/U/1046 1107540468 

◆680
日本通運の素顔　’６２
輸送経済新聞社／〔編〕

東京　輸送経済新聞社　１９６２．１０

１７７ｐ　２６ｃｍ

日本通運創立２５周年記念出版

’６２

日本通運株式会社
 
680/U/866 1107538660 

◆680
日本鉄道請負業史　明治篇
土木工業協会／編

東京　鉄道建設業協会　１９６７

５６４ｐ　２２ｃｍ

明治篇

鉄道－工事－歴史
 
680/U/1082 1107540823 

◆680
日本鉄道建設公団十年史
日本鉄道建設公団十年史編さん委員会／編

東京　日本鉄道建設公団　１９７４

３７４ｐ　図　２７ｃｍ

年表：ｐ．３５３－３６４

日本鉄道建設公団
 
680/U/1248 1107542480
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◆680
日本鉄道建設公団札幌支社の概要　昭和５４年１０
月
日本鉄道建設公団札幌支社／〔編〕

札幌　日本鉄道建設公団札幌支社　１９７９

１枚　２６ｃｍ（折りたたみ）

昭和５４年１０月
 
680/U/616 1107536169 

◆680
日本鉄道史料要覧
青木　清一，横川　四郎／共編

東京　鉄道書院　１９３５

２２９ｐ　図版　２３ｃｍ

鉄道－日本－歴史
 
680/U/1083 1107540831 

◆680
日本鉄道創設史話
石井満／著

東京　法政大学出版局　１９５２

４２４ｐ　図版　２２ｃｍ

鉄道創設八十周年記念出版

鉄道－歴史
 
680/U/1092 1107540922 

◆680
日本鉄道略年表
鉄道省修史委員会／編

〔東京〕　鉄道省修史委員会　１９４２．１０

１３１ｐ　１９ｃｍ
 
680/U/751 1107537514 

◆680
日本鉄道連絡船史
東京　交通協力会　１９４８

１２２ｐ　１９ｃｍ
 
680/U/584 1107535849 
680/U/750 1107537506 

◆680
日本鉄道史　上篇
〔東京〕　鉄道省　１９２１

９７３ｐ　図版１１枚　２３ｃｍ

付：鉄道線路図（１枚）

上篇

鉄道－日本
 
680/U/1086 1107540864 

◆680
日本鉄道史　中篇

〔東京〕　鉄道省　１９２１

８７１ｐ　図版１３枚　２３ｃｍ

付：鉄道線路図（１枚）

中篇

鉄道－日本
 
680/U/1087 1107540872 

◆680
日本鉄道史　下篇
〔東京〕　鉄道省　１９２１
７８５，５３，１８１ｐ　図版１２枚　２３ｃｍ
付：図表（３枚）
下篇
鉄道年表：巻末ｐ１～５３
鉄道－日本 
680/U/1088 1107540880 

◆680
日本鉄道史関係資料目録　-梅木通徳蔵書-
〔札幌〕　〔梅木通徳〕　１９６２

１２ｐ　２６ｃｍ
 
680/U/1068 1107540682 

◆680
日本電気通信史話
奥谷　留吉／著

大阪　葛城書店　１９４３

３０７ｐ　１８ｃｍ

日本電気通信史年表：ｐ２６２～３０３

電気通信－日本
 
680/U/714 1107537142 

◆680
日本の街道
中部日本新聞社／編

東京　人物往来社　１９６３

２３２ｐ　１９ｃｍ

日本－紀行・案内記
 
680/U/1196 1107541961 

◆680
日本の汽車　-ドラフトのひびきを追って-
中村　由信／写真・文

東京　河出書房　１９６８

１４２ｐ（おもに図版）　２６ｃｍ

機関車
 
680/U/1251 1107542514 

◆680
日本の汽車１００話　-陸蒸気からひかり号まで-
おの・つよし／絵と文

東京　新人物往来社　１９７５
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２２１ｐ　２０ｃｍ

鉄道－日本－歴史
 
680/U/805 1107538058
 

◆680
日本の自動車
東京　自研社　１９５５
２３８ｐ　１９ｃｍ
内容：政・財界に訴える「日本の自動車」（自研社
編）　今後の自動車工業発展策（佐川直躬）　日本
の自動車（石田退三）　政財界の理解を望む（大久
保正二）　国産車販売二十年（神谷正太郎）　自動
車文化の日本化（山口昇）　日本の乗用車（奥田秀
次郎）　自動車部品メ－カ－の立場から（楓英吉）
　自動車機関用潤滑油（加藤長治）
自動車 
680/U/1206 1107542068
 

◆680

日本の自動車工業　１９５６

自動車工業会／〔編〕　自動車輸出振興会／〔編〕

東京　〔自動車工業会〕　１９５６

３２ｐ　１８ｃｍ

共同刊行：自動車輸出振興会

１９５６

自動車産業
 
680/U/905 1107539056
 

◆680

日本の自動車工業　１９５７

自動車工業会／〔編〕　自動車輸出振興会／〔編〕

東京　〔自動車工業会〕　１９５７

３６ｐ　１８ｃｍ

共同刊行：自動車輸出振興会

１９５７

自動車産業
 
680/U/906 1107539064
 

◆680

日本の自動車工業　１９５８

自動車工業会／〔編〕　自動車輸出振興会／〔編〕

東京　〔自動車工業会〕　１９５８

４０ｐ　１８ｃｍ

共同刊行：自動車輸出振興会

１９５８

自動車産業
 
680/U/907 1107539072
 

◆680

日本の自動車工業　１９５９

自動車工業会／〔編〕　自動車輸出振興会／〔編〕

東京　〔自動車工業会〕　１９５９

４８ｐ　１８ｃｍ


共同刊行：自動車輸出振興会

１９５９

自動車産業
 
680/U/908 1107539080
 

◆680

日本の自動車工業　１９６０

自動車工業会／〔編〕　自動車輸出振興会／〔編〕

東京　〔自動車工業会〕　１９６０

６０ｐ　１７×１９ｃｍ

共同刊行：自動車輸出振興会

１９６０

自動車産業
 
680/U/909 1107539098
 

◆680

日本の自動車工業　１９６３

自動車工業会／〔編〕　自動車輸出振興会／〔編〕

東京　〔自動車工業会〕　１９６３

６９ｐ　１７×１９ｃｍ

共同刊行：自動車輸出振興会

１９６３

自動車産業
 
680/U/910 1107539106
 

◆680

日本の自動車工業　１９６４

自動車工業会／〔編〕　自動車輸出振興会／〔編〕

東京　〔自動車工業会〕　１９６４

６９ｐ　１７×１９ｃｍ

共同刊行：自動車輸出振興会

１９６４

自動車産業
 
680/U/911 1107539114
 

◆680
日本の鉄道　第２
毎日新聞社／編

東京　有紀書房　１９６１

２１８ｐ（図版共）　２７ｃｍ

第２　宗谷線　-他２４篇-
日本－案内記
 
680/U/1510 1107545103
 

◆680
日本の鉄道　第３
毎日新聞社／編

東京　有紀書房　１９６１

２３０ｐ（図版共）　２７ｃｍ

第３　根室線　-他２４篇-
日本－案内記
 
680/U/1192 1107541920
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◆680
日本の鉄道　第４
毎日新聞社／編

東京　有紀書房　１９６２

２３０ｐ　２７ｃｍ

第４　石北線　-他２４篇-
日本－案内記
 
680/U/1193 1107541938 

◆680
日本の鉄道　第５
毎日新聞社／編

東京　有紀書房　１９６２

２３０ｐ　２７ｃｍ

第５　天北線　-他２４篇-
日本－案内記
 
680/U/1194 1107541946 

◆680
日本の鉄道　第６
毎日新聞社／編

東京　有紀書房　１９６３

２１８ｐ　２７ｃｍ

第６　羽幌線　-他２４篇-
日本－案内記
 
680/U/1511 1107545111 

◆680
日本の鉄道
石田靖一，田中隆三／共著

東京　鉄道記念刊行会　１９５２　２版

１５８ｐ　図版　２６ｃｍ

鉄道－日本
 
680/U/1441 1107544411 

◆680
日本の鉄道　続
東京　朝日新聞社　１９６０

３１７ｐ　図版　３２ｐ　２７ｃｍ

日本国有鉄道監修

続

鉄道－日本
 
680/U/1508 1107545087 

◆680
日本の鉄道　第１
毎日新聞社／編

東京　有紀書房　１９６０

２１７ｐ（図版共）　２７ｃｍ

第１　二俣線　-他２４篇-
日本－案内記
 
680/U/1509 1107545095 

◆680
日本の鉄道車両　工業篇
東京　運輸観光技術協会　１９６３

１２５ｐ（図版共）　１９ｃｍ

(交通写真文庫　２)

工業篇

鉄道車両
 
680/U/961 1107539619 

◆680
日本の鉄道連絡船　-１８８４－１９７６-
古川　達郎／著

東京　海文堂出版　１９７６

１５６ｐ（図共）　２２ｃｍ

連絡船　鉄道－日本－歴史
 
680/U/925 1107539254 

◆680
日本の鉄道
朝日新聞社

東京　朝日新聞社　１９６０

３３３ｐ　図版３２ｐ　２７ｃｍ

鉄道－日本
 
680/U/1507 1107545079 

◆680
日本の鉄道
荻原　武夫／著

大阪　保育社　１９６４

１５３ｐ（図版９６ｐ共）　１５ｃｍ

(カラーブックス)

鉄道－日本
 
680/U/1280 1107542803 

◆680
日本の鉄道・世界の鉄道　-夢の超特急開通記念-
東京　毎日新聞社　１９６４．１０

１０４ｐ　３４ｃｍ

『毎日グラフ』別冊第８号
 
680/U/1257 1107542571 

◆680
日本の鉄道１００年　-Ｓｔｒｅａｍ　ｌｏｃｏｍ
ｏｔｉｖｅのすべて-
陸蒸気から山陽新幹線まで
東京　毎日新聞社　１９７２．５
１４５ｐ　３０ｃｍ
『毎日グラフ』別冊（第１３年第１号）　付属資料
：ソノシート（１枚） 
680/U/947 1107539478
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◆680
日本のトラック事業　’６２
輸送経済新聞社／編

東京　輸送経済新聞社　１９６２．６

１５６ｐ　２６ｃｍ

’６２
 
680/U/1059 1107540591 

◆680
日本の道路展　
１９６１．９
３種
主催：北海道・北海道道路利用者会議　１９６１．
９．５－１０今井８階

ポスター，パンフレット，チラシ
 
680/U/1668 1108743970 

◆680
日本のバス事業　８（１９６８年版）
日本乗合自動車協会／〔編〕

東京　日本乗合自動車協会　１９６８．９

８３ｐ　２６ｃｍ

８（１９６８年版）

日本のバス事業略年表：ｐ２１３～２２６

バス事業
 
680/U/1481 1107544817 

◆680
日本の路
大島延次郎／著

東京　至文堂　１９５５

２２６ｐ　図版　１９ｃｍ

(日本歴史新書)

日本－交通－歴史
 
680/U/1220 1107542209 

◆680
日本名所集
鉄道省運輸局／編

東京　日本旅行協会　１９３６．４

２０２ｐ　１９ｃｍ
 
680/U/1367 1107543678 

◆680
日本郵船株式会社五十年史
日本郵船株式会社／編纂

東京　日本郵船　１９３５

９５２ｐ　図版３７枚　２７ｃｍ

年表：ｐ８７１～９５２

日本郵船株式会社
 
680/U/1186 1107541862 

◆680
日本輸送史
松好貞夫，安藤良雄／編著

東京　日本評論社　１９７１

５５２ｐ　図　２２ｃｍ

運送－歴史　日本－交通－歴史
 
680/U/872 1107538728 

◆680
日本陸運十年史　-第二次大戦と運輸経済-　第１
巻
日本国有鉄道／編

〔東京〕　〔日本国有鉄道〕　１９５１

３８５ｐ　２１ｃｍ

第１巻　戦時交通編　その１

鉄道運送－歴史　陸運－歴史
 
680/U/1473 1107544734 

◆680
日本陸運十年史　-第二次大戦と運輸経済-　第２
巻
日本国有鉄道／編

〔東京〕　〔日本国有鉄道〕　１９５１

ｐ３８７～７７５　２１ｃｍ

第２巻　戦時交通編　その２

鉄道運送－歴史　陸運－歴史
 
680/U/1474 1107544742 

◆680
日本陸運十年史　-第二次大戦と運輸経済-　第３
巻
日本国有鉄道／編

〔東京〕　〔日本国有鉄道〕　１９５１

ｐ７７７～１１８９　２１ｃｍ

第３巻　戦後交通編

鉄道運送－歴史　陸運－歴史
 
680/U/1475 1107544759 

◆680
日本陸運十年史　-第二次大戦と運輸経済-　第４
巻
日本国有鉄道／編

〔東京〕　〔日本国有鉄道〕　１９５１

２３８，５２，１４ｐ　２１ｃｍ

第４巻　附録編

鉄道運送－歴史　陸運－歴史
 
680/U/1476 1107544767 

◆680
日本陸運二十年史　-第一次大戦末期より日華事変
勃発に至るまでの運輸経済-　年表編
運輸調査局／〔編〕

- 102 -



分類順目録　　　　　〔　　　　　　　　　　　〕北方図書 680～680 

〔出版地不明〕　運輸調査局　１９５６

２２６ｐ　２５ｃｍ

謄写版

年表編
 
680/U/1477 1107544775 

◆680
日本陸運史
渡部　英三郎／著

東京　青葉書房　１９４４

４９０ｐ　１９ｃｍ

交通－日本　陸運－歴史
 
680/U/944 1107539445 

◆680
日本旅行倶楽部とは
〔東京〕　〔日本旅行倶楽部〕　〔出版年不明〕
２８ｐ　１６ｃｍ 
680/U/1502 1107545020 

◆680
日本海海運史の研究
福井県立図書館，福井県郷土誌懇談会／編　福井県
郷土誌懇談会
福井　福井県郷土誌懇談会　１９６７
１２１９ｐ　図版　地図　２２ｃｍ
海運－日本－歴史　海運－日本海－歴史 
680/U/775 1107537753 

◆680
日本海周遊記
菊池幽芳（清）／著

東京　春陽堂　明３６．７

３２７ｐ　図版　２０ｃｍ
 
680/U/1299 1107542993 

◆680
根室線名寄線増毛線全通記念写真帖
鉄道省北海道建設事務所／編

札幌　鉄道省北海道建設事務所　１９２２

図版１冊　１８×２５ｃｍ
 
680/U/419 1107534198 

◆680
年式別車名別自動車数調査表　１９５３年３月末現
在
札幌陸運局整備部登録資材課／〔編〕
〔札幌〕　札幌陸運局整備部登録資材課　１９５３
９ｐ　２５×３６ｃｍ
１９５３年３月末現在 
680/U/442 1107534420 

◆680
年式別・車名別・市町村別自動車数調　昭和２９年
３月末現在
札幌陸運相談所／編　札幌陸運局／監修

〔札幌〕　〔札幌陸運相談所〕　１９５４

３２ｐ　２５×３６ｃｍ

昭和２９年３月末現在
 
680/U/441 1107534412 

◆680
年表と写真でつづる６５年
札幌車掌区／編

札幌　札幌車掌区北州会　１９７８

１１４ｐ（図版共）　２２×３０ｃｍ

巻末に「鉄道開業年月日一覧」あり
 
680/U/578 1107535781 

◆680
農業共同組合連合会の特定貸切貨物自動車運送事業
の実態調査について
〔札幌〕　〔札幌陸運局〕　１９５０
１冊　２６ｃｍ
札陸自第１、３４２号の２（昭和２５年７月１日）
運輸省自動車局長あて　タイプ 
680/U/1557 1107545574 

◆680
ノサップ岬の軽便　-私の思い出写真　３-
星山　一男／〔著〕

〔製作地不明〕　〔製作者不明〕　１９５９

ｐ６４～６７　２６×３７ｃｍ

複写
 
680/U/491 1107534917 

◆680
伸びゆく国鉄
建設情報社／編　日本国有鉄道北海道支社／監修
札幌　建設情報社　１９６６．３
４８ｐ　３０ｃｍ 
680/U/155 1107531558 

◆680
伸びゆく新鉄道
東京　毎日新聞社　１９６２．６
７０ｐ　３６ｃｍ
『毎日グラフ』臨時増刊
内容：東海道新幹線のすべて．「鉄道化学大博覧会
」への招待 
680/U/1256 1107542563 

◆680
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伸びゆくタンク車
日本鉄道車輌工業協会／〔編〕
〔出版地不明〕　日本鉄道車輌工業協会　１９６１
８２ｐ　２６ｃｍ 
680/U/1052 1107540526 

◆680
乗合自動車
加藤　盛次郎／著

東京　工業図書　１９３６．４

３６７ｐ　２２ｃｍ
 
680/U/1327 1107543272 

◆680
ハイヤー．タクシー．大型バス．事業者要覧　昭和
２４年７月調
運輸省自動車局／編

東京　交通社　１９４９．９

５５，２０，１９ｐ　１９×２６ｃｍ

昭和２４年７月調
 
680/U/1421 1107544213 

◆680
函館海運史
函館開港百年誌編さん部会／編

函館　函館市　１９５８

８７６ｐ　図版　２２ｃｍ

海運－函館市　函館
 
680/U/88 1107530881 

◆680
函館貨物ターミナル新設について
３種
手書き資料コピー
1函館貨物ターミナル新設計画（案）の今日までの
推移　２函館貨物ターミナル新設計画　３函館貨物
ターミナル新設について 
680/U/1634 1108634278 

◆680
函館本線札幌駅付近高架化についての資料
３種
内容細目：国鉄札幌駅付近高架化工事の概要　日本
国有鉄道札幌工事局　札幌駅付近高架化計画 
680/U/1603 1108633841 

◆680
函館本線小樽⇔滝川間電化開業　１９６８－８－２

札幌　日本国有鉄道北海道支社　　１９６８．８
９ｐ　２１×３０ｃｍ 
680/U/1618 1108634179 

◆680
函館本線小樽・南小樽間高架工事について
〔発行年不明〕
〔３ｐ〕　２６ｃｍ
コピー　「第３次長期計画の主要工事概要（ｐ．３
０～３２）」　抜粋コピーあり 
680/U/1619 1108634203 

◆680
函館本線小樽旭川間電化設備概要図　
１　１８×２６ｃｍ

抜粋コピー　元の資料名不明
 
680/U/1620 1108634211 

◆680
函館本線美唄～南美唄間廃止
〔１９７３〕

２枚　２６×３６ｃｍ

手書き　青焼きコピー
 
680/U/1621 1108634153 

◆680
函館本線八雲・山崎間線路増設
〔１９７８〕

１枚物　２６×３６ｃｍ
 
680/U/1622 1108634229 

◆680
函館本線小樽・旭川間電化着工　-国鉄第３次長期
計画-
日本国有鉄道北海道支社／〔編〕

〔出版地不明〕　日本国有鉄道北海道支社　１９６

２

１枚　２６ｃｍ（折りたたみ）
 
680/U/1562 1107545624 

◆680
函館本線小樽－南小樽高架開通記念
日本国有鉄道札幌工事局／〔編〕
〔札幌〕　〔日本国有鉄道札幌工事局〕　１９６４
１冊　２６ｃｍ 
680/U/663 1107536631 

◆680
函館駅５０年の歩み
函館駅開駅５０年記念行事委員会／編
函館　函館駅開駅５０年記念行事委員会　１９５４
１８５ｐ　２１ｃｍ
函館駅 
680/U/322 1107533224
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◆680
函館駅７０年の歩み
日本国有鉄道青函船舶鉄道管理局／〔編〕
〔出版地不明〕　日本国有鉄道青函船舶鉄道管理局
　１９７４
１枚　２６ｃｍ（折りたたみ）
函館駅開業７０周年記念 
680/U/608 1107536086 

◆680
運ぶ　-物流日本史-
大矢誠一／著

東京　柏書房　１９７８．３

３１９ｐ　１９ｃｍ

主要参考文献・年表：ｐ２９９～３１８

運送－歴史　日本－交通－歴史
 
680/U/1356 1107543561 

◆680
はじっこ人生
剣持〓太郎／著

東京　弘文堂　１９６２

２３０ｐ　１８ｃｍ

(フロンティア・ブックス)
 
680/U/734 1107537340 

◆680
八期生名簿
札幌　札幌鉄道教習所普通部八期生会　〔１９６５
〕
〔３ｐ〕　１３×１９ｃｍ
謄写刷 
680/U/1610 1108634070 

◆680
’８０小樽ハイ・タクの歩み
小樽ハイヤー協同組合／編
小樽　小樽ハイヤー協同組合創立満２０周年記念誌
委員会　１９８０
８４ｐ　２６ｃｍ
小樽 
680/U/103 1107531038 

◆680
バス運賃と原価計算の実際
福島真義，松本年博／共著　松本年博

東京　運輸通信社　１９５６

４５７ｐ　２２ｃｍ

バス事業　運賃
 
680/U/719 1107537191 

◆680
バス事業五十年史
バス事業五十年史編纂委員会／編

東京　日本乗合自動車協会　１９５７

１１７４ｐ　図版２６枚　２２ｃｍ

バス事業
 
680/U/717 1107537175 

◆680
バス事業者要覧　昭和２５年２月調
運輸省自動車局／編

東京　交通社　１９５０．３

８２，２４ｐ　１９×２７ｃｍ

昭和２５年２月調
 
680/U/536 1107535369 

◆680
バス事業者要覧　昭和２５年１０月調
新交社編集部／編　運輸省自動車局／監修

東京　新交社　１９５０．１１

８２，２４，４ｐ　１８×２６ｃｍ

昭和２５年１０月調
 
680/U/537 1107535377 

◆680
バス創業五十年史略年表
バス五十年史編纂委員会／〔編〕

東京　日本乗合自動車協会　１９５３．５

８２ｐ　１９ｃｍ
 
680/U/941 1107539411 

◆680
日高線建設要覧
鉄道省北海道建設事務所／編

札幌　鉄道省北海道建設事務所　１９３７

１枚（折たたみ）　１８ｃｍ
 
680/U/631 1107536318 

◆680
１００年のあゆみ駅史
手宮駅／編

小樽　手宮駅　１９８０．１０

１００ｐ　２７ｃｍ

手宮駅
 
680/U/302 1107533026 

◆680
広島陸運局二十五周年史
広島　広島陸運局二十五周年史編さん委員会　１９
７５
３２７，２７ｐ　図　２２ｃｍ
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付録：年譜目次，人事年表

広島陸運局
 
680/U/774 1107537746 

◆680
美幸線美深線―仁宇布間開通記念〔絵葉書〕
札幌　日本国有鉄道北海道支社　１９６４．１０
４枚（封入り）　１４×１１ｃｍ
共同刊行：美幸線敷設促進期成会 
680/U/1613 1108634096 

◆680
美唄鉄道　-その生いたちについて-
片岡　昭夫／〔著〕

〔小樽〕　〔片岡昭夫〕　〔１９－－〕

１冊　２６ｃｍ
 
680/U/496 1107534966 

◆680
ピポー　-国鉄の職場をのぞく-
六浦　光雄／えと文
〔東京〕　日本国有鉄道広報部　１９６１．１０
３２ｐ　２２ｃｍ 
680/U/1045 1107540450 

◆680
風雪二十年　-創立２０周年記念-
北海道自家用自動車組合連合会／〔編〕
札幌　北海道自家用自動車協会連合会　１９６８．
６
５０ｐ　２２ｃｍ
北海道自家用自動車協会連合会 
680/U/106 1107531061 

◆680
伏木田隆作翁御胸像写真
札幌　北海道自動車協会　１９５８．１０
３枚（袋入り）　１９×１０ｃｍ
胸像写真１葉，履歴（写真入）１枚，除幕式次第１
枚
伏木田　隆作 
680/U/1704 1108744507 

◆680
踏切
日本国有鉄道／〔編〕

〔東京〕　〔日本国有鉄道〕　１９６３

１冊　２６ｃｍ
 
680/U/1014 1107540146 

◆680

踏切について
日本国有鉄道／〔編〕

〔東京〕　〔日本国有鉄道〕　１９７３

２８ｐ　２１ｃｍ
 
680/U/692 1107536920 

◆680
富良野機関区６０年のあゆみ　-開区６０周年記念 
-
河原　宏／編

富良野　〔富良野機関区〕　１９７３．１１

２７ｐ　２６ｃｍ

大正２年１１月１０日開区

富良野機関区
 
680/U/304 1107533042 

◆680
富良野駅６０年の歩み
富良野駅／〔編〕

〔富良野〕　富良野駅　１９６０．８

６０ｐ　２２×３２ｃｍ

富良野駅
 
680/U/340 1107533406 

◆680
部長代決事項
札幌陸運局／〔編〕

〔札幌〕　札幌陸運局　１９４９

７ｐ　１８ｃｍ
 
680/U/646 1107536466 

◆680
物流革新の方向について
梅木　通徳／〔編〕

〔札幌〕　〔梅木通徳〕　１９７０

３０ｐ　２６ｃｍ
 
680/U/501 1107535013 

◆680
弁財船往還記　-北海道・岩内を拓いた人びと-
森　梢伍／著

東京　日本経済評論社　１９８３．６

４２０ｐ　２０ｃｍ

岩内略年表：ｐ４０３～４２０

北海道－経済－歴史
 
680/U/74 1107530741 

◆680
北自連創立十周年記念式典
〔札幌〕　〔北海道自動車連盟〕　〔出版年不明〕
１枚物（２つ折り）　１８ｃｍ
記念式式次第
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680/U/1643 1108743731 

◆680
北逓三十年の歩み
札幌　北海道郵便逓送　１９７５．１２

２５６ｐ　２６ｃｍ

北海道郵便逓走株式会社
 
680/U/2 1107530022 

◆680
北斗　Ｎｏ．１０９
札幌　札幌鉄道管理局　１９７８．３
２１ｐ　２６ｃｍ
千歳線・室蘭本線の近代化計画（北海道総局企画室
）の記事あり
Ｎｏ．１０９ 
680/U/1615 1108634120 

◆680
保科保履歴書（明治９年以降）
６枚　２６×３６ｃｍ

コピー

保科　保
 
680/U/1695 1108744150 

◆680
北海道鉄道史に関する資料綴
梅木　通徳／著
１冊　２６ｃｍ
梅木通徳著作資料の綴
内容細目：『駅名の起源』物語り（「北海道史研究
」第４号抜刷）　旭川釧路間鉄道＝全通五十周年を
語る＝　　駅長さんの第１号《北海道鉄道ＯＢ新聞
　第１１９号）　本道鉄道建設の初期を語る　鉄道
測量隊の話　義経隧道碑　幌内鉄道の誤伝を突く　
野幌停車場の開業日　釧路鉄道史　釧路鉄道会社の
設立と経営について　富永　慶一／著　幌内鉄道時
代の停車場について　幌内鉄道史　幌内鉄道物語　
幻の温泉電車（札幌温泉電気軌道）　浜田　啓一／
著　手宮の外国人合宿所―本道鉄道の古い建物―　
山崎　栄四郎／著　停車場の旧名称をたずねて　鉄
道職務名称の変遷（北海道鉄道ＯＢ新聞）　道内間
接鉄道建設時の貴重な資料を発見（北海道鉄道ＯＢ
新聞）　北海道鉄道記念塔建設由来期記　当時の釧
路新聞記事　鉄道記念日にちなんで　茅沼炭鉱鉄道
史　茅沼炭鉱鉄道史　鉄道の三大誤伝を突く　クロ
フォード伝　松本荘一郎伝　平井晴二郎伝　坂田栄
吉伝　野村弥三郎伝　羽島金三郎伝　武井哲太郎伝
　瓜生卓爾伝 
680/U/1568 1108633692 

◆680
北海道案内

高橋　理一郎／著

札幌　北方文化協会　１９３８

４１０ｐ　地図　１２×２０ｃｍ

７版
 
680/U/425 1107534255 

◆680
北海道駅程表
２種
明治１４年調，〔発行年不明〕の２種　ほかに駅逓
線路図あり　複写資料　 
680/U/1592 1108633791 

◆680
北海道駅名の起源
札幌　日本国有鉄道北海道総局　１９７３

２５１ｐ　図　１９ｃｍ

駅　鉄道－日本　北海道－地誌
 
680/U/386 1107533869 

◆680
北海道駅名の起源
日本国有鉄道札幌地方営業事務所／編
札幌　日本国有鉄道札幌地方営業事務所　１９５０
１４３，３３ｐ　地図　１９ｃｍ
巻末に附録としてアイヌ語地名単語集あり 
680/U/135 1107531350 

◆680
北海道駅名の起源
日本国有鉄道札幌鉄道管理局／編

札幌　日本国有鉄道札幌鉄道管理局　１９５４

１９５ｐ　地図　１８ｃｍ
 
680/U/137 1107531376 

◆680
北海道駅名の起源
日本国有鉄道札幌鉄道管理局／編

札幌　日本国有鉄道札幌鉄道管理局　１９６２

２１１ｐ　地図　１８ｃｍ

１３版
 
680/U/139 1107531392 

◆680
北海道駅名の起源
札幌鉄道局運輸課／編

札幌　札幌鉄道局運輸課　１９４２

１２１ｐ　１９ｃｍ

駅
 
680/U/133 1107531335
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◆680
北海道駅名の起源
札幌鉄道局業務部旅客課／編

札幌　札幌鉄道局業務部旅客課　１９４７．３

１２８ｐ　１９ｃｍ
 
680/U/134 1107531343 

◆680
北海道駅名の起源
国鉄札幌営業事務所／編　高倉　新一郎／〔ほか〕
監修
札幌　国鉄札幌営業事務所　１９５１．８
１７６ｐ　１９ｃｍ 
680/U/136 1107531368 

◆680
北海道駅名の起源　-函館本線室蘭本線編-
札幌鉄道管理局／編　高倉　新一郎／〔ほか〕監修
１２版
札幌　札幌鉄道管理局　１９６１．５
８９ｐ　１８ｃｍ 
680/U/138 1107531384 

◆680
北海道各駅人馬賃銭表
北海道庁第二部／編
札幌　北海道庁第二部　１８８８
１枚　２５×８１ｃｍ
明治２１年１２月調　折り本（原本は１２ｃｍ）の
コピー 
680/U/1709 1108744499 

◆680
北海道各道路運送監理事務所職員名簿
札幌道路運送監理事務所／〔編〕

〔札幌〕　札幌道路運送監理事務所　１９４８

１６ｐ　１９ｃｍ

昭和２３年７月１５日現在
 
680/U/640 1107536409 

◆680
北海道観光の友
観光の友社／編

札幌　観光の友社　１９６２

４８ｐ　１９×２６ｃｍ
 
680/U/652 1107536524 

◆680
北海道概況　昭和８年５月
札幌鉄道局／〔編〕

〔札幌〕　〔札幌鉄道局〕　１９３３

１枚　１９ｃｍ


昭和８年５月 
680/U/4 1107530048 

◆680
北海道協会沿革誌
北海道協会／編

東京　北海道協会　１９１８

２５６ｐ　１７ｃｍ

創立二十五周年記念
 
680/U/534 1107535344 

◆680
北海道交通史論
梅木　通徳／著

札幌　北日本社　１９４６

１３３ｐ　２１ｃｍ

北海道－交通－歴史
 
680/U/93 1107530931 

◆680
北海道交通史
梅木　通徳／著

札幌　北方書院　１９５０

３１８ｐ　表　１９ｃｍ

北海道－交通－歴史
 
680/U/388 1107533885 

◆680
北海道交通要覧
北海道土木部道路課／編

札幌　北海道土木部道路課　１９２８

１１１ｐ　２２ｃｍ

附：北海道交通要覧図
 
680/U/292 1107532929 

◆680
北海道交通株式会社二十年の歩み
北海道交通株式会社／編

札幌　北海道交通　１９６２

１３５ｐ　図版　肖像　２７ｃｍ

北海道交通株式会社
 
680/U/579 1107535799 

◆680
北海道交通史概説
梅木　通徳／著

〔札幌〕　梅木通徳　１９７０年代

８ｐ　２６ｃｍ

交通史―北海道
 
680/U/115 1107531152
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◆680
北海道交通関係綴り
〔出版地不明〕　〔出版者不明〕　〔出版年不明〕
１冊　２７ｃｍ
『いずみ』（北海道通運協会）等の綴込 
680/U/1537 1107545376 

◆680
北海道交通研究会名簿
〔出版地不明〕　北海道交通研究会　１９６４

９ｐ　２２ｃｍ
 
680/U/1556 1107545566 

◆680
北海道交通要覧
北海道庁土木部道路課／〔編〕

〔札幌〕　〔北海道庁土木部道路課〕　１９３１．

７

１５４ｐ　２３ｃｍ

附：北海道交通要覧図（１枚）
 
680/U/293 1107532937 

◆680
北海道交通要覧　第１編
北海道庁土木部道路課／〔編〕

〔札幌〕　〔北海道庁土木部道路課〕　１９２６．

１０

１０５ｐ　２２ｃｍ

附：北海道交通要覧図（１枚）

第１編
 
680/U/291 1107532911 

◆680
北海道交通研究会規約及び会員名簿
〔札幌〕　北海道交通研究会　１９７７

１２ｐ　１９×２６ｃｍ
 
680/U/158 1107531582 

◆680
北海道交通案内図
札幌　北海道旅客輸送協会　１９５０．７

１枚　５５×７２ｃｍ（折りたたみ２０ｃｍ）
 
680/U/82 1107530824 

◆680
北海道港湾変遷史
中村　廉次／著

札幌　北海道港湾変遷史出版後援会　１９６０

３０８ｐ　地図　肖像　２６ｃｍ
 
680/U/423 1107534230 

◆680
北海道国鉄電化のあゆみ
札幌　日本国有鉄道北海道支社　１９６７．１２
１枚物　２６×３６ｃｍ
「函館本線小樽・旭川間電化について」あり　　タ
イプ印刷 
680/U/1594 1108633825 

◆680
北海道国鉄自動車２５年のあゆみ
日本国有鉄道北海道地方自動車事務所／〔編〕
〔出版地不明〕　〔日本国有鉄道北海道地方自動車
事務所〕　１９５９
６ｐ　２７ｃｍ
複写本 
680/U/519 1107535195 

◆680
北海道市町村別実在車数調書
札幌　札幌陸運局　１９５０．９

１冊　２６ｃｍ

２５．９．３０　謄写刷 
680/U/1644 1108743681 

◆680
北海道市町村別実在車数調書
札幌　札幌陸運局　１９５０．９

１冊　２６ｃｍ

２５．１２．３１　謄写刷 
680/U/1645 1108743723 

◆680
北海道唱歌　北の巻
大和田　建樹／作歌　田村　虎蔵／作曲

札幌　富貴堂　１９０７．６

１冊　１７ｃｍ

複写本

北の巻

唱歌
 
680/U/6 1107530063 

◆680
北海道唱歌　南の巻
大和田　建樹／作歌　田村　虎蔵／作曲

札幌　富貴堂　１９０７．６

１冊　１７ｃｍ

３版　　複写本

南の巻

唱歌
 
680/U/7 1107530071 

◆680
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北海道新幹線の影響（永光洋一著）　新港湾開発と
地域経済（小川譲二著）
永光　洋一／著　小川　譲二／著
札幌　北海道陸運協会　１９７３
４８ｐ　１９ｃｍ
昭和４７年度運輸行政地方懇談会（札幌）講演記録 
680/U/555 1107535559 

◆680
北海道自動車両数表，帯広・十勝地区自動車両数表
２１枚　３０×４２ｃｍ

手書き
 
680/U/1655 1108743830 

◆680
北海道自動車交通史
梅木　通徳／著
１冊　２６ｃｍ
原稿４００字詰完成分
１目次　２はしがき　３総論第１章（揺籃期）　４
第２章（乱立期）　５第３章（統制期）　６第４章
統合期　７第４章第１７　８第５章終戦直後の概況
　９参考資料　 
680/U/1710 1108744390 

◆680
北海道自動車交通史
梅木　通徳／著
原稿（１～１０）　２００字詰原稿用紙にペン書き 
680/U/1711 1108744408 

◆680
北海道自動車年鑑　１９５４
北海道自動車年鑑刊行委員会／編

札幌　北海道自動車年鑑刊行委員会　１９５４

１０４ｐ　３７ｃｍ

１９５４
 
680/U/157 1107531574 

◆680
北海道自動車数調　昭和３７年版
北海道陸運協会／編

札幌　北海道陸運協会　１９６２

１３８ｐ　２６ｃｍ

昭和３７年版
 
680/U/36 1107530360 

◆680
北海道自動車数調　昭和３８年版
北海道陸運協会／編

札幌　北海道陸運協会　１９６３

２１２ｐ　２６ｃｍ


昭和３８年版 
680/U/37 1107530378 

◆680
北海道自動車数調　昭和３９年版
北海道陸運協会／編

札幌　北海道陸運協会　１９６４

１２６ｐ　２６ｃｍ

昭和３９年版
 
680/U/38 1107530386 

◆680
北海道自動車数調　昭和４０年版
北海道陸運協会／編

札幌　北海道陸運協会　１９６５

１３４ｐ　２６ｃｍ

昭和４０年版
 
680/U/39 1107530394 

◆680
北海道自動車数調　昭和４２年
北海道陸運協会／編

札幌　北海道陸運協会　１９６７

１３９ｐ　２６ｃｍ

昭和４２年
 
680/U/41 1107530410 

◆680
北海道自動車数調　昭和４３年版
北海道陸運協会／編

札幌　北海道陸運協会　１９６８

１５６ｐ　２６ｃｍ

昭和４３年版
 
680/U/42 1107530428 

◆680
北海道自動車数調　昭和４５年版
北海道陸運協会／編

札幌　北海道陸運協会　１９７０

１６４ｐ　２６ｃｍ

昭和４５年版
 
680/U/44 1107530444 

◆680
北海道自動車数調　昭和４６年版
北海道陸運協会／編
札幌　北海道陸運協会　１９７１
２４１ｐ　２６ｃｍ
昭和４７年版からの書名：「北海道自動車統計」
昭和４６年版 
680/U/45 1107530451
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◆680
北海道自動車統計　昭和４７年版
北海道陸運協会／編
札幌　北海道陸運協会　１９７２
２２０ｐ　２６ｃｍ
昭和４６年版までの書名：「北海道自動車数調」
昭和４７年版 
680/U/46 1107530469 

◆680
北海道自動車統計　昭和４８年版
北海道陸運協会／編

札幌　北海道陸運協会　１９７３

２２８ｐ　２６ｃｍ

昭和４８年版
 
680/U/47 1107530477 

◆680
北海道自動車統計　昭和４９年版
北海道陸運協会／編

札幌　北海道陸運協会　１９７４

２２２ｐ　２６ｃｍ

昭和４９年版
 
680/U/48 1107530485 

◆680
北海道自動車統計　昭和５０年版
北海道陸運協会／編

札幌　北海道陸運協会　１９７５

２２０ｐ　２６ｃｍ

昭和５０年版
 
680/U/49 1107530493 

◆680
北海道自動車統計　昭和５１年版
北海道陸運協会／編

札幌　北海道陸運協会　１９７６

２１２ｐ　２６ｃｍ

昭和５１年版
 
680/U/50 1107530501 

◆680
北海道自動車統計　昭和５２年版
北海道陸運協会／編

札幌　北海道陸運協会　１９７７

２２５ｐ　２６ｃｍ

昭和５２年版
 
680/U/51 1107530519 

◆680
北海道自動車統計　昭和５３年版

北海道陸運協会／編

札幌　北海道陸運協会　１９７８

２５３ｐ　２６ｃｍ

昭和５３年版
 
680/U/52 1107530527 

◆680
北海道自動車統計　昭和５４年版
北海道陸運協会／編

札幌　北海道陸運協会　１９７９

２５７ｐ　２６ｃｍ

昭和５４年版
 
680/U/53 1107530535 

◆680
北海道自動車統計　昭和５５年版
北海道陸運協会／編

札幌　北海道陸運協会　１９８０

２６１ｐ　２６ｃｍ

昭和５５年版
 
680/U/54 1107530543 

◆680
北海道自動車路線営業粁程表
札幌陸運局／監修
札幌　北海道トラック協会　１９６０
６２，８ｐ　２１ｃｍ
（昭和３５年２月３日自貨第２６号通達別冊）運輸
大臣認可 
680/U/378 1107533786 

◆680
北海道自動車旅行之栞
武石　勇／著

増補改訂

札幌　北海道自動車旅行之栞社　１９３３．１

２５７ｐ　１９ｃｍ
 
680/U/554 1107535542 

◆680
北海道自動車数調　昭和３０年３月末現在
札幌陸運相談所／編　札幌陸運局／監修

札幌　〔札幌陸運相談所〕　１９５５

１４０ｐ　２５ｃｍ

昭和３０年３月末現在
 
680/U/29 1107530295 

◆680
北海道自動車数調　昭和３１年３月末現在
札幌陸運相談所／編　札幌陸運局／監修

札幌　〔札幌陸運相談所〕　１９５６

１４２ｐ　２５ｃｍ
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昭和３１年３月末現在 
680/U/30 1107530303 

◆680
北海道自動車数調　昭和３２年３月末現在
札幌陸運協会／編　札幌陸運局／監修

札幌　〔札幌陸運協会〕　１９５７

１５４ｐ　２５ｃｍ

昭和３１年までの編者：札幌陸運相談所

昭和３２年３月末現在
 
680/U/31 1107530311 

◆680
北海道自動車数調　昭和３３年３月末現在
北海道陸運協会／編　札幌陸運局／監修

札幌　〔札幌陸運協会〕　１９５８

１５４ｐ　２５ｃｍ

昭和３２年までの編者：札幌陸運協会

昭和３３年３月末現在
 
680/U/32 1107530329 

◆680
北海道自動車数調　昭和３４年３月末現在
北海道陸運協会／編　札幌陸運局／監修

札幌　〔札幌陸運協会〕　１９５９

１５４ｐ　２５ｃｍ

昭和３４年３月末現在
 
680/U/33 1107530337 

◆680
北海道自動車数調　昭和３５年３月末現在
北海道陸運協会／編　札幌陸運局／監修

札幌　〔札幌陸運協会〕　１９６０

１４２ｐ　２５ｃｍ

昭和３５年３月末現在
 
680/U/34 1107530345 

◆680
北海道自動車数調　昭和３６年３月末現在
北海道陸運協会／編　札幌陸運局／監修

札幌　〔札幌陸運協会〕　１９６１

１４０ｐ　２５ｃｍ

昭和３６年３月末現在
 
680/U/35 1107530352 

◆680
北海道自動車数調　昭和４１年３月末現在
北海道陸運協会／編　札幌陸運局／監修

札幌　札幌陸運協会　１９６６．５

１３７ｐ　２５ｃｍ

昭和４１年３月末現在
 
680/U/40 1107530402 

◆680
北海道自動車数調　昭和４４年３月末現在
北海道陸運協会／編　札幌陸運局／監修

札幌　札幌陸運協会　１９６９．６

１５８ｐ　２６ｃｍ

昭和４４年３月末現在
 
680/U/43 1107530436 

◆680
北海道縦貫自動車道　千歳～広島間
札幌　日本道路公団札幌支所千歳札幌工事事務所　
１９７１．９
１枚　２６×７６ｃｍ（折りたたみ２６×１９ｃｍ
）
裏面：北海道縦貫自動車道（千歳～広島間）路線図 
680/U/1676 1108743871 

◆680
北海道全道自動車保有車輌数推移状況〔ほか〕
〔札幌〕　〔札幌陸運局〕　１９５３
ｐ４１～５２　３７ｃｍ
内容：北海道全道自動車保有車輌推移状況．用途別
車種別自動車輌数．営業バス走行粁．営業バス輸送
人員．貸切バス走行粁．貸切バス輸送人員．特定バ
ス走行粁．特定バス輸送人員．営業用車輌走行粁．
営業乗用車輸送人員．自家用旅客自動車走行粁．自
家用旅客自動車輸送人員．トラック走行粁．トラッ
ク輸送瓲数．トラック品名別輸送瓲数．バス路線現
況調 
680/U/487 1107534875 

◆680
北海道総局組織規程
北海道総局／〔編〕

札幌　〔日本国有鉄道北海道総局〕　１９７３

１６２ｐ　２１ｃｍ
 
680/U/321 1107533216 

◆680
北海道総合開発と自動車輸送
札幌陸運局／〔編〕

〔札幌〕　〔札幌陸運局〕　１９５２

１冊　２７ｃｍ
 
680/U/484 1107534842 

◆680
北海道炭砿港湾調査資料
石炭鉱業聯合会／編

〔出版地不明〕　石炭鉱業聯合会　１９３１

３５７ｐ　地図　図版　表　２２ｃｍ
 
680/U/75 1107530758
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◆680
北海道炭礦汽船株式会社五十年史
北海道炭礦汽船株式会社／編

東京　北海道炭礦汽船　１９３９

２７３ｐ　図版　表　２７ｃｍ

北海道炭砿汽船株式会社
 
680/U/421 1107534214 

◆680
北海道炭礦汽船株式会社七十年史
北海道炭礦汽船株式会社七十年史編纂委員会／編
東京　北海道炭礦汽船株式会社　１９５８
７３１，１０４ｐ　図版６１枚　地図　２７ｃｍ
北海道炭礦汽船株式会社 
680/U/424 1107534248 

◆680
北海道中央バス２５年史
梅木　通徳／編・著

札幌　北海道中央バス　１９７０

２７６ｐ　図版　肖像　２７ｃｍ
 
680/U/89 1107530899 

◆680
北海道通運略年表
梅木　通徳／著

〔札幌〕　梅木通徳　〔出版年不明〕

１０ｐ　２６ｃｍ

謄写刷
 
680/U/1647 1108743699 

◆680
北海道通運小史
〔１５ｐ〕　２６ｃｍ
別紙「通運の話」，「巨石運搬の話・大八車の話・
○通のマークの話・北海道における運送事業の起源
」あり　タイプ刷　 
680/U/1648 1108634385 

◆680
「北海道通運史」原稿
梅木　通徳／著
ｐ５１２～５７９　３０ｃｍ
第６章各通運会社の略史　ほかに「北海道交通史の
研究」目次原稿あり 
680/U/1702 1108744549 

◆680
北海道通運百年史
梅木　通徳／編

札幌　北海道通運業連盟　１９６９

９２ｐ　２６ｃｍ
 
680/U/118 1107531186 

◆680
北海道通運史
梅木　通徳／編

札幌　北海道通運業連盟　１９６１

２０８ｐ　図版　肖像　表　２７ｃｍ

連盟創立１０周年記念
 
680/U/91 1107530915 

◆680
北海道通運関係統計累年表
梅木　通徳／編

〔札幌〕　〔北海道通運業連盟〕　１９６９

９６ｐ　２６ｃｍ
 
680/U/458 1107534586 

◆680
北海道鉄道開通９０年記念
札幌　国鉄北海道総局　１９７０．１１
１枚　３０×２４ｃｍ
袋のみ、　中に１１種関係資料あり
鉄道開通９０年記念―北海道は８２年（１枚物），
北海道鉄道記念館（１枚物），記念弁当ふた紙，同
箸袋（札幌駅構内立売商会），式典招待者駐車場並
ハイヤー降場御案内，琴似から桑園札幌ゆき切符，
記念行事案内状（２通），ほか 
680/U/1570 1108633643 

◆680
北海道鉄道１００年記念関係資料
１９８０
１２種
鉄道百年記念ポストカードほか
鉄道１００年ポストカード（Ｃ６２２，ギャマンの
灯火，鉄道省堤灯　日本国有鉄道発行），北海道の
鉄道百年の歩み（札幌鉄道管理局発行），「北海道
鉄道１００年記念展」に出品お願い（梅木通徳殿あ
て北海道鉄道１００年記念展実行委員長），北海道
鉄道１００年記念展開会式ご案内（１通），北海道
鉄道１００年記念展チラシ（２種），札幌→そごう
会場切符（記念展事務局発行），北海道鉄道百年記
念マラソン大会実施要領，北海道鉄道記念館行事案
内（義経号、しづか号の写真あり），ご挨拶（日本
国有鉄道北海道総局長・北海道鉄道百年記念行事協
賛会会長），小樽・滝川間電化営業開始出発式案内
（１通），北海道１００年記念ＳＬ弁当ふた紙 
680/U/1571 1108633650 

◆680
北海道鉄道１００年史原稿
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梅木　通徳
１冊　１９×２６ｃｍ
「北海道鉄道百年史」下第２節運賃及び料金大旅客
運賃・料金原稿 
680/U/1573 1108634047 

◆680
北海道鉄道防雪林経営概要
北海道鉄道管理局／編

札幌　北海道鉄道管理局　１９１２

２２ｐ　図版　２６ｃｍ

複写本
 
680/U/655 1107536557 

◆680
北海道鉄道沿線視察便覧図
北海道／編

札幌　北海道　１９１１

地図１０枚　２０ｃｍ

帙入り
 
680/U/426 1107534263 

◆680
北海道鉄道沿線視察便覧図
北海道／編

札幌　北海道　１９１７

地図１２枚　２０ｃｍ

帙入り
 
680/U/427 1107534271 

◆680
北海道鉄道百年
北洞孝雄／著

札幌　北海道新聞社　１９８０．９

２８５ｐ　１９ｃｍ

北海道鉄道年表：ｐ２６２～２８２

鉄道－日本－歴史
 
680/U/573 1107535732 

◆680
北海道鉄道沿革年表
梅木　通徳／著
〔出版地不明〕　〔出版者不明〕　〔出版年不明〕
１３ｐ　２２ｃｍ 
680/U/95 1107530956 

◆680
北海道鉄道年表
梅木　通徳／著

札幌　梅木通徳　１９５９

８２ｐ　１９ｃｍ
 
680/U/408 1107534081 

680/U/94 1107530949 

◆680
北海道鉄道史
梅木　通徳／著

札幌　新日本文化協会　１９４７

４３７ｐ　１９ｃｍ

表紙の書名：鉄道史
 
680/U/387 1107533877 

◆680
北海道鉄道防雪林経営概要
北海道鉄道管理局／編

札幌　北海道鉄道管理局　１９１２

２２ｐ　図版　２３ｃｍ
 
680/U/397 1107533976 

◆680
北海道鉄道記念館見学のしおり
国鉄北海道総局／〔編〕
〔札幌〕　日本国有鉄道北海道総局　１９７５
１枚物（３つ折り）　１８ｃｍ
１９７２．１０，１９７８．５発行（札幌鉄道管理
局）のものもあり 
680/U/1553 1107545533 

◆680
北海道鉄道百年史（稿本）　Ｎｏ．１
国鉄北海道総局鉄道百年史編さん室／〔編〕
〔札幌〕　〔日本国有鉄道北海道総局鉄道百年史編
さん室〕　１９７５
９６ｐ　２６ｃｍ
Ｎｏ．１ 
680/U/348 1107533489 

◆680
北海道鉄道百年史（稿本）　Ｎｏ．２
国鉄北海道総局鉄道百年史編さん室／〔編〕
〔札幌〕　〔日本国有鉄道北海道総局鉄道百年史編
さん室〕　１９７５
１４６ｐ　２６ｃｍ
Ｎｏ．２ 
680/U/349 1107533497 

◆680
北海道鉄道百年史（稿本）　Ｎｏ．３
国鉄北海道総局鉄道百年史編さん室／〔編〕
〔札幌〕　〔日本国有鉄道北海道総局鉄道百年史編
さん室〕　１９７５
１４６ｐ　２６ｃｍ
Ｎｏ．３ 
680/U/350 1107533505
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◆680

北海道鉄道百年史（稿本）　Ｎｏ．４

国鉄北海道総局鉄道百年史編さん室／〔編〕

〔札幌〕　〔日本国有鉄道北海道総局鉄道百年史編

さん室〕　１９７５

２３２ｐ　２６ｃｍ

Ｎｏ．４
 
680/U/351 1107533513
 

◆680

北海道鉄道百年史（稿本）　Ｎｏ．５

国鉄北海道総局鉄道百年史編さん室／〔編〕

〔札幌〕　〔日本国有鉄道北海道総局鉄道百年史編

さん室〕　１９７５

２３８ｐ　２６ｃｍ

Ｎｏ．５
 
680/U/352 1107533521
 

◆680

北海道鉄道百年史（稿本）　Ｎｏ．６

札幌鉄道管理局北海道鉄道百年史編さん室／〔編〕

〔札幌〕　〔札幌鉄道管理局北海道鉄道百年史編さ

ん室〕　１９７７

２９１ｐ　２６ｃｍ

Ｎｏ．５までの編者：国鉄北海道総局鉄道百年編さ

ん室

Ｎｏ．６
 
680/U/353 1107533539
 

◆680

北海道鉄道百年史（稿本）　Ｎｏ．７

札幌鉄道管理局北海道鉄道百年史編さん室／〔編〕

〔札幌〕　〔札幌鉄道管理局北海道鉄道百年史編さ

ん室〕　１９７７

３６５ｐ　２６ｃｍ

Ｎｏ．７
 
680/U/354 1107533547
 

◆680

北海道鉄道百年史（稿本）　Ｎｏ．８

札幌鉄道管理局北海道鉄道百年史編さん室／〔編〕

〔札幌〕　〔札幌鉄道管理局北海道鉄道百年史編さ

ん室〕　１９７９

３７３ｐ　２６ｃｍ

付属資料（６枚）

Ｎｏ．８
 
680/U/355 1107533554
 

◆680

北海道鉄道百年史（稿本）　Ｎｏ．９

札幌鉄道管理局北海道鉄道百年史編さん室／〔編〕

〔札幌〕　〔札幌鉄道管理局北海道鉄道百年史編さ

ん室〕　１９７９

４３０ｐ　２６ｃｍ

Ｎｏ．９
 
680/U/356 1107533562
 

◆680

北海道鉄道百年史（稿本）　Ｎｏ．１０

札幌鉄道管理局北海道鉄道百年史編さん室／〔編〕

〔札幌〕　〔札幌鉄道管理局北海道鉄道百年史編さ

ん室〕　１９７９

１４ｐ　２６ｃｍ

Ｎｏ．１０
 
680/U/357 1107533570
 

◆680

北海道鉄道百年史（稿本）　Ｎｏ．１１

札幌鉄道管理局北海道鉄道百年史編さん室／〔編〕

〔札幌〕　〔札幌鉄道管理局北海道鉄道百年史編さ

ん室〕　１９７９

１９７ｐ　２６ｃｍ

Ｎｏ．１１
 
680/U/358 1107533588
 

◆680
北海道鉄道経営の問題点
日本国有鉄道・北海道支社／〔編〕

〔札幌〕　日本国有鉄道北海道支社　１９６３

４３ｐ　２６×３７ｃｍ
 
680/U/434 1107534347
 

◆680
北海道鉄道記念館の整備について
札幌鉄道管理局／〔編〕

〔札幌〕　〔札幌鉄道管理局〕　１９８０

７ｐ　２６×３７ｃｍ
 
680/U/545 1107535450
 

◆680
北海道鉄道１００周年記念事業計画　-第１次構想
計画試案-
電通北海道支社／〔編〕

〔札幌〕　〔電通北海道支社〕　１９７９

２０ｐ
 
680/U/546 1107535468
 

◆680
北海道鉄道９０年の歩み
日本国有鉄道北海道支社／〔編〕

〔札幌〕　日本国有鉄道北海道支社　１９７０

１冊　１９×２６ｃｍ
 
680/U/636 1107536367
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◆680
北海道鉄道百年史（稿本）　Ｎｏ．１０
札幌鉄道管理局北海道鉄道百年史編さん室／編
〔札幌〕　札幌鉄道管理局北海道鉄道百年史編さん
室　１９７９
１４ｐ　２６ｃｍ
Ｎｏ．１０ 
680/U/667 1107536672 

◆680
北海道鉄道林の歩み
札幌鉄道管理局／〔編〕

札幌　札幌鉄道管理局　１９５２

１冊　２６ｃｍ

鉄道開通８０年記念　複写本
 
680/U/657 1107536573 

◆680
北海道鉄道事始め
梅木　通徳／〔著〕
〔出版地不明〕　鉄道電化協会北海道支部　１９７
７
１冊
(鉄道電化協会講演会資料) 
680/U/113 1107531137 

◆680
北海道電化計画（案）
北海道支社／〔編〕
〔札幌〕　〔日本国有鉄道北海道支社〕　１９６５
３３ｐ　２５ｃｍ 
680/U/307 1107533075 

◆680
北海道と北陸との交通に関する司法的考察
野田　底司／著

〔名古屋〕　名古屋控訴院　１９３５．１２

６２，２６ｐ　２２ｃｍ

『名古屋控訴院管内司法資料』第２１号
 
680/U/1716 1108981919 

◆680
北海道冬期道路交通確保に関する調査報告書
北海道総合開発委員会／編

札幌　北海道総合開発委員会　１９５４

１１４ｐ（地図・表共）　２５ｃｍ
 
680/U/145 1107531459 

◆680
北海道トラック業者要覧

貨物自動車輸送秩序確立北海道地方協議会　１９５
２
７１ｐ　２６ｃｍ
昭和２７年７月１日現在
トラック事業 
680/U/144 1107531442 

◆680
北海道トラック躍進の概況
北海道自動車交通新聞社／編
札幌　北海道自動車交通新聞社　１９５８
９０ｐ　２６
付：『トラック時報』第１８４号（昭和３３年１２
月５日） 
680/U/464 1107534644 

◆680
北海道道路略図
〔出版年不明〕

３種　３１×４４ｃｍ
 
680/U/1667 1108743988 

◆680
北海道道路５３話
北海道新聞社／編
札幌　北海道新聞社　１９７９．６
２６９ｐ　１９ｃｍ
北海道開発事業年表（道路関係）・参考資料：ｐ２
５２～２６１
道路－北海道－歴史 
680/U/564 1107535641 

◆680
北海道道路概要
北海道庁土木部道路課／編

札幌　北海道庁土木部道路課　１９４０．６

１５２ｐ　２３ｃｍ

附：北海道道路図（１枚）８５万分の１
 
680/U/1552 1107545525 

◆680
北海道道路誌
〔河野　常吉／編〕

札幌　北海道　１９２５

１９２ｐ　図版　２２ｃｍ
 
680/U/124 1107531244 

◆680
北海道道路難概要
北海道／〔編〕

〔札幌〕　〔北海道〕　１９２４

１０ｐ　２３ｃｍ


- 116 -



分類順目録　　　　　〔　　　　　　　　　　　〕北方図書 680～680 

680/U/380 1107533802 

◆680
北海道道路運送冬期対策
運輸省札幌陸運局／〔編〕

〔札幌〕　〔運輸省札幌陸運局〕　１９５１

３６ｐ　２６ｃｍ
 
680/U/488 1107534883 

◆680
北海道道路運送冬期対策
運輸省札幌陸運局／〔編〕

〔札幌〕　運輸省札幌陸運局　１９５１

３６ｐ　２６ｃｍ
 
680/U/141 1107531418 

◆680
北海道道路の概要
北海道土木部道路課／〔編〕

〔札幌〕　北海道土木部道路課　１９５４

３５ｐ　２５ｃｍ

謄写版
 
680/U/151 1107531517 

◆680
北海道に於ける貨物自動車
札幌鉄道局運輸課／編
札幌　札幌鉄道局運輸課　１９３１
１６０ｐ　２３ｃｍ
北海道陸上交通要覧図、貨物自動車運行路線略図あ
り 
680/U/102 1107531020 

◆680
北海道に於ける地方鉄道、軌道及自動車運送事業の
概況
〔札幌〕　〔札幌陸運局〕　１９５０

１冊　２７ｃｍ

謄写印刷
 
680/U/1560 1107545608 

◆680
北海道における一般貸切旅客自動車（七人乗以下）
の需給状況資料
札幌陸運局自動車部／〔編〕

〔札幌〕　〔札幌陸運局自動車部〕　１９４９

１冊　２６ｃｍ
 
680/U/483 1107534834 

◆680
北海道におけるディーゼルトラクション

小熊　米雄／著

東京　電気車研究会　１９５５．５

１８ｐ　２６ｃｍ
 
680/U/466 1107534669 

◆680
北海道における自動車輸送の推移　-旅客、貨物、
通運、倉庫-
札幌陸運局自動車部／編

〔出版地不明〕　北海道通運業連盟

３２ｐ　２５×３６ｃｍ
 
680/U/428 1107534289 

◆680
北海道における鉄道の発達
小熊　米雄／述
〔出版地不明〕　私鉄経営者協会理財部会　１９６
４．１２

２８ｐ　２５ｃｍ
 
680/U/549 1107535492 

◆680
北海道におけるバス事業の実状と問題点
北海道バス協会／〔編〕

〔札幌〕　北海道バス協会　１９６８

２０ｐ　２５ｃｍ
 
680/U/528 1107535286 

◆680
北海道における民営バス事業に関する調査
北海道拓殖銀行調査部／〔編〕

〔札幌〕　北海道拓殖銀行調査部　１９５１

６１ｐ　２１ｃｍ

(調査資料　第８輯)
 
680/U/585 1107535856 

◆680
北海道における国鉄貨物輸送の改善
日本国有鉄道北海道支社貨物課／編

〔札幌〕　日本国有鉄道北海道支社　１９６０

１０ｐ　２６ｃｍ
 
680/U/604 1107536045 

◆680
北海道における物流をとりまく諸問題
梅木　通徳／〔著〕

〔札幌〕　北海道通運業連盟　１９７２

１６ｐ　２６ｃｍ
 
680/U/286 1107532861 

◆680
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北海道における道路建設上の諸問題
板倉　忠三／著
〔出版地不明〕　〔板倉忠三〕　〔１９５５？〕
２０ｐ　２５ｃｍ
参考文献：ｐ２０ 
680/U/149 1107531491 

◆680
北海道における民営バス事業に関する調査
北海道拓殖銀行調査部／〔編〕

〔札幌〕　〔北海道拓殖銀行調査部〕　１９５１

６１ｐ　２１ｃｍ

(調査資料　第８集)
 
680/U/107 1107531079 

◆680
北海道の交通と観光　-北海道交通年鑑-
北海道交通年鑑刊行委員会／編

札幌　北海道交通年鑑刊行委員会　１９６１

２００ｐ　２６ｃｍ
 
680/U/406 1107534065 

◆680
北海道の国鉄バス　-開業３０年-
日本国有鉄道／〔編〕
〔出版地不明〕　〔北海道地方自動車事務所〕　１
９６４
１冊　２６ｃｍ 
680/U/367 1107533679 

◆680
北海道の交通地理
〔札幌〕　〔梅木通徳〕　〔１９－－〕
１冊　２３ｃｍ
関連記事合綴
内容：蝦夷嶋と津軽十三湊　竹内運平．維新までの
青森港について　今井六哉．本州最北端尻屋崎附近
の聚落　山口弥一郎．北海道北見山地の地形に関す
る若干の考察　渡辺光．北海道中央盆地に於ける土
地利用の変遷　宮下藤雄．地文学上より見たる厚岸
湾　田中館秀三．北海道東海岸屯田兵村について　
井上修次．北海道屯田兵制側面観　中島九郎．屯田
兵と流刑囚　加藤俊次郎 
680/U/100 1107531004 

◆680
北海道の自家用自動車の現況
札幌陸運局／〔編〕

〔札幌〕　〔札幌陸運局〕　１９４９

１３ｐ　２６ｃｍ
 
680/U/485 1107534859 

◆680
北海道の自動車事業について
札幌道路運送管理事務所／〔編〕
〔札幌〕　〔札幌道路運送管理事務所〕　１９４８ 
680/U/486 1107534867 

◆680
北海道の生産と輸送　-昭和２１年度以降-
日本国有鉄道北海道支社貨物課／編
札幌　日本国有鉄道北海道支社貨物課　１９５６
２６ｐ　２５×３６ｃｍ 
680/U/440 1107534404 

◆680
北海道の大商港小樽の発展を偲ぶ
大滝　白桜／〔著〕
〔出版地不明〕　〔出版者不明〕　〔１９－－〕
１冊　２７ｃｍ
抜刷　連載（上・中・下）の合綴 
680/U/1561 1107545616 

◆680
北海道の鉄道の歩み
日本国有鉄道北海道支社／編

札幌　日本国有鉄道北海道支社　１９６２

３９ｐ　１８×２６ｃｍ

鉄道９０年記念
 
680/U/638 1107536383 

◆680
北海道の鉄道百年の歩み
札幌鉄道管理局／編

札幌　札幌鉄道管理局　１９８０

１冊　１９×２６ｃｍ
 
680/U/639 1107536391 

◆680
北海道の鉄道七十年
梅森　武／著

札幌　北方民生協会　１９４８

１４１ｐ　１９ｃｍ
 
680/U/337 1107533372 

◆680
北海道の鉄道
建設情報社／編

札幌　建設情報社　１９６２

５２ｐ（図版共）　３７ｃｍ
 
680/U/154 1107531541 

◆680
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北海道の鉄道貨物事情
札幌鉄道局運輸部／編
札幌　札幌鉄道局運輸部　１９３６
１１４ｐ　１９ｃｍ 
680/U/407 1107534073 
680/U/586 1107535864 

◆680
北海道の鉄道唱歌集
日本国有鉄道北海道支社／編
札幌　日本国有鉄道北海道支社　１９６２
９６ｐ　１５ｃｍ
鉄道九十年記念 
680/U/648 1107536482 

◆680
北海道の鉄道百年　-北の事典-
札幌鉄道管理局／〔編〕
１９８０
１冊　２６×４７ｃｍ
北海道新聞連載記事（昭和５５年１月４日～４月２
５日） 
680/U/959 1107539593 

◆680
北海道の鉄道の歩み
国鉄北海道総局／〔編〕
〔札幌〕　日本国有鉄道北海道総局　１９７２．１
０
〔６ｐ〕　１８×２６ｃｍ
北海道の鉄道のあゆみ（年表）：巻末 
680/U/637 1107536375 

◆680
北海道の道路除雪
〔札幌〕　北海道道路利用者会議　１９６０
２０ｐ　１９×２６ｃｍ
冬期道路交通確保１０周年記念　主催：北海道道路
利用者会議 
680/U/530 1107535302 
680/U/87 1107530873 

◆680
北海道の道路運送
札幌陸運局自動車部／〔編〕
〔札幌〕　札幌陸運局自動車部　１９４９
２５ｐ　２５ｃｍ
謄写版 
680/U/375 1107533752 

◆680
北海道の雪と営林上の問題点

施設局土木課／〔編〕
〔出版地不明〕　〔施設局土木課〕　１９５９
２０ｐ　２６ｃｍ
複写本 
680/U/656 1107536565 

◆680
北海道の林業と木材類の輸送
日本国有鉄道北海道支社／〔編〕
〔札幌〕　日本国有鉄道北海道支社　１９５７
１３４ｐ　２６ｃｍ
(貨物運送関連産業実態研究論文　その１)
謄写版 
680/U/382 1107533828 

◆680
北海道乗合バス事業の現状と要望
北海道バス協会／編

札幌　北海道バス協会　１９７０

１６ｐ　２６ｃｍ
 
680/U/529 1107535294 
680/U/623 1107536235 

◆680
北海道ハイタク２０年の歩み
梅木　通徳／編・著

〔札幌〕　北海道乗用自動車協会　１９７０

２５１ｐ　図版　肖像　２７ｃｍ
 
680/U/92 1107530923 

◆680
北海道ハイヤー会館落成竣工ご案内
札幌　北海道乗用自動車協会　〔１９６７．６〕
１枚物（３つ折り）　２２ｃｍ 
680/U/1664 1108744010 

◆680
北海道ハイヤー要覧　１９５４年４月
北海道乗用自動車協会／編　札幌陸運局／監修
札幌　〔北海道乗用自動車協会〕　１９５４
１３９ｐ　２５ｃｍ
１９５４年４月 
680/U/299 1107532994 

◆680
北海道ハイヤー要覧　１９５６年版
北海道乗用自動車協会／編　札幌陸運局／監修
札幌　〔北海道乗用自動車協会〕　１９５６
１７８ｐ　２５ｃｍ
１９５６年版 
680/U/300 1107533000
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680/U/26 1107530261 
◆680
北海道ブーム乗車券類記念特集
〔出版地不明〕　〔出版者不明〕　１９７５ ◆680
１冊　２７×３８ｃｍ 北海道陸運要覧　昭和３１年度
切符２８枚添付 運輸省札幌陸運局／監修
680/U/535 1107535351 札幌　北海道陸運協会　１９５６

２６２ｐ　地図　２６ｃｍ
昭和３１年度 

◆680 680/U/590 1107535906 
北海道保線のあゆみ
北海道保線史編集委員会／編
札幌　日本鉄道施設協会北海道支部　１９７２ ◆680
３８２ｐ　２１ｃｍ 北海道陸運要覧　昭和３２年度
680/U/572 1107535724 運輸省札幌陸運局／監修

札幌　北海道陸運協会　１９５７
１９６ｐ　地図　２６ｃｍ

◆680 昭和３２年度 
北海道保線資料編 680/U/591 1107535914 
北海道総局施設部保線課／編
札幌　日本国有鉄道北海道総局施設部保線課　１９
７３．１０ ◆680
１８８ｐ　２６ｃｍ 北海道陸運要覧
680/U/96 1107530964 運輸省札幌陸運局／監修

札幌　北海道陸運協会　１９５９
１９３ｐ　地図　２６ｃｍ 

◆680 680/U/592 1107535922 
北海道本州間カーフェリーの動向調査
北海道通運協会／〔編〕
〔札幌〕　北海道通運協会　１９６９ ◆680
２０ｐ　２５ｃｍ 北海道陸運要覧
680/U/117 1107531178 運輸省札幌陸運局／監修

札幌　北海道陸運協会　１９６０
２０２ｐ　地図　２６ｃｍ 

◆680 680/U/593 1107535930 
北海道名勝スタンプ帳
１冊　１６×１７９ｃｍ（折りたたみ１６ｃｍ）
第九回国民体育大会参加記念 ◆680
680/U/9 1107530097 北海道陸運要覧

運輸省札幌陸運局／監修
札幌　北海道陸運協会　１９６１

◆680 ２１６ｐ　地図　２６ｃｍ 
北海道陸運要覧　昭和５１年度 680/U/594 1107535948 
運輸省札幌陸運局／編
〔札幌〕　運輸省札幌陸運局　１９７６
６０５ｐ　２６ｃｍ ◆680
昭和５１年度 北海道陸運要覧
陸運－名簿 運輸省札幌陸運局／監修
680/U/25 1107530253 札幌　北海道陸運協会　１９６２

２３８ｐ　地図　２６ｃｍ 
680/U/595 1107535955 

◆680
北海道陸運要覧　昭和５２年度
運輸省札幌陸運局／編 ◆680
〔札幌〕　運輸省札幌陸運局　１９７７．９ 北海道陸運要覧
６２３ｐ　２６ｃｍ 運輸省札幌陸運局／監修
昭和５２年度 札幌　北海道陸運協会　１９６５
陸運－名簿 ２８６ｐ　地図　２６ｃｍ
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680/U/14 

◆680
北海道陸運要覧
運輸省札幌陸運局／監修
札幌　北海道陸運協会　１９６７
３５４ｐ　地図　２６ｃｍ 
680/U/16 

◆680
北海道陸運要覧　１９６８年版
運輸省札幌陸運局／監修
札幌　北海道陸運協会　１９６８
４００ｐ　地図　２６ｃｍ
１９６８年版 
680/U/17 

◆680
北海道陸運要覧　１９６９年版
運輸省札幌陸運局／監修
札幌　北海道陸運協会　１９６９
４１６ｐ　地図　２６ｃｍ
１９６９年版 
680/U/18 

◆680
北海道陸運要覧　１９７０年版
運輸省札幌陸運局／監修
札幌　北海道陸運協会　１９７０
５１９ｐ　地図　２６ｃｍ
１９７０年版 
680/U/19 

◆680
北海道陸運要覧　昭和４６年度
運輸省札幌陸運局／監修
札幌　北海道陸運協会　１９７１
５２３ｐ　２６ｃｍ
昭和４６年度 
680/U/20 

◆680
北海道陸運要覧　昭和４７年度
運輸省札幌陸運局／監修
札幌　北海道陸運協会　１９７２
５００ｐ　２６ｃｍ
昭和４７年度 
680/U/21 

◆680
北海道陸運要覧　’７３

1107530147
 

1107530162
 

1107530170 

1107530188 

1107530196 

1107530204 

1107530212
 

運輸省札幌陸運局／監修
札幌　北海道陸運協会　１９７３
５３９ｐ　２６ｃｍ
’７３ 
680/U/22 1107530220 

◆680
北海道陸運要覧　’７４
運輸省札幌陸運局／監修
札幌　北海道陸運協会　１９７４
４９１ｐ　２６ｃｍ
’７４ 
680/U/23 1107530238 

◆680
北海道陸運要覧　昭和５０年度
運輸省札幌陸運局／監修
札幌　北海道陸運協会　１９７５
５３２ｐ　２６ｃｍ
昭和５０年度 
680/U/24 1107530246 

◆680
北海道陸運要覧　昭和５３年度
運輸省札幌陸運局／監修
札幌　北海道陸運協会　１９７８
６３３ｐ　２６ｃｍ
昭和５３年度 
680/U/27 1107530279 

◆680
北海道陸運要覧　昭和５４年度
運輸省札幌陸運局／監修
札幌　北海道陸運協会　１９７９
６３４ｐ　２６ｃｍ
昭和５４年度 
680/U/28 1107530287 

◆680
北海道陸運概況　昭和３４年６月
札幌陸運局／〔編〕
〔札幌〕　札幌陸運局　１９５９
４３ｐ　２５ｃｍ
昭和３４年６月 
680/U/509 1107535096 

◆680
北海道陸運概況　昭和３５年６月
札幌陸運局／〔編〕
〔札幌〕　札幌陸運局　１９６０
４１ｐ　２６ｃｍ
昭和３５年６月
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680/U/510 

◆680
北海道陸運概況　昭和３６年５月
札幌陸運局／〔編〕
〔札幌〕　札幌陸運局　１９６１
３７ｐ　２５ｃｍ
昭和３６年５月 
680/U/511 

◆680
北海道陸運概況　昭和３７年５月
札幌陸運局／〔編〕
〔札幌〕　札幌陸運局　１９６２
３７ｐ　２５ｃｍ
昭和３７年５月 
680/U/512 

◆680
北海道陸運概況　昭和３８年５月
札幌陸運局／〔編〕
〔札幌〕　札幌陸運局　１９６３
６１ｐ　２５ｃｍ
昭和３８年５月 
680/U/513 

◆680
北海道陸運概況　昭和３９年５月
札幌陸運局／〔編〕
〔札幌〕　札幌陸運局　１９６４
６５ｐ　２５ｃｍ
昭和３９年５月 
680/U/514 

◆680
北海道陸運概況　昭和４０年６月
札幌陸運局／〔編〕
〔札幌〕　札幌陸運局　１９６５
６９ｐ　２５ｃｍ
昭和４０年６月 
680/U/515 

◆680
北海道陸運概況　昭和４１年５月
札幌陸運局／〔編〕
〔札幌〕　札幌陸運局　１９６６
７２ｐ　２５ｃｍ
昭和４１年５月 
680/U/516 

◆680

1107535104
 

1107535112 

1107535120 

1107535138 

1107535146 

1107535153 

1107535161
 

北海道陸運概況　昭和４２年５月
札幌陸運局／〔編〕

〔札幌〕　札幌陸運局　１９６７

７０ｐ　２５ｃｍ

昭和４２年５月
 
680/U/517 1107535179 

◆680
北海道陸運概況　昭和３０年８月
札幌陸運局／〔編〕

〔札幌〕　札幌陸運局　１９５５

２０ｐ　２６ｃｍ

昭和３０年８月
 
680/U/508 1107535088 

◆680
北海道陸運要覧　昭和３３年度
運輸省札幌陸運局／監修

札幌　月刊交通新聞社　１９５８．８

１８３ｐ　２７ｃｍ

昭和３３年度
 
680/U/11 1107530113 

◆680
北海道陸運要覧　昭和３８年度
運輸省札幌陸運局／監修

札幌　北海道陸運協会　１９６３．１０

２６２ｐ　２６ｃｍ

昭和３８年度
 
680/U/12 1107530121 

◆680
北海道陸運要覧　昭和３９年度
運輸省札幌陸運局／監修

札幌　北海道陸運協会　１９６４．１０

２７６ｐ　２６ｃｍ

昭和３９年度
 
680/U/13 1107530139 

◆680
北海道陸運要覧　昭和４１年度
運輸省札幌陸運局／監修

札幌　北海道陸運協会　１９６６．９

３３８ｐ　２６ｃｍ

昭和４１年度
 
680/U/15 1107530154 

◆680
北海道旅行の栞
札幌　札幌鉄道局運輸課　１９２８．３

９０ｐ　１９ｃｍ
 
680/U/10 1107530105
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◆680
北海道留萌線全通記念
鉄道院北海道建設事務所／編

〔札幌〕　鉄道院北海道建設事務所　１９１０

１冊　図版　１５×２３ｃｍ

留萌支庁天塩国
 
680/U/418 1107534180 

◆680
北海道行貨物運送の沿革と運賃の変遷
大阪合同運送株式会社／〔編〕
〔出版地不明〕　〔大阪合同運送〕　１９３８自序
１６４ｐ，図表３枚　２３ｃｍ 
680/U/98 1107530980 

◆680
北海道庁殖民軌道旅客及貨物運送規則
北海道庁拓殖部殖民課／〔編〕
札幌　北海道庁拓殖部殖民課　１９３４．６
２４ｐ　２３ｃｍ
附：昭和９年６月現行　北海道庁殖民軌道貨物輸送
並車輌解結手続ほか 
680/U/574 1107535740 

◆680
北海道庁殖民軌道出納員運輸収入金取扱細則
北海道庁／〔編〕
〔札幌〕　北海道庁　１９３５
９ｐ　２３ｃｍ
昭和１０年１２月１日現行（昭和６．４．１７訓令
１６） 
680/U/575 1107535757 

◆680
北海道庁殖民軌道旅客及貨物運送取扱細則
北海道庁拓殖部殖民課／〔編〕
〔札幌〕　北海道庁拓殖部殖民課　１９３６．２
１８ｐ　２２ｃｍ
昭和１１年１月現行（昭和６．５．１１道調．２．
３） 
680/U/576 1107535765 

◆680
北海道庁殖民軌道旅客及貨物運送取扱手続
北海道庁拓殖部殖民課／〔編〕
〔札幌〕　北海道庁拓殖部殖民課　１９３５．１２
２６ｐ　２２ｃｍ
昭和１０年１２月１日現行（昭和６．５．１５訓３
６４） 
680/U/577 1107535773 

◆680
北海道内蒸気機関車変遷一覧表（明治１３～明治４
４）
１０ｐ　２６ｃｍ
小熊米雄作成（昭和４９．１．２６）　「北海道鉄
道部機関車変遷表」「北海道鉄道部第１１３号機関
車について」　ほかあり　手書き 
680/U/1591 1108633767 

◆680
北海道内免許通運事業者取扱駅区域図
北海道通運業連盟／〔編〕

〔札幌〕　北海道通運業連盟　１９６４

１枚　４２×５８ｃｍ（折りたたみ２２ｃｍ）
 
680/U/225 1107532259 

◆680
北海道博小樽会場汽車発着時間表
〔出版地不明〕　米沢印刷（印行）　〔出版年不明
〕
１枚物　１８×３６ｃｍ
裏面：各種会場場所案内図 
680/U/1584 1108633916 

◆680
幌内鉄道物語
梅木　通徳／〔著〕

〔製作地不明〕　〔製作者不明〕

ｐ３５４～３５７　２７ｃｍ

抜刷　電子複写
 
680/U/833 1107538330 

◆680
幌内鉄道史
ｐ５５～９０　１８×２６ｃｍ
原稿用紙にペン書き　活字化（ｐ１３～１７）のも
のもあり 
680/U/1577 1108633924 

◆680
幌内鉄道史資料一括
幌内鉄道資料一般ほか　原稿用紙（２００字詰）に
ペン書き
幌内鉄道資料一覧,幌内鉄道運輸統計,幌内鉄道停
車場開業資料一括,幌内鉄道機関車入手年月日,建
築物調書（幌内鉄道）,列車発着時刻表（幌内鉄道
）,幌内鉄道停車場開業年月日一覧,北海道行政資
料室簿書番号一覧ほか　 
680/U/1712 1108744424 

◆680
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本道を中心としたトラック事業について
北海道拓殖銀行調査部／〔編〕
〔札幌〕　〔北海道拓殖銀行調査部〕　１９５５ま
えがき
１３３ｐ　２１ｃｍ
(調査資料　第３２集) 
680/U/360 1107533604 

◆680
本道における自動車の現況
札幌陸運事務所／〔編〕

〔札幌〕　札幌陸運事務所　１９５７

１８ｐ　２５×３７ｃｍ
 
680/U/430 1107534305 

◆680
本邦海運発展要史
浅原　丈平／著

〔東京〕　浅原丈平　１９５８序

３７６ｐ　表　２２ｃｍ

海運－日本－歴史
 
680/U/926 1107539262 

◆680
本邦鉄道の社会及経済に及ぼせる影響　上巻
鉄道院／〔編〕

〔東京〕　鉄道院　１９１６．６

４３２ｐ　２３ｃｍ

上巻
 
680/U/1549 1107545491 

◆680
本邦鉄道の社会及経済に及ぼせる影響　中巻
鉄道院／〔編〕

〔東京〕　鉄道院　１９１６．６

ｐ４３３～１２０７　２３ｃｍ

中巻
 
680/U/1550 1107545509 

◆680
本邦鉄道の社会及経済に及ぼせる影響　下巻
鉄道院／〔編〕

〔東京〕　鉄道院　１９１６．６

ｐ１２０７～１６９０　２３ｃｍ

下巻
 
680/U/1551 1107545517 

◆680
防雪林　-鉄道線路を吹雪から守り旅人をなぐさめ
る緑の帯-
林業解説編集室／編

札幌　林業解説編集室　１９４８．１２


２８ｐ　１８ｃｍ

(林業解説シリーズ　１５)
 
680/U/659 1107536599 

◆680
祝　舛川孝一氏の藍綬褒章受賞
１９６７．１１
１枚物（２つ折り）　２６ｃｍ
舛川孝一氏の業績（梅木通徳）あり　ほかに祝賀会
出席者名簿（於ローヤルホテル）１枚物あり
舛川　孝一 
680/U/1694 1108744036 

◆680
また蒸気機関車が消える　-時刻改正-
東京　毎日新聞社　１９６８．９
ｐ２～３　２６ｃｍ
『サンデー毎日』９月２２日号（第４７年第４０号
）グラビア・ルポ 
680/U/1069 1107540690 

◆680
幻の温泉電車（札幌温泉電気軌道）
浜田　啓一／〔著〕

〔出版地不明〕　〔出版者不明〕　１９７３

ｐ１１～１５　２６ｃｍ

抜粋
 
680/U/1555 1107545558 

◆680
丸瀬布郷土史料　第４集
丸瀬布郷土史研究会／編　丸瀬布町史編纂委員会／
編
丸瀬布町（網走）　丸瀬布町史編纂委員会　１９６
３
８４ｐ　２５ｃｍ
第４集　中央道路開削資料　付；交通・通信史稿〔
再版〕
丸瀬布 
680/U/295 1107532952 

◆680
マルツウ考　-そのルーツを探る-
大矢誠一／著

東京　交通日本社　１９８０．８

１３７ｐ　１９ｃｍ

日本通運株式会社
 
680/U/1332 1107543322 

◆680
漫画で見る経営概況　昭和４７年版
日本国有鉄道北海道総局／編

- 124 -



分類順目録　　　　　〔　　　　　　　　　　　〕北方図書 680～680 

札幌　日本国有鉄道北海道総局　１９７２

１５ｐ　２６×３７ｃｍ

昭和４７年版　新しい交通体系をめざして
 
680/U/665 1107536656 

◆680
萬字線建設概要
鉄道院北海道建設事務所／編

札幌　鉄道院北海道建設事務所　１９１４

２７ｐ　図版１８ｐ　地図　２３ｃｍ
 
680/U/568 1107535682 

◆680
味覚の秋におくる全国の駅弁一覧地図
〔出版地不明〕　〔出版者不明〕　〔出版年不明〕
ｐ１３４～１４８　１３×１９ｃｍ 
680/U/1322 1107543223 

◆680
民営自動車動態別車輌数調　昭和２１．３．１
運輸省陸運監理局／〔編〕

〔出版地不明〕　運輸省陸運監理局　１９４６

１４４ｐ　１７×２６ｃｍ

昭和２１．３．１
 
680/U/1417 1107544171 

◆680
みんなの国鉄
札幌鉄道管理局／〔編〕

〔札幌〕　〔札幌鉄道管理局〕　１９６２

４８ｐ　２２ｃｍ
 
680/U/504 1107535047 

◆680
みんなの国鉄　１９６４年版
札幌鉄道管理局／〔編〕

〔札幌〕　〔札幌鉄道管理局〕　１９６４

３６ｐ　２１ｃｍ

１９６４年版
 
680/U/505 1107535054 

◆680
みんなの国鉄　１９６６
札幌鉄道管理局／〔編〕

〔札幌〕　〔札幌鉄道管理局〕　１９６６

３６ｐ　２１ｃｍ

１９６６
 
680/U/506 1107535062 

◆680
室蘭本線長万部・本輪西間線路増設工事概要

日本国有鉄道札幌工事局／〔編〕
〔札幌〕　日本国有鉄道札幌工事局　１９６７
１枚　２６ｃｍ（折りたたみ） 
680/U/664 1107536649 

◆680
明治維新の政局と鉄道建設
田中　時彦／著

東京　吉川弘文館　１９６３

４００ｐ　図版　２２ｃｍ

鉄道－日本－歴史
 
680/U/1091 1107540914 

◆680
明治以前の鉄道文化
官房現業調査課／〔編〕
〔出版地不明〕　〔官房現業調査課〕　１９４２
３８ｐ　２６ｃｍ
年表：巻末 
680/U/1247 1107542472 

◆680
明治運輸史
東京　運輸日報社　１９１３

１冊　２６ｃｍ

日本－交通－歴史－明治時代　運送－歴史
 
680/U/1120 1107541201 

◆680
明治鉄道錦絵
東京　交通協力会　１９７１

１枚　２６×３７ｃｍ（折りたたみ）

出版広告
 
680/U/1258 1107542589 

◆680
明治の汽車　-鉄道創設１００年のこぼれ話から-
永田　博／編

東京　交通日本社　１９６４

２３８ｐ　１８ｃｍ

(交日新書)

鉄道－日本－歴史
 
680/U/735 1107537357 

◆680
明治の汽車　-鉄道創設１００年のこぼれ話から… 
-
永田　博／編

東京　交通日本社　１９７８．６

２４２ｐ　１８ｃｍ

復刻再版　初版：１９６４年
 
680/U/761 1107537613
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◆680
明治文化全集　第２３巻
吉野　作造／編輯代表

東京　日本評論社　１９３０

１１，５８９ｐ　２３ｃｍ

第２３巻　軍事篇・交通篇
 
680/U/912 1107539122 

◆680
明治期鉄道史資料　第２集　第４巻
野田正穂／〔ほか〕編
東京　日本経済評論社　１９８０．６
１冊　２７ｃｍ
複製
第２集　第４巻　地方鉄道史　社史　-北海道炭礦
鉄道略記・他-
鉄道－日本－歴史　地方鉄道－歴史
内容細目：北海道炭礦鉄道略記　北海道官設鉄道調
書　北海道鉄道略記　北海道官設鉄道沿革概要　甲
武鉄道市街線紀要　上武鉄道ニ関スル概見　中越鉄
道開業二十年誌　青梅鉄道三十年誌　東京市街鉄道
企業来歴　京浜電気鉄道沿革 
680/U/598 1107535989 

◆680
明治期鉄道史資料　第１集　第１７巻
野田正穂／〔ほか〕編
東京　日本経済評論社　１９８１．６
１冊　２７ｃｍ
北海道鉄道部明治３２年～３９年刊の複製
第１集　第１７巻　鉄道局（庁）年報　北海道鉄道
年報　明治２９年～３２年・３４年～３７年
鉄道－日本－歴史　鉄道－北海道－歴史 
680/U/597 1107535971 

◆680
もう一つの複線を　-東海道線と総武線に建設中-
日本国有鉄道／〔編〕

〔東京〕　〔日本国有鉄道〕

１枚　２１ｃｍ（折りたたみ）
 
680/U/953 1107539536 

◆680
モデル線区
日本国有鉄道／〔編〕

東京　〔日本国有鉄道〕　〔１９－－〕

１枚　１９×２６ｃｍ（折りたたみ）
 
680/U/1019 1107540195 

◆680
ものがたり東北本線史

仙台　日本国有鉄道仙台駐在理事室　１９７１

８５０ｐ　図　２２ｃｍ

巻末：参考資料

東北線
 
680/U/1262 1107542621 

◆680
物語日本鉄道史　前篇
三崎　重雄／著

東京　博文館　１９４２

３２６ｐ　１９ｃｍ

前篇

鉄道年表：ｐ３０１～３２６

鉄道－日本
 
680/U/725 1107537258 

◆680
物語日本鉄道史　後篇
渋沢　誠次／著

東京　博文館　１９４２

３２７ｐ　１９ｃｍ

後篇

鉄道年表：ｐ２８９～３２３

鉄道－日本
 
680/U/726 1107537266 

◆680
役員・役付事務員作業員名簿
日本通運株式会社／〔編〕

札幌　日本通運　１９６２

３０２ｐ　１９ｃｍ

昭和３７年１０月１日
 
680/U/650 1107536508 

◆680
鉱山（ヤマ）のＳＬたち　-北海道の炭鉱鉄道-
信賀　喜代治／著

札幌　みやま書房　１９７３．１０

６２ｐ　１５ｃｍ

(みやま文庫　４)
 
680/U/644 1107536441 

◆680
郵政百年史資料　第１２巻
郵政省／編
東京　吉川弘文館　１９６８
６９８ｐ　図版　２２ｃｍ
第１２巻
内容：駅逓明鑑　郵便　上（明治１５年農商務省駅
逓局刊の復刻）
郵便事業－歴史－史料　通信－歴史－史料
内容細目：駅逓明鑑　郵便　上 
680/U/1217 1107542175
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◆680
郵政百年史資料　第１３巻
郵政省／編
東京　吉川弘文館　１９６８
６６６ｐ　図版　２２ｃｍ
第１３巻
内容：駅逓明鑑　郵便　下（明治１５年農商務省駅
逓局刊の復刻）
郵便事業－歴史－史料　通信－歴史－史料
内容細目：駅逓明鑑　郵便　下 
680/U/1218 1107542183 

◆680
夕張のＳＬ展入場券
夕張　夕張市炭鉱資料館　〔１９７６〕

１枚　２．５ｃｍ×６ｃｍ

５１．６．１のスタンプあり 
680/U/1585 1108633700 

◆680
ゆうばりのＳＬ展
夕張　夕張市郷土資料保存研究会　１９７６

１４ｐ　１３×１８ｃｍ

１９７６．６．１～８．３１　
 
680/U/1586 1108633908 

◆680
郵便と電信電話
日本経済新聞社経済解説部／編

東京　日本経済新聞社　１９５７

１９７ｐ　１８ｃｍ

(日経文庫)

郵便　電信　電話
 
680/U/796 1107537969 

◆680
湧別線鉄道建設概要
鉄道院北海道建設事務所／編

札幌　鉄道院北海道建設事務所　１９１６

３０ｐ　図１８ｐ　地図　２３ｃｍ
 
680/U/567 1107535674 

◆680
遊覧地案内
東京　鉄道院　１９１２
１３４，１８ｐ　図版４３枚　地図１９枚　２５ｃ
ｍ
日本－案内記 
680/U/1134 1107541342 

◆680
有隣会会員名簿
中央鉄道学園有隣会／〔編〕
〔出版地不明〕　〔中央鉄道学園有隣会〕　１９７
６
２２６ｐ　１９×２６ｃｍ 
680/U/816 1107538165 

◆680
有隣会札幌支部会員名簿
有隣会札幌支部／〔編〕

〔札幌〕　〔有隣会札幌支部〕　１９７６

５５ｐ　１９×２６ｃｍ

昭和５１年１０月１日現在
 
680/U/111 1107531111 

◆680
雪　降雪・積雪篇
〔旭川〕　旭川鉄道管理局　１９５１

５５ｐ　図版　２６ｃｍ

(業務資料)

降雪・積雪篇

雪
 
680/U/398 1107533984 

◆680
雪　-雪害対策篇-
旭川鉄道管理局／〔編〕

〔旭川〕　〔旭川鉄道管理局〕　１９５８序文

２９２ｐ　２５ｃｍ

業務資料
 
680/U/399 1107533992 

◆680
輸送統計
８枚
昭和２４年度～２９年度統計
営業バス走行粁，営業バス輸送人員，貸切バス走行
粁，貸切バス輸送人員，特定バス走行粁（札幌）・
特定バス輸送人員（札幌）・営業乗用車走行粁，営
業乗用車輸送人員，自家用旅客自動車走行粁，自家
用旅客自動車輸送人員　 
680/U/1662 1108743764 

◆680
輸送年報　昭和２８年度
国有鉄道北海道総支配人室／〔編〕
〔札幌〕　国有鉄道北海道総支配人室　１９５３
９５ｐ　２６×３７ｃｍ
謄写版
昭和２８年度 
680/U/433 1107534339
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◆680
四つの病根　-国鉄諮問委員会の診断書-
日本国有鉄道／〔編〕

〔東京〕　〔日本国有鉄道〕　〔１９－－〕

１８ｐ　２１ｃｍ
 
680/U/1142 1107541425 

◆680
四年後の東海道線
日本国有鉄道／〔編〕

東京　〔日本国有鉄道〕　１９６０

１冊　２６ｃｍ
 
680/U/1040 1107540401 

◆680
よみがえる鉄路　-拓殖鉄道と８６２０型機関車-
鹿追町拓鉄蒸気機関車保存会／〔編〕

〔鹿追町（十勝）〕　鹿追町拓鉄蒸気機関車保存会

　〔出版年不明〕

７ｐ　２６ｃｍ
 
680/U/635 1107536359 

◆680
４０年のあゆみ
苗穂機関区／編

札幌　苗穂機関区　１９７６

３０ｐ　２５ｃｍ

苗穂機関区
 
680/U/305 1107533059 

◆680
来道客の旅行目的等の調査概要　昭和３７年度上半
期分中間報告
国鉄北海道支社開発課／〔編〕
札幌　日本国有鉄道北海道支社開発課　１９６２．
１１
３３ｐ　２６ｃｍ
附：青函航路下り便利用人員の推移ほか
昭和３７年度上半期分中間報告 
680/U/364 1107533646 

◆680
陸運　-国鉄・私鉄・日通・バス・タクシー-
鶴見勝男／著

東京　有斐閣　１９６０

２１４ｐ　図版　１８ｃｍ

(〈日本の産業〉シリーズ　第６)

陸運
 
680/U/793 1107537936 

◆680

陸運関係国会資料　第２７号
〔東京〕　〔出版者不明〕　１９７１．１２

１２５ｐ　２１ｃｍ

第２７号

内容：第６５・６６国会
 
680/U/1151 1107541516 

◆680
陸運関係退職者名簿
北海道陸運懇話会／〔編〕

札幌　北海道陸運懇話会　１９５６

６ｐ　２５ｃｍ
 
680/U/146 1107531467 

◆680
陸運議員連盟会員名簿　昭和２８年２月１日現在
陸運議員連盟事務所／〔編〕

東京　〔陸運議員連盟事務所〕　１９５３

３７ｐ　２１ｃｍ

昭和２８年２月１日現在
 
680/U/763 1107537639 

◆680
陸運事務所別自動車数状況　昭和３３年１１月末現
在
〔発行者不明〕　１９５８

〔３ｐ〕　２６×３６ｃｍ

謄写刷
 
680/U/1658 1108743780 

◆680
陸運事務所別自動車数増加指数表　昭和３３年１２
月末現在
〔１９５９〕

１枚　２６×３６ｃｍ

昭和２６年～３３年の数値　タイプ印刷
 
680/U/1659 1108743806 

◆680
陸運人名録　昭３８．１１．１現在
札幌　北海道陸運懇話会　１９６３あとがき

２９ｐ　１５×２１ｃｍ

昭３８．１１．１現在
 
680/U/200 1107532002 

◆680
陸運人名録　昭３９．１１．１現在
札幌　北海道陸運懇話会　１９６４あとがき

３４ｐ　１５×２１ｃｍ

昭３９．１１．１現在
 
680/U/201 1107532010
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◆680
陸運人名録　昭４０．１１．１現在
札幌　北海道陸運懇話会　１９６５

３４ｐ　１５×２２ｃｍ

昭４０．１１．１現在
 
680/U/202 1107532028 

◆680
陸運人名録　昭４１．１１．１現在
札幌　北海道陸運懇話会　１９６６

３５ｐ　１６×２２ｃｍ

昭４１．１１．１現在
 
680/U/203 1107532036 

◆680
陸運人名録　昭４２．１１．１現在
札幌　北海道陸運懇話会　１９６７

３８ｐ　１６×２１ｃｍ

昭４２．１１．１現在
 
680/U/204 1107532044 

◆680
陸運人名録　昭４３．１１．１現在
札幌　北海道陸運懇話会　１９６８

４３ｐ　１６×２２ｃｍ

昭４３．１１．１現在
 
680/U/205 1107532051 

◆680
陸運人名録　昭４４．８．１現在
札幌　北海道陸運懇話会　１９６９

４２ｐ　１５×２１ｃｍ

昭４４．８．１現在
 
680/U/206 1107532069 

◆680
陸運人名録　昭和４５年８月１日現在
札幌　北海道陸運懇話会　１９７０

４２ｐ　１５×２１ｃｍ

昭和４５年８月１日現在
 
680/U/207 1107532077 

◆680
陸運人名録　昭和４７年１１月１日現在
札幌　北海道陸運懇話会　１９７２

４３ｐ　１５×２１ｃｍ

昭和４７年１１月１日現在
 
680/U/208 1107532085 

◆680

陸運人名録　昭和４８年１０月１日現在
札幌　北海道陸運懇話会　１９７３

４１ｐ　１５×２２ｃｍ

昭和４８年１０月１日現在
 
680/U/210 1107532101 

◆680
陸運人名録　昭和４９年１０月１日現在
札幌　北海道陸運懇話会　１９７４

４１ｐ　１５×２２ｃｍ

昭和４９年１０月１日現在
 
680/U/211 1107532119 

◆680
陸運人名録　昭和５０年９月３０日現在
札幌　北海道陸運懇話会　１９７５

４２ｐ　１５×２２ｃｍ

昭和５０年９月３０日現在
 
680/U/212 1107532127 

◆680
陸運人名録　昭和５１年１１月１日現在
札幌　北海道陸運懇話会　１９７６

４２ｐ　１６×２２ｃｍ

昭和５１年１１月１日現在
 
680/U/213 1107532135 

◆680
陸運人名録　昭和５２年１１月１日現在
札幌　北海道陸運懇話会　１９７７

４１ｐ　１５×２２ｃｍ

昭和５２年１１月１日現在
 
680/U/214 1107532143 

◆680
陸運人名録　昭和５３年１１月１日現在
札幌　北海道陸運懇話会　１９７８

４７ｐ　１５×２１ｃｍ

昭和５３年１１月１日現在
 
680/U/215 1107532150 

◆680
陸運人名録　昭和５４年１１月１日現在
札幌　北海道陸運懇話会　１９７９

５２ｐ　１５×２１ｃｍ

昭和５４年１１月１日現在
 
680/U/216 1107532168 

◆680
陸運人名録　昭和５５年１１月１日現在
札幌　北海道陸運懇話会　１９８０
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５３ｐ　１５×２２ｃｍ

昭和５５年１１月１日現在
 
680/U/217 1107532176 

◆680
陸運人名録　昭和４６年１１月１日現在
札幌　北海道陸運懇話会　１９７１

４１ｐ　１５×２１ｃｍ

昭和４６年１１月１日現在
 
680/U/209 1107532093 

◆680
陸運ダイジェスト　-自動車編-
運輸省自動車局／〔編〕
〔出版地不明〕　〔運輸省自動車局〕　１９４９
７８ｐ　２５ｃｍ
謄写版 
680/U/1422 1107544221 

◆680
陸運通達集
運輸省陸運監理局／〔編〕
〔出版地不明〕　〔運輸省陸運監理局〕　１９４８
５２６，１２３ｐ　１９ｃｍ 
680/U/778 1107537787 

◆680
陸運統計要覧　昭和３８年版
運輸省大臣官房統計調査部統計第二課／編
東京　運輸省大臣官房統計調査部統計第二課　１９
６３
２００ｐ　２６ｃｍ
昭和３８年版 
680/U/1229 1107542290 

◆680
陸運統計要覧　昭和４０年版
運輸省大臣官房統計調査部統計第二課／編
東京　運輸省大臣官房統計調査部統計第二課　１９
６５
２１６ｐ　２６ｃｍ
昭和４０年版 
680/U/1231 1107542316 

◆680
陸運統計要覧　昭和４２年版
運輸省大臣官房統計調査部統計第二課／編
東京　運輸省大臣官房統計調査部統計第二課　１９
６７
２２６ｐ　２６ｃｍ
昭和４２年版 
680/U/1233 1107542332 

◆680
陸運統計要覧　昭和３９年版
運輸省大臣官房統計調査部／編

東京　日本自動車会議所　１９６５まえがき

２０４ｐ　２６ｃｍ

昭和３９年版

陸運－統計
 
680/U/1230 1107542308 

◆680
陸運統計要覧　昭和４１年版
運輸省大臣官房統計調査部／編

東京　日本自動車会議所　１９６７

２１０ｐ　２６ｃｍ

参考文献：ｐ２０９～２１０

昭和４１年版

陸運－統計
 
680/U/1232 1107542324 

◆680
陸運統計要覧　昭和４３年版
運輸省大臣官房統計調査部／編

東京　日本自動車会議所　１９６９

２２７ｐ　２６ｃｍ

参考文献：ｐ２２５～２２７

昭和４３年版

陸運－統計
 
680/U/1234 1107542340 

◆680
陸運統計要覧　昭和４４年版
運輸省大臣官房統計調査部／編

東京　日本自動車会議所　１９７０

２２７ｐ　２６ｃｍ

参考文献：ｐ２２５～２２７

昭和４４年版

陸運－統計
 
680/U/1235 1107542357 

◆680
陸運統計要覧　昭和４５年版
運輸省大臣官房統計調査部／編

東京　日本自動車会議所　１９７１

２２９ｐ　２６ｃｍ

参考文献：ｐ２２７～２２９

昭和４５年版

陸運－統計
 
680/U/1236 1107542365 

◆680
陸運統計要覧　昭和４６年版
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運輸省大臣官房情報管理部／編
東京　日本自動車会議所　１９７２
２２７ｐ　２６ｃｍ
昭和４５年版までの編者：運輸省大臣官房統計調査
部　参考文献：ｐ２２５～２２７
昭和４６年版
陸運－統計 
680/U/1237 1107542373 

◆680
陸運日本通運
古田保／編
東京　日本コンツェルン刊行会，青蛙房　１９５７
２９５ｐ　図版　２２ｃｍ
(体系日本主要産業　第３巻)
日本通運株式会社 
680/U/718 1107537183 

◆680
陸運の現況　昭和４３年６月
札幌陸運局／〔編〕

〔札幌〕　〔札幌陸運局〕　１９６８

１３ｐ　２６ｃｍ

昭和４３年６月
 
680/U/338 1107533380 

◆680
陸運の現況　昭和４４年９月
札幌陸運局／〔編〕

〔札幌〕　〔札幌陸運局〕　１９６９

１２ｐ　２６ｃｍ

昭和４４年９月
 
680/U/339 1107533398 

◆680
陸運の現況　昭和４６年１月
札幌陸運局／〔編〕

〔札幌〕　〔札幌陸運局〕　１９７１

７７ｐ　２６×３６ｃｍ

昭和４６年１月
 
680/U/432 1107534321 

◆680
陸運の話
日本経済新聞社経済解説部／編

東京　日本経済新聞社　１９５７

１７４ｐ　１８ｃｍ

(日経文庫)

陸運
 
680/U/794 1107537944 

◆680

陸運要覧　昭和２５年版
陸運統計研究会／〔編〕

東京　交通協力会　１９５０．１０

３２３ｐ　２２ｃｍ

昭和２５年版
 
680/U/1339 1107543397 

◆680
陸運局局部課長名簿
〔１９４９〕
１枚物　５０×３６ｃｍ
昭和２４．６．２５現在　謄写刷　ほかに「人事情
報（札幌陸運局総務部人事課），「札幌陸運局機構
」　各１枚あり 
680/U/1639 1108634302 

◆680
陸上小運搬業に関する調査
鉄道省監督局／〔編〕

〔東京〕　〔鉄道省監督局〕　１９４２

２６２ｐ　２１ｃｍ
 
680/U/676 1107536763 

◆680
流通経済を支える動脈　-日本通運-
東京　フジ・インターナショナル・コンサルタント
出版部　１９６４
２５１ｐ　１８ｃｍ
(企業の現代史　３９)
日本通運株式会社 
680/U/1282 1107542829 

◆680
流通経済の断面　-貢献する通運事業-
日本通運株式会社／〔編〕

東京　日本通運　１９６１．７

４８ｐ　２６ｃｍ

(日通ライブラリー)
 
680/U/950 1107539502 

◆680
流通経済の断面　-貢献する通運事業-
日本通運株式会社企画室／編

東京　日本通運　１９５７．１０

４８ｐ　２６ｃｍ

(日通ライブラリー)
 
680/U/1011 1107540112 

◆680
流通経済の断面　-貢献する通運事業-
日本通運株式会社企画室／編

東京　日本通運　１９５９．４
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４４ｐ　２６ｃｍ

(日通ライブラリー)
 
680/U/1012 1107540120 

◆680
流通コスト低減の戦略
梅木　通徳／〔著〕

〔札幌〕　〔梅木通徳〕　１９７１

１冊　２６ｃｍ
 
680/U/497 1107534974 

◆680
旅客運賃の決定
木村　睦男／著

東京　運賃研究会　１９５２．３

１５５，３８ｐ　２１ｃｍ
 
680/U/1324 1107543249 

◆680
旅客運賃の変遷と今後の課題
津上　毅一／著　恵花　孝司／著

東京　交通社　１９４７．２

１８１ｐ　１９ｃｍ
 
680/U/1359 1107543595 

◆680
旅客概況（年報）　昭和４７年度
北海道総局／〔編〕
〔札幌〕　日本国有鉄道北海道総局　１９７３
３１９ｐ　２５ｃｍ
昭和４７年度 
680/U/218 1107532184 

◆680
旅客概況（年報）　昭和４９年度
北海道総局／〔編〕
〔札幌〕　日本国有鉄道北海道総局　１９７５
２９５ｐ　２５ｃｍ
昭和４９年度 
680/U/219 1107532192 

◆680
旅客概況（年報）　昭和５０年度
北海道総局／〔編〕
〔札幌〕　日本国有鉄道北海道総局　１９７６
３２５ｐ　２６ｃｍ
昭和５０年度 
680/U/220 1107532200 

◆680
旅客概況（年報）　昭和５１年度

北海道総局／〔編〕
〔札幌〕　日本国有鉄道北海道総局　１９７７
３０７ｐ　２６ｃｍ
昭和５１年度 
680/U/221 1107532218 

◆680
旅客概況（年報）　昭和５２年度
北海道総局／〔編〕
〔札幌〕　日本国有鉄道北海道総局　１９７８
２７５ｐ　２６ｃｍ
昭和５２年度 
680/U/222 1107532226 

◆680
旅客概況（年報）　昭和５３年度
北海道総局／〔編〕
〔札幌〕　日本国有鉄道北海道総局　１９７９
２７９ｐ　２６ｃｍ
昭和５３年度 
680/U/223 1107532234 

◆680
旅客概況（年報）　昭和５４年度
北海道総局／〔編〕
〔札幌〕　日本国有鉄道北海道総局　１９８０
２９６ｐ　２６ｃｍ
昭和５４年度 
680/U/224 1107532242 

◆680
旅行の精神
東京　日本旅行協会　１９４０．９

３４ｐ　１５ｃｍ
 
680/U/1501 1107545012 

◆680
旅情１００年　-日本の鉄道-
毎日新聞社／編

東京　毎日新聞社　１９６８

２４４，７ｐ　１９ｃｍ

年表・旅客サービスの歴史：巻末ｐ１～７

鉄道－日本
 
680/U/759 1107537597 

◆680
留萌線建設概要
鉄道院北海道建設事務所／編

札幌　鉄道院北海道建設事務所　１９１０

２４ｐ　地図　２３ｃｍ
 
680/U/566 1107535666
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◆680
ＲＡＩＬ　ＦＡＮ　　　２３号
札幌　鉄道友の会北海道支部　１９７８．１
〔４ｐ〕　２６ｃｍ
千歳線、　室蘭本線の近代化計画について（日本国
有鉄道　５２．１２．１５）
２３号 
680/U/1607 1108633783 

◆680
ＲＡＩＬ　ＦＡＮ　ＨＯＫＫＡＩＤＯ　　ｎｏ．５
札幌　鉄道友の会北海道支部　１９６２．６

４ｐ　２６ｃｍ

鉄道博物館（手宮）設置決まる

ｎｏ．５
 
680/U/1606 1108633759 

◆680
歴代総裁大臣を通じて観たる鉄道史
松下　豊治／著

東京　交通研究社　１９４１．９

３９０ｐ　１９ｃｍ
 
680/U/1355 1107543553 

◆680
列車運行表　昭和１３年１０月１日改正
札幌　札幌鉄道局　１９３８
２枚　４１×５４ｃｍ
留萌・羽幌各支線（湧網西線），根室各支線（標津
線）
昭和１３年１０月１日改正 
680/U/1581 1108633890 

◆680
列車運転時刻表　-附列車取扱方-
札幌鉄道管理局／〔編〕
〔札幌〕　〔札幌鉄道管理局〕　１９６２
１９０ｐ　２６ｃｍ
昭和３７年１０月１日改正（昭和３７年９月札鉄達
乙第９６０号） 
680/U/503 1107535039 

◆680
列車運転時刻表　-附列車取扱方-
札幌鉄道管理局／〔編〕
〔札幌〕　〔札幌鉄道管理局〕　１９６３
１９２ｐ　２６ｃｍ
昭和３８年６月１日改正（昭和３８年５月札鉄達乙
第４００号） 
680/U/551 1107535518 

◆680
列車運転時刻表　-附列車取扱方-
札幌鉄道管理局／〔編〕
〔札幌〕　〔札幌鉄道管理局〕　１９６１
１冊　２６ｃｍ
昭和３６年１０月１日改正（昭和３６年９月札鉄達
乙第９５０号） 
680/U/97 1107530972 

◆680
列車運転並船舶運航時刻表
札幌鉄道局／〔編〕
〔札幌〕　〔日本国有鉄道札幌鉄道局〕　１９４６
１３５ｐ　２６ｃｍ
昭和２１年１１月１０日改正 
680/U/303 1107533034 

◆680
ＲＡＩＬ　ＦＡＮ　１３６
鉄道友の会／〔編〕

東京　鉄道友の会　１９６５．４

２４ｐ　１３×１９ｃｍ

１３６
 
680/U/661 1107536615 

◆680
ＲＡＩＬ　ＦＡＮ　ＨＯＫＫＡＩＤＯ　-鉄道友の
会北海道支部２５周年記念-
鉄道友の会北海道支部／編

札幌　鉄道友の会北海道支部　１９８０．６

２４ｐ　２６ｃｍ

１９５４－１９８０
 
680/U/601 1107536011 

◆680
Ｒａｉｌ　Ｆａｎ　Ｈｏｋｋａｉｄｏ
鉄道友の会北海道支部／編

札幌　鉄道友の会北海道支部　１９７５．３

８１ｐ　２６ｃｍ
 
680/U/289 1107532895 

◆680
六十年史　-旭川工場創立６０周年記念出版-
日本国有鉄道旭川工場／〔編〕

札幌　日本国有鉄道旭川工場　１９５９．５

２８３ｐ　２７ｃｍ

日本国有鉄道旭川工場
 
680/U/326 1107533265 

◆680
ローカル線の話
日本国有鉄道／〔編〕
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〔東京〕　〔日本国有鉄道〕　〔１９－－〕

１０ｐ　２１ｃｍ
 
680/U/1143 1107541433 

◆680
ロ－カル鉄道の旅
竹重達人／著

東京　産業能率短期大学出版部　１９７２

２３６ｐ　図　２０ｃｍ

地方鉄道
 
680/U/743 1107537431 

◆680
わかりやすい日本の道路
建設省道路局／編
〔出版地不明〕　建設省道路局　１９５９．１１
１冊　２６ｃｍ 
680/U/1540 1107545400 

◆680
わが国海運業の問題点と北海道の海・港運事情に関
する調査
北海道拓殖銀行調査部／〔編〕

〔札幌〕　北海道拓殖銀行調査部　１９５３

８４ｐ　２１ｃｍ

(調査資料　第２１集)
 
680/U/376 1107533760 

◆680
私が取り組む“新しい国鉄づくり”
日本国有鉄道広報部／〔編〕

〔出版地不明〕　日本国有鉄道広報部　〔出版年不

明〕

９２ｐ　１９ｃｍ
 
680/U/1285 1107542852 

◆680
私は国鉄をこう見る　-監査委員長六年の経営診断 
-
石田　礼助／〔著〕

〔出版地不明〕　〔石田礼助〕　１９６３

２４ｐ　２１ｃｍ
 
680/U/317 1107533174 

◆680
私たちと鉄道
日本国有鉄道北海道営業所／編

札幌　日本交通公社札幌支社　１９５０

９９ｐ　２１ｃｍ

社会科サイドブック
 
680/U/315 1107533158 

◆680
私達の鉄道　１９５６年版
札幌鉄道管理局／〔編〕

〔札幌〕　札幌鉄道管理局　１９５６

３２ｐ　２１ｃｍ

１９５６年版
 
680/U/316 1107533166 

◆680
私たちの鉄道
札幌鉄道管理局　１９６６
１枚物（４つ折り）　１８×９ｃｍ
北海道の鉄道８６年，国鉄北海道の第３次長期計画
の記述あり 
680/U/1576 1108633999 

◆680
わだちのあと
梅木　通徳／〔著〕
札幌　日本通運株式会社札幌業務研究所　１９６７
８ｐ　２５ｃｍ
『札幌業研ニュース』１９６７．１別冊 
680/U/467 1107534677
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【　ア　】

青森海陸連絡工事概要

(アオモリ　カイリク　レンラク　コウジ　ガ)
 
………………………………………1

青森港湾史

(アオモリ　コウワンシ)
 
………………………………………1

明るい旅を

(アカルイ　タビ　オ)
 
………………………………………1

旭川工場創立６０周年記念出版

(アサヒカワ　コウジョウ　ソウリツ　ロクジ)
 
………………………………………133

旭川地方

(アサヒカワ　チホウ)
 
………………………………………79

旭川地方編

(アサヒカワ　チホウヘン)
 
………………………………………82

旭川鉄道管理局管内概況

(アサヒカワ　テツドウ　カンリキョク　カン)
 
………………………………………1

朝日新聞付録１

(アサヒシンブン　フロク)
 
………………………………………2

あすへのビジョン

(アス　エノ　ビジョン)
 
………………………………………37

新しい貨物運賃のご案内　

(アタラシイ　カモツ　ウンチン　ノ　ゴアン)
 
………………………………………1

新しい国鉄を築くために

(アタラシイ　コクテツ　オ　キズク　タメニ)
 
………………………………………1

新しい国有鉄道

(アタラシイ　コクユウ　テツドウ)
 
………………………………………1

新しい札幌駅

(アタラシイ　サッポロエキ)
 
………………………………………1

新しい市営バス路線　

(アタラシイ　シエイバス　ロセン　)
 
………………………………………1

新しい釧鉄づくり

(アタラシイ　センテツ　ズクリ)
 
………………………………………25

新しい鉄道

(アタラシイ　テツドウ)
 
………………………………………1

新しい日本

(アタラシイ　ニホン)
 
………………………………………2

あなたの疑問にこたえて

(アナタ　ノ　ギモン　ニ　コタエテ)
 
………………………………………88


網走線建設概要

(アバシリセン　ケンセツ　ガイヨウ)
 
………………………………………2

あゆみ

(アユミ)
 
………………………………………2

嵐の中の鉄路

(アラシ　ノ　ナカ　ノ　テツロ)
 
………………………………………2

新たな国鉄再建の第２年目

(アラタ　ナ　コクテツ　サイケン　ノ　ダイ)
 
………………………………………2

安全な輸送

(アンゼン　ナ　ユソウ)
 
………………………………………2


【　イ　】

イギリス鉄道みてある記

(イギリス　テツドウ　ミテアルキ)
 
………………………………………2

維新期の街道と輸送

(イシンキ　ノ　カイドウ　ト　ユソウ)
 
………………………………………2

１億２０００万人の交通計画

(イチオク　ニセンマンニン　ノ　コウツウ　)
 
………………………………………76

１号機関車から超特急電車まで

(イチゴウ　キカンシャ　カラ　チョウトッキ)
 
………………………………………2

一名「鉄道の沿革と内閣通史」

(イチメイ　テツドウ　ノ　エンカク　ト　ナ)
 
………………………………………69

１級国道５号線札幌・小樽両市間舗装新設工

(イッキュウ　コクドウ　ゴゴウセン　サッポ)
 
………………………………………2

一級国道３６号線札幌千歳間道路工事概要　

(イッキュウ　コクドウ　サンジュウロクゴウ)
 
………………………………………2

１級国道３６号線札幌―千歳間道路工事竣工

(イッキュウ　コクドウ　サンジュウロク　サ)
 
………………………………………2

井上勝

(イノウエ　マサル)
 
………………………………………2

祝　狩勝線（新得上落合間）・落合線（落合

(イワイ　カチカリセン　シントク　カミオチ)
 
………………………………………3

岩見沢駅９０年史

(イワミザワエキ　キュウジュウネンシ)
 
………………………………………3

院有客車一覧表（大正５年８月末現在）

(インユウ　キャクシャ　イチランヒョウ)
 
………………………………………3


【　ウ　】

請負業務と小運送
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(ウケオイ　ギョウム　ト　ショウウンソウ) 
………………………………………3
“歌の旅行案内”の生誕と作者をめぐる人間
(ウタ　ノ　リョコウ　アンナイ　ノ　セイタ) 
………………………………………75
梅木文庫
(ウメキ　ブンコ) 
………………………………………27
〔梅木文庫〕所蔵地図関係目録
(ウメキ　ブンコ　ショゾウ　チズ　カンケイ) 
………………………………………3
梅木通徳様あて高倉新一郎書簡
(ウメキ　ミチノリサマ　アテ　タカクラ　シ) 
………………………………………3
梅木通徳蔵書
(ウメキ　ミチノリ　ゾウショ) 
………………………………………99
〔梅木通徳〕発令通知
(ウメキ　ミチノリ　ハツレイ　ツウチ) 
………………………………………3
〔運送会社名簿〕
(ウンソウ　カイシャ　メイボ) 
………………………………………3
運送現業読本
(ウンソウ　ゲンギョウ　ドクホン) 
………………………………………3
運送保険のご案内
(ウンソウ　ホケン　ノ　ゴアンナイ) 
………………………………………3
運賃改定のお願い
(ウンチン　カイテイ　ノ　オネガイ) 
………………………………………3
運搬用具の採集
(ウンパン　ヨウグ　ノ　サイシュウ) 
………………………………………3
運輸関係法令集
(ウンユ　カンケイ　ホウレイシュウ) 
………………………………………3,4
運輸経済図説
(ウンユ　ケイザイ　ズセツ) 
………………………………………4
運輸経済統計要覧
(ウンユ　ケイザイ　トウケイ　ヨウラン) 
………………………………………4,5
運輸白書
(ウンユ　ケイザイ　ネンジ　ホウコク) 
………………………………………9
運輸五十年史
(ウンユ　ゴジュウネンシ) 
………………………………………5
運輸省職員録
(ウンユショウ　ショクインロク) 
………………………………………10,11
運輸審議会半年報
(ウンユショウダイジンカンボウシンリカンシ) 
………………………………………6
運輸審議会四半期報
(ウンユ　シンギカイ　シハンキホウ) 

………………………………………6,7
運輸審議会主催
(ウンユ　シンギカイ　シュサイ) 
………………………………………96,97
運輸審議会年報
(ウンユ　シンギカイ　ネンポウ) 
………………………………………7
運輸審議会半年報
(ウンユ　シンギカイ　ハンネンポウ) 
………………………………………5,6,7,8
運輸審議会半年報
(ウンユダイジンカンボウシンリカンシツ) 
………………………………………5,6
運輸白書
(ウンユ　ハクショ) 
………………………………………9
運輸要覧
(ウンユ　ヨウラン) 
………………………………………9

【　エ　】

営業範囲改正駅一覧
(エイギョウ　ハンイ　カイセイエキ　イチラ) 
………………………………………11
栄光の蒸気機関車
(エイコウ　ノ　ジョウキ　キカンシャ) 
………………………………………11
駅営業範囲一覧
(エキ　エイギョウ　ハンイ　イチラン) 
………………………………………11
駅勢概況
(エキセイ　ガイキョウ) 
………………………………………11,12
駅勢要覧
(エキセイ　ヨウラン) 
………………………………………12
駅長室
(エキチョウシツ) 
………………………………………12
駅逓所規則
(エキテイショ　キソク) 
………………………………………12
駅名の起源
(エキメイ　ノ　キゲン) 
………………………………………12
駅名の起源
(エキメイノキゲン) 
………………………………………13
『駅名の起源』物語り
(エキメイ　ノ　キゲン　モノガタリ) 
………………………………………12
蝦夷古地図物語
(エゾ　コチズ　モノガタリ) 
………………………………………13
「蝦夷古地図物語」原稿ほか
(エゾ　コチズ　モノガタリ　」ゲンコウ　) 
………………………………………13
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蝦夷地探検の人々

(エゾチ　タンケン　ノ　ヒトビト)
 
………………………………………13

蝦夷地道中記の話

(エゾチ　ドウチュウキ　ノ　ハナシ)
 
………………………………………13

江戸時代の海運事情

(エド　ジダイ　ノ　カイウン　ジジョウ)
 
………………………………………13

江戸時代の交通

(エドジダイ　ノ　コウツウ)
 
………………………………………13

江戸時代の交通文化

(エド　ジダイ　ノ　コウツウ　ブンカ)
 
………………………………………13

江戸時代舟と航路の歴史

(エド　ジダイ　フネ　ト　コウロ　ノ　レキ)
 
………………………………………13

エドモンド・モレルの碑建設記念

(エドモンド　モレル　ノ　ヒ　ケンセツ　キ)
 
………………………………………13

エピソード　汽笛一声

(エピソード　キテキ　イッセイ)
 
………………………………………80


【　オ　】

追分線、紅葉山線、狩勝線工事実施計画その

(オイワケセン　モミジヤマセン　カリカチセ)
 
………………………………………13

奥州街道宿駅制の研究

(オウシュウ　カイドウ　シュクエキセイ　ノ)
 
………………………………………13

奥州宿駅街道の時代的変遷

(オウシュウ　シュクエキ　カイドウ　ノ　ジ)
 
………………………………………14

欧米鉄道の問題

(オウベイ　テツドウ　ノ　モンダイ)
 
………………………………………14

欧米の鉄道

(オウベイ　ノ　テツドウ)
 
………………………………………14

多すぎる運賃の割引

(オオスギル　ウンチン　ノ　ワリビキ)
 
………………………………………14

大山－博多開業

(オオヤマ　ハカタ　カイギョウ)
 
………………………………………49

渡島三十六駅

(オシマ　サンジュウロクエキ)
 
………………………………………14

お知らせ

(オシラセ)
 
………………………………………14

小樽駅開駅五十年記念

(オタルエキ　カイエキ　ゴジュウネン　キネ)
 
………………………………………12

小樽・南小樽間高架化工事略図


(オタル　ミナミオタルカン　コウカカ　コウ)
 
………………………………………14

お名残ＳＬ撮影会参加記念〔栞〕

(オナゴリ　エスエル　サツエイカイ　サンカ)
 
………………………………………14

オハイオ州クリヴーランド全国タクシー所有

(オハイオシュウ　クリブーランド　ゼンコク)
 
………………………………………61

おびひろえき

(オビヒロエキ)
 
………………………………………14

帯広駅７０年の歩み

(オビヒロエキ　ナナジュウネン　ノ　アユミ)
 
………………………………………14

おもしろ交通館

(オモシロ　コウツウカン)
 
………………………………………14

お別れ列車の旅

(オワカレ　レッシャ　ノ　タビ)
 
………………………………………14

温泉と健康

(オンセン　ト　ケンコウ)
 
………………………………………14


【　カ　】

会員の家業とその沿革

(カイイン　ノ　カギョウ　ト　ソノ　エンカ)
 
………………………………………14

会員名簿

(カイイン　メイボ)
 
………………………………………15

海運業の独立・近代的海運生成過程における

(カイウンギョウ　ノ　ドクリツ　キンダイテ)
 
………………………………………89

海運業務沿革史

(カイウン　ギョウム　エンカクシ)
 
………………………………………15

海運の話

(カイウン　ノ　ハナシ)
 
………………………………………15

海運の歴史

(カイウン　ノ　レキシ)
 
………………………………………15

概況

(ガイキョウ)
 
………………………………………21

海峡を走るハイウェイ！

(カイキョウ　オ　ハシル　ハイウェイ)
 
………………………………………15

開業５０年記念

(カイギョウ　ゴジュウネン　キネン)
 
………………………………………14

開業３０年

(カイギョウ　サンジュウネン)
 
………………………………………118

開区６０周年記念

(カイク　ロクジッシュウネン　キネン)
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………………………………………106

回顧と展望

(カイコ　ト　テンボウ)
 
………………………………………15

海事摘要

(カイジ　テキヨウ)
 
………………………………………15

海商三代

(カイショウ　サンダイ)
 
………………………………………15

改正貨物運送取扱手続並解釈

(カイセイ　カモツ　ウンソウ　トリアツカイ)
 
………………………………………15

改正自動車交通事業法解説

(カイセイ　ジドウシャ　コウツウ　ジギョウ)
 
………………………………………15

解題『明治の北海道鉄道』

(カイダイ　メイジ　ノ　ホッカイドウ　テツ)
 
………………………………………16

開拓使と吉村甚兵衛

(カイタクシ　ト　ヨシムラ　ジンベイ)
 
………………………………………16

開通のよろこび

(カイツウ　ノ　ヨロコビ)
 
………………………………………16

街道今昔

(カイドウ　コンジャク)
 
………………………………………16

ガイドブック

(ガイドブック)
 
………………………………………23

開発白糠

(カイハツ　シラヌカ)
 
………………………………………16

開発道路の指定調書

(カイハツ　ドウロ　ノ　シテイ　チョウショ)
 
………………………………………16

家業五代記

(カギョウ　ゴダイキ)
 
………………………………………16

貨車構造便覧

(カシャ　コウゾウ　ベンラン)
 
………………………………………16

貨車の知識

(カシャ　ノ　チシキ)
 
………………………………………16

貨車のながれ

(カシャ　ノ　ナガレ)
 
………………………………………16

貨車変遷一覧表　

(カシャ　ヘンセン　イチランヒョウ　)
 
………………………………………16

貨車利用のしおり

(カシャ　リヨウ　ノ　シオリ)
 
………………………………………17

貨車利用の栞

(カシャ　リヨウ　ノ　シオリ)
 
………………………………………17


鎌倉時代の交通

(カマクラ　ジダイ　ノ　コウツウ)
 
………………………………………17

過密ダイヤ緩和のために

(カミツ　ダイヤ　カンワ　ノ　タメニ)
 
………………………………………59

貨物運送

(カモツ　ウンソウ)
 
………………………………………17

貨物運送規則逐条解説

(カモツ　ウンソウ　キソク　チクジョウ　カ)
 
………………………………………17

貨物運送規則同補則

(カモツ　ウンソウ　キソク　ドウ　ホソク)
 
………………………………………17

貨物運送規則同補則逐条解説

(カモツ　ウンソウ　キソク　ドウ　ホソク　)
 
………………………………………17

貨物運送の栞

(カモツ　ウンソウ　ノ　シオリ)
 
………………………………………17

貨物運賃改定のあらまし

(カモツ　ウンチン　カイテイ　ノ　アラマシ)
 
………………………………………17

貨物運賃改定のお願い

(カモツ　ウンチン　カイテイ　ノ　オネガイ)
 
………………………………………18

貨物運賃改訂要綱

(カモツ　ウンチン　カイテイ　ヨウコウ)
 
………………………………………69

貨物運賃制度改正資料（案）

(カモツ　ウンチン　セイド　カイセイ　シリ)
 
………………………………………18

貨物運賃制度七十五年の回顧

(カモツ　ウンチン　セイド　ナナジュウゴネ)
 
………………………………………18

貨物運賃と各種料金表

(カモツ　ウンチン　ト　カクシュ　リョウキ)
 
………………………………………18

貨物運賃と料金

(カモツ　ウンチン　ト　リョウキン)
 
………………………………………18

貨物運輸ノ沿革

(カモツ　ウンユ　ノ　エンカク)
 
………………………………………18

貨物営業規則逐条解説

(カモツ　エイギョウ　キソク　チクジョウ　)
 
………………………………………18

貨物営業粁程表

(カモツ　エイギョウ　キロテイヒョウ)
 
………………………………………18

貨物掛必携

(カモツガカリ　ヒッケイ)
 
………………………………………19

貨物関係駅勢要覧

(カモツ　カンケイ　エキセイ　ヨウラン)
 
………………………………………18

貨物自動車輸送実績比較表
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(カモツ　ジドウシャ　ユソウ　ジッセキ　ヒ)
 
………………………………………18

貨物等級制度についての答申

(カモツ　トウキュウ　セイド　ニ　ツイテ　)
 
………………………………………68

貨物等級制度についての答申附属資料

(カモツ　トウキュウ　セイド　ニ　ツイテ　)
 
………………………………………18

貨物等級表解説

(カモツ　トウキュウヒョウ　カイセツ)
 
………………………………………18

貨物の運賃

(カモツ　ノ　ウンチン)
 
………………………………………18

貨物の特急

(カモツ　ノ　トッキュウ)
 
………………………………………31

貨物輸送概況

(カモツ　ユソウ　ガイキョウ)
 
………………………………………19

貨物輸送計画及び臨貨運転計画（案）

(カモツ　ユソウ　ケイカク　オヨビ　リンカ)
 
………………………………………19

貨物輸送手続解説

(カモツ　ユソウ　テツズキ　カイセツ)
 
………………………………………19

貨物輸送年報

(カモツ　ユソウ　ネンポウ)
 
………………………………………19

貨物輸送標準時間表

(カモツ　ユソウ　ヒョウジュン　ジカンヒョ)
 
………………………………………19

貨物輸送はこうかわる

(カモツ　ユソウ　ワ　コウカワル)
 
………………………………………19

茅沼炭鉱鉄道（参照資料）

(カヤヌマ　タンコウ　テツドウ)
 
………………………………………19

管健次郎論説

(カン　ケンジロウ　ロンセツ)
 
………………………………………50

観光事業の知識

(カンコウ　ジギョウ　ノ　チシキ)
 
………………………………………19

観光バス、ハイヤー、タクシーをも含む

(カンコウ　バス　ハイヤー　タクシー　オモ)
 
………………………………………60

監査委員長六年の経営診断

(カンサ　イインチョウ　ロクネン　ノ　ケイ)
 
………………………………………134

昭和５０年度幹線系線区別経営成績　

(カンセン　ケイセン　クベツ　ケイエイ　セ)
 
………………………………………19

関東地方通運史

(カントウ　チホウ　ツウウンシ)
 
………………………………………19

管内概況

(カンナイ　ガイキョウ)
 

………………………………………19,20

管内要覧

(カンナイ　ヨウラン)
 
………………………………………20,21

管内陸運概況

(カンナイ　リクウン　ガイキョウ)
 
………………………………………21


【　キ　】

機関車ガイドブック

(キカンシャ　ガイドブック)
 
………………………………………21

機関車大勝号について

(キカンシャ　ダイショウゴウ　ニ　ツイテ)
 
………………………………………21

機関車の系譜図

(キカンシャ　ノ　ケイフズ)
 
………………………………………21

機関車１００年

(キカンシャ　ヒャクネン)
 
………………………………………21

附機構図

(キコウズ)
 
………………………………………53

汽車

(キシャ)
 
………………………………………21

汽車賃早わかり

(キシャチン　ハヤワカリ)
 
………………………………………22

汽車と鉄道

(キシャ　ト　テツドウ)
 
………………………………………21

汽車の話

(キシャ　ノ　ハナシ)
 
………………………………………21

汽車の窓から

(キシャ　ノ　マド　カラ)
 
………………………………………22

技術委員会講演集

(ギジュツ　イインカイ　コウエンシュウ)
 
………………………………………24

技術報告会記録

(ギジュツ　ホウコクカイ　キロク)
 
………………………………………24

北国の走者

(キタグニ　ノ　ソウシャ)
 
………………………………………22

きたぐにのみち

(キタグニ　ノ　ミチ)
 
………………………………………22

北日本汽船株式会社二十五年史

(キタ　ニホン　キセン　カブシキ　ガイシャ)
 
………………………………………22

北の事典

(キタ　ノ　ジテン)
 
………………………………………119
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北前船往来

(キタマエセン　オウライ)
 
………………………………………22

北前船主西村屋の人びと

(キタマエブナヌシ　ニシムラヤ　ノ　ヒトビ)
 
………………………………………15

北前船

(キタマエブネ)
 
………………………………………22

規程の解釈と運用

(キテイ　ノ　カイシャク　ト　ウンヨウ)
 
………………………………………32

汽笛一声

(キテキ　イッセイ)
 
………………………………………22

汽笛一声からひかり号まで

(キテキ　イッセイ　カラ　ヒカリゴウ　マデ)
 
………………………………………80

汽笛一声新橋を

(キテキ　イッセイ　シンバシ　オ)
 
………………………………………22

汽笛は旅のうた

(キテキ　ワ　タビ　ノ　ウタ)
 
………………………………………22

気動車ガイドブック

(キドウシャ　ガイドブック)
 
………………………………………22

軌道車車両一覧表

(キドウシャ　シャリョウ　イチランヒョウ)
 
………………………………………22

記念乗車券目録

(キネン　ジョウシャケン　モクロク)
 
………………………………………22

機能と財政の構図

(キノウ　ト　ザイセイ　ノ　コウズ)
 
………………………………………30

木下運輸二十年

(キノシタ　ウンユ　ニジュウネン)
 
………………………………………31

木村謙次

(キムラ　ケンジ)
 
………………………………………23

客車・貨車

(キャクシャ　カシャ)
 
………………………………………23

客車変遷一覧表

(キャクシャ　ヘンセン　イチランヒョウ)
 
………………………………………23

九州における通信を中心として

(キュウシュウ　ニ　オケル　ツウシン　オ　)
 
………………………………………24

協会・協会員台帳

(キョウカイ　キョウカイイン　ダイチョウ)
 
………………………………………23

協会事務所新築落成記念

(キョウカイ　ジムショ　シンチク　ラクセイ)
 
………………………………………23

業界１０年のあゆみ


(ギョウカイ　ジュウネン　ノ　アユミ)
 
………………………………………24

業界の先覚

(ギョウカイ　ノ　センカク)
 
………………………………………25

業界の人びと　

(ギョウカイ　ノ　ヒトビト　)
 
………………………………………25

教科書の〈交通のむかしと今〉の学習に役だ

(キョウカショ　ノ　コウツウ　ノ　ムカシ　)
 
………………………………………14

業者組合の動き

(ギョウシャ　クミアイ　ノ　ウゴキ)
 
………………………………………25

業法制定を中心として

(ギョウホウ　セイテイ　オ　チュウシン　ト)
 
………………………………………47

局線別経営要覧

(キョクセンベツ　ケイエイ　ヨウラン)
 
………………………………………23

旭鉄の雪害

(キョクテツ　ノ　セツガイ)
 
………………………………………23

近世交通経済史論

(キンセイ　コウツウ　ケイザイ　シロン)
 
………………………………………23

近世交通史料集

(キンセイ　コウツウ　シリョウシュウ)
 
………………………………………23,24

近世宿駅制度の研究

(キンセイ　シュクエキ　セイド　ノ　ケンキ)
 
………………………………………24

近世道路論

(キンセイ　ドウロロン)
 
………………………………………24

近世日本交通史

(キンセイ　ニホン　コウツウシ)
 
………………………………………13

近代交通の成立過程

(キンダイ　コウツウ　ノ　セイリツ　カテイ)
 
………………………………………24

近代小運送史

(キンダイ　ショウウンソウシ)
 
………………………………………24


【　ク　】

釧路駅連動表

(クシロエキ　レンドウヒョウ)
 
………………………………………25

釧路港中央埠頭公共臨港線の建設及び運営に

(クシロコウ　チュウオウ　フトウ　コウキョ)
 
………………………………………25

釧路市ニ於ケル北海道運送社ト釧路運送社ト

(クシロシ　ニ　オケル　ホッカイドウ　ウン)
 
………………………………………25

釧路鉄道管理局管内概況

(クシロ　テツドウ　カンリキョク　カンナイ)
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………………………………………25

釧路鉄道管理局史

(クシロ　テツドウ　カンリキョクシ)
 
………………………………………25

国の動脈

(クニ　ノ　ドウミャク)
 
………………………………………25

区のあゆみ

(ク　ノ　アユミ)
 
………………………………………25

熊野詣でと伊勢参り

(クマノモウデ　ト　イセマイリ)
 
………………………………………45

組合員名簿

(クミアイイン　メイボ)
 
………………………………………25

くるまと北海道

(クルマ　ト　ホッカイドウ)
 
………………………………………25


【　ケ　】

経営概況

(ケイエイ　ガイキョウ)
 
………………………………………26

経営改善のあと

(ケイエイ　カイゼン　ノ　アト)
 
………………………………………25

経営計画

(ケイエイ　ケイカク)
 
………………………………………26

経営メモ

(ケイエイ　メモ)
 
………………………………………26

景観を尋ねて

(ケイカン　オ　タズネテ)
 
………………………………………26

携行または備付用の約款・料率

(ケイコウ　マタワ　ソナエツケ　ヨウ　ノ　)
 
………………………………………3

国民経済基準からみた鉄道輸送

(ケイザイ　ロンシュウ)
 
………………………………………37

地域発展と輸送改善

(ケイザイ　ロンシュウ)
 
………………………………………63

桂馬と機関車

(ケイマ　ト　キカンシャ)
 
………………………………………26

契約書

(ケイヤクショ)
 
………………………………………26

決定版・鉄道唱歌物語

(ケッテイバン　テツドウ　ショウカ　モノガ)
 
………………………………………22

原稿、メモなど

(ゲンコウ　メモ　ナド)
 
………………………………………26


現代への投影としての交通史

(ゲンダイ　エノ　トウエイ　トシテ　ノ　コ)
 
………………………………………26


【　コ　】

公益交通優先のために

(コウエキ　コウツウ　ユウセン　ノ　タメ　)
 
………………………………………80

航空機の知識

(コウクウキ　ノ　チシキ)
 
………………………………………26

貢献する通運事業

(コウケン　スル　ツウウン　ジギョウ)
 
………………………………………131,132

講座日本風俗史

(コウザ　ニホン　フウゾクシ)
 
………………………………………26,27

工事概要

(コウジ　ガイヨウ)
 
………………………………………27

公述書

(コウジュツショ)
 
………………………………………27

工場の現況

(コウジョウ　ノ　ゲンキョウ)
 
………………………………………27

こうすれば輸送力不足は解消する

(コウスレバ　ユソウリョク　ブソク　ワ　カ)
 
………………………………………35

航跡

(コウセキ)
 
………………………………………27

高速道路地図

(コウソク　ドウロ　チズ)
 
………………………………………27

交通学研究

(コウツウガク　ケンキュウ)
 
………………………………………30

交通関係蔵書目録

(コウツウ　カンケイ　ゾウショ　モクロク)
 
………………………………………27

数字でみた国鉄

(コウツウキョウリョクカイ)
 
………………………………………55

交通経済学概論

(コウツウ　ケイザイガク　ガイロン)
 
………………………………………28

交通経済総論

(コウツウ　ケイザイ　ソウロン)
 
………………………………………27

交通・交易伝承の研究　１

(コウツウ　コウエキ　デンショウ　ノ　ケン)
 
………………………………………62

交通資料コレクションについて

(コウツウ　シリョウ　コレクション　ニ　ツ)
 
………………………………………28

交通人物小史
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(コウツウ　ジンブツ　ショウシ)
 
………………………………………28

交通賃率の研究

(コウツウ　チンリツ　ノ　ケンキュウ)
 
………………………………………28

交通通信機関はどれだけ生活を豊かにしてい

(コウツウ　ツウシン　キカン　ワ　ドレダケ)
 
………………………………………28

交通における資本主義の発展

(コウツウ　ニ　オケル　シホン　シュギ　ノ)
 
………………………………………28

交通年鑑

(コウツウ　ネンカン)
 
………………………………………28,29

交通の近代的経営

(コウツウ　ノ　キンダイテキ　ケイエイ)
 
………………………………………29

交通之部

(コウツウ　ノ　ブ)
 
………………………………………87

交通輸送関係実績表

(コウツウ　ユソウ　カンケイ　ジッセキ　ヒ)
 
………………………………………30

広報資料

(コウホウ　シリョウ)
 
………………………………………15

国営自動車の現状

(コクエイ　ジドウシャ　ノ　ゲンジョウ)
 
………………………………………30

国際通運株式会社史

(コクサイ　ツウウン　カブシキ　ガイシャシ)
 
………………………………………30

国産乗用自動車問題の真相

(コクサン　ジョウヨウ　ジドウシャ　モンダ)
 
………………………………………30

小口扱貨物配達取次通運事業者名簿

(コグチアツカイ　カモツ　ハイタツ　トリツ)
 
………………………………………38

小口貨物諸施策の沿革

(コグチ　カモツ　ショシサク　ノ　エンカク)
 
………………………………………38

小口貨物輸送の改善について

(コグチ　カモツ　ユソウ　ノ　カイゼン　ニ)
 
………………………………………38

小口混載社扱運賃制度改訂要綱（案）

(コグチ　コンサイシャアツカイ　ウンチン　)
 
………………………………………38

小口割増査定基準改訂資料

(コグチ　ワリマシ　サテイ　キジュン　カイ)
 
………………………………………74

小口割増査定基準の改訂

(コグチ　ワリマシ　サテイ　キジュン　ノ　)
 
………………………………………75

国鉄

(コクテツ)
 
………………………………………30

国鉄あらかると

(コクテツ　アラカルト)
 

………………………………………30

国鉄運賃をなぜ改訂するのか

(コクテツ　ウンチン　オ　ナゼ　カイテイ　)
 
………………………………………30

国鉄営業成績年報

(コクテツ　エイギョウ　セイセキ　ネンポウ)
 
………………………………………30

国鉄を育てた人々

(コクテツ　オ　ソダテタ　ヒトビト)
 
………………………………………30

国鉄貨物運賃制度の変遷

(コクテツ　カモツ　ウンチン　セイド　ノ　)
 
………………………………………31

国鉄経営調査会答申書のわかりやすい解説

(コクテツ　ケイエイ　チョウサカイ　トウシ)
 
………………………………………33

国鉄経営の在り方についての答申

(コクテツ　ケイエイ　ノ　アリカタ　ニ　ツ)
 
………………………………………31

国鉄現業をみる３３年

(コクテツ　ゲンギョウ　オ　ミル　サンジュ)
 
………………………………………31

国鉄興隆時代

(コクテツ　コウリュウ　ジダイ)
 
………………………………………31

国鉄５ヵ年計画

(コクテツ　ゴカネン　ケイカク)
 
………………………………………31

国鉄この現実

(コクテツ　コノ　ゲンジツ)
 
………………………………………31

国鉄コンテナ

(コクテツ　コンテナ)
 
………………………………………31

国鉄コンテナ利用案内

(コクテツ　コンテナ　リヨウ　アンナイ)
 
………………………………………31

国鉄再建基本構想案

(コクテツ　サイケン　キホン　コウソウアン)
 
………………………………………1

国鉄財政の現状

(コクテツ　ザイセイ　ノ　ゲンジョウ)
 
………………………………………31

国鉄私営分割論

(コクテツ　シエイ　ブンカツロン)
 
………………………………………31

国鉄事業報告書

(コクテツ　ジギョウ　ホウコクショ)
 
………………………………………32

国鉄・私鉄・日通・バス・タクシー

(コクテツ　シテツ　ニッツウ　バス　タクシ)
 
………………………………………128

国鉄自動車経営論

(コクテツ　ジドウシャ　ケイエイロン)
 
………………………………………32

国鉄自動車三十年史

(コクテツ　ジドウシャ　サンジュウネンシ)
 
………………………………………32


- 142 -



分類順目録　　　　　〔　　　　　　　　　　　〕書名索引 

国鉄自動車の概況

(コクテツ　ジドウシャ　ノ　ガイキョウ)
 
………………………………………32

国鉄自動車旅客路線略図

(コクテツ　ジドウシャ　リョカク　ロセン　)
 
………………………………………32

国鉄自動車路線図

(コクテツ　ジドウシャ　ロセンズ)
 
………………………………………32

国鉄諮問委員会の診断書

(コクテツ　シモン　イインカイ　ノ　シンダ)
 
………………………………………128

国鉄白糠線開通記念

(コクテツ　シラヌカセン　カイツウ　キネン)
 
………………………………………16

国鉄新車ガイドブック

(コクテツ　シンシャ　ガイド　ブック)
 
………………………………………32

国鉄推薦旅館案内

(コクテツ　スイセン　リョカン　アンナイ)
 
………………………………………32

国鉄線

(コクテツセン)
 
………………………………………11

国鉄第３次長期計画

(コクテツ　ダイサンジ　チョウキ　ケイカク)
 
………………………………………57,104

国鉄ダイヤ改正に関する新聞記事切り抜き

(コクテツ　ダイヤ　カイセイ　ニ　カンスル)
 
………………………………………32

国鉄千歳駅付近鉄道高架事業の概要

(コクテツ　チトセエキ　フキン　テツドウ　)
 
………………………………………32

国鉄賃金

(コクテツ　チンギン)
 
………………………………………32

国鉄電気の概況

(コクテツ　デンキ　ノ　ガイキョウ)
 
………………………………………33

国鉄にもの申す

(コクテツ　ニ　モノモウス)
 
………………………………………33

国鉄はやはり国民の足！

(コクテツ　ニュース)
 
………………………………………37

国鉄のあゆみ

(コクテツ　ノ　アユミ)
 
………………………………………33

国鉄の生きる道

(コクテツ　ノ　イキル　ミチ)
 
………………………………………33

国鉄の回顧

(コクテツ　ノ　カイコ)
 
………………………………………33

国鉄の近況と問題点

(コクテツ　ノ　キンキョウ　ト　モンダイテ)
 
………………………………………33

国鉄の経営改善方法に関する意見書


(コクテツ　ノ　ケイエイ　カイゼン　ホウホ)
 
………………………………………33

国鉄の現状

(コクテツ　ノ　ゲンジョウ)
 
………………………………………33,34,35

国鉄の現状と問題点

(コクテツ　ノ　ゲンジョウ　ト　モンダイテ)
 
………………………………………34

国鉄の５トンコンテナ

(コクテツ　ノ　ゴトン　コンテナ)
 
………………………………………35

事業報告

(コクテツ　ノ　ジギョウ　ホウコク)
 
………………………………………49

国鉄の事業報告

(コクテツ　ノ　ジギョウ　ホウコク)
 
………………………………………35

国鉄事業報告書

(コクテツ　ノ　ジギョウ　ホウコク)
 
………………………………………32

国鉄の実情を訴える

(コクテツ　ノ　ジツジョウ　オ　ウッタエル)
 
………………………………………35

国鉄の職場をのぞく

(コクテツ　ノ　ショクバ　オ　ノゾク)
 
………………………………………106

国鉄の新五箇年計画

(コクテツ　ノ　シン　ゴカネン　ケイカク)
 
………………………………………35

国鉄の第３次長期計画について

(コクテツ　ノ　ダイサンジ　チョウキ　ケイ)
 
………………………………………35

国鉄８０年記念写真集

(コクテツ　ハチジュウネン　キネン　シャシ)
 
………………………………………46

国鉄繁昌記

(コクテツ　ハンジョウキ)
 
………………………………………35

「国鉄百年のあゆみ」展示物関係

(コクテツ　ヒャクネン　ノ　アユミ　テンジ)
 
………………………………………36

国鉄ＰＨＯＴＯ

(コクテツ　フォト)
 
………………………………………36

国鉄分割私営論批判

(コクテツ　ブンカツ　シエイロン　ヒハン)
 
………………………………………36

国鉄北海道の現状とその対策

(コクテツ　ホッカイドウ　ノ　ゲンジョウ　)
 
………………………………………36

国鉄美幸線美深・仁宇布間開通記念

(コクテツ　ミユキセン　ビフカ　ニウプカン)
 
………………………………………16

国鉄室蘭さん橋補助汽船の繋船について

(コクテツ　ムロラン　サンバシ　ホジョ　キ)
 
………………………………………36

国鉄メモ

(コクテツ　メモ)
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………………………………………36

国鉄物語

(コクテツ　モノガタリ)
 
………………………………………36

国鉄問題

(コクテツ　モンダイ)
 
………………………………………36

国鉄歴史事典

(コクテツ　レキシ　ジテン)
 
………………………………………93

国鉄は変わる

(コクテツ　ワ　カワル)
 
………………………………………37

国鉄はやはり国民の足！

(コクテツ　ワ　ヤハリ　コクミン　ノ　アシ)
 
………………………………………37

国道、地方費道、準地方費道延長調

(コクドウ　チホウヒドウ　ジュンチホウヒド)
 
………………………………………37

国民経済基準からみた鉄道輸送

(コクミン　ケイザイ　キジュン　カラ　ミタ)
 
………………………………………37

国有十年

(コクユウ　ジュウネン)
 
………………………………………37

国有鉄道運賃法新旧条文対照表

(コクユウ　テツドウ　ウンチンホウ　シンキ)
 
………………………………………37

国有鉄道運賃法の一部を改正する法律（案）

(コクユウ　テツドウ　ウンチンホウ　ノ　イ)
 
………………………………………37

国有鉄道運賃法の一部を改正する法立案の提

(コクユウ　テツドウ　ウンチンホウ　ノ　イ)
 
………………………………………37

国有鉄道運賃法の一部を改正する法立案要綱

(コクユウ　テツドウ　ウンチンホウ　ノ　イ)
 
………………………………………37

国有鉄道貨物運送規則註釈

(コクユウ　テツドウ　カモツ　ウンソウ　キ)
 
………………………………………37

国有鉄道貨物運賃改正理由書

(コクユウ　テツドウ　カモツ　ウンチン　カ)
 
………………………………………37

国有鉄道貨物運賃等級改正案参考資料

(コクユウ　テツドウ　カモツ　ウンチン　ト)
 
………………………………………37

国有鉄道の小運送問題

(コクユウ　テツドウ　ノ　ショウウンソウ　)
 
………………………………………37

国有鉄道労働運動史

(コクユウ　テツドウ　ロウドウ　ウンドウシ)
 
………………………………………37

附・越崎商店沿革

(コシザキ　ショウテン　エンカク)
 
………………………………………22

古代の交通

(コダイ　ノ　コウツウ)
 
………………………………………38


こだま

(コダマ)
 
………………………………………38

国会説明資料

(コッカイ　セツメイ　シリョウ)
 
………………………………………38

国会説明資料

(コッカイ　セツメイシリョウ)
 
………………………………………38

故深川冬至氏を偲んで

(コ　フカガワ　トウジ　シ　オ　シノンデ)
 
………………………………………26

これからの貨物運送

(コレカラ　ノ　カモツ　ウンソウ)
 
………………………………………38

これからの国鉄自動車

(コレカラ　ノ　コクテツ　ジドウシャ)
 
………………………………………38

これからの旅客・貨物営業

(コレカラ　ノ　リョカク　カモツ　エイギョ)
 
………………………………………38

これだけは知っておこう　トラック事業経営

(コレダケ　ワ　シッテオコウ　トラック　ジ)
 
………………………………………47

これは便利新・貨物営業案内

(コレ　ワ　ベンリ　シン　カモツ　エイギョ)
 
………………………………………38

今後の国鉄貨物運送に対する意見

(コンゴ　ノ　コクテツ　カモツ　ウンソウ　)
 
………………………………………39


【　サ　】

最近１０年の国鉄車両

(サイキン　ジュウネン　ノ　コクテツ　シャ)
 
………………………………………39

最新自動車輸送監理通達集

(サイシン　ジドウシャ　ユソウ　カンリ　ツ)
 
………………………………………39

最新鉄道英和辞典

(サイシン　テツドウ　エイワ　ジテン)
 
………………………………………39

最新鉄道公用文

(サイシン　テツドウ　コウヨウブン)
 
………………………………………39

札工のあゆみ

(サッコウ　ノ　アユミ)
 
………………………………………39

札樽国道小樽銭函間改良工事概況

(サッソン　コクドウ　オタル　ゼニバコカン)
 
………………………………………39

札鉄局のあらまし

(サッテツキョク　ノ　アラマシ)
 
………………………………………39

札鉄新聞　第１６３号

(サツテツ　シンブン)
 
………………………………………43

札鉄二十年間訴訟事件要録
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(サッテツ　ニジュウネンカン　ソショウ　ジ)
 
………………………………………39

札幌駅地下街概要

(サッポロエキ　チカガイ　ガイヨウ)
 
………………………………………42

さっぽろえきの今昔

(サッポロエキ　ノ　コンジャク)
 
………………………………………42

札幌駅８０年史

(サッポロエキ　ハチジュウネンシ)
 
………………………………………42

札幌駅百年史

(サッポロエキ　ヒャクネンシ)
 
………………………………………42

札幌駅付近高架化計画の概要

(サッポロエキ　フキン　コウカカ　ケイカク)
 
………………………………………42

札幌・小樽両市の産業と鉄道貨物運送

(サッポロ　オタル　リョウシ　ノ　サンギョ)
 
………………………………………39

わだちのあと

(サッポロ　ギョウケン　ニュース)
 
………………………………………134

札幌圏における都市交通のあり方について

(サッポロケン　ニ　オケル　トシ　コウツウ)
 
………………………………………42

札幌工事局概要

(サッポロ　コウジキョク　ガイヨウ)
 
………………………………………40

札幌工事局七十年史

(サッポロ　コウジキョク　ナナジュウネンシ)
 
………………………………………39

札幌工事局の概要

(サッポロ　コウジキョク　ノ　ガイヨウ)
 
………………………………………39,40

札幌工事局概要

(サッポロ　コウジキョク　ノ　ガイヨウ)
 
………………………………………40

札幌市営高速電車（地下鉄）

(サッポロ　シエイ　コウソク　デンシャ)
 
………………………………………40

札幌市営藻岩山ロープウエー観光道路

(サッポロシエイ　モイワヤマ　ロープウエー)
 
………………………………………43

札幌市高速電車東西線建設計画概要

(サッポロシ　コウソク　デンシャ　トウザイ)
 
………………………………………43

札幌市高速電車東西線琴似⇔白石間（９．９

(サッポロシ　コウソク　デンシャ　トウザイ)
 
………………………………………42

札幌市交通事業三十年史

(サッポロシ　コウツウ　ジギョウ　サンジュ)
 
………………………………………43

札幌市主要交通規制図

(サッポロシ　シュヨウ　コウツウ　キセイズ)
 
………………………………………43

さっぽろ市地下鉄開業記念

(サッポロシ　チカテツ　カイギョウ　キネン)
 

………………………………………48

札幌市・東西線開通

(サッポロシ　トウザイセン　カイツウ)
 
………………………………………43

札幌自動車事務所職員表

(サッポロ　ジドウシャ　ジムショ　ショクイ)
 
………………………………………40

札幌市都市交通機関計画資料（４０．７）抜

(サッポロシ　トシ　コウツウ　キカン　ケイ)
 
………………………………………43

札幌市に於ける将来の都市交通網計画

(サッポロシ　ニ　オケル　ショウライ　ノ　)
 
………………………………………43

札幌市における鉄道の発達とその問題点につ

(サッポロシ　ニ　オケル　テツドウ　ノ　ハ)
 
………………………………………43

札幌市におけるハイヤー事業の需給資料

(サッポロシ　ニ　オケル　ハイヤー　ジギョ)
 
………………………………………43

札幌市のバスターミナルについて

(サッポロシ　ノ　バスターミナル　ニ　ツイ)
 
………………………………………43

札幌総合事務所計画図

(サッポロ　ソウゴウ　ジムショ　ケイカクズ)
 
………………………………………40

「札幌ターミナルビル」関係資料

(サッポロ　ターミナルビル　カンケイシリョ)
 
………………………………………40

鉄道の発生発達及び将来

(サッポロ　タンキ　ダイガク　ロンシュウ)
 
………………………………………80

札幌地下鉄６０００

(サッポロ　チカテツ　ロクセン)
 
………………………………………40

札幌千歳間道路工事竣工記念

(サッポロ　チトセカン　ドウロ　コウジ　シ)
 
………………………………………40

札幌―千歳（地方費道札幌浦河線）道路改良

(サッポロ　チトセ　ドウロ　カイリョウ　ケ)
 
………………………………………40

札幌地方編

(サッポロ　チホウヘン)
 
………………………………………81

札幌地方陸運関係新年交礼会出席者名簿

(サッポロ　チホウ　リクウン　カンケイ　シ)
 
………………………………………40

札幌鉄道管理局概況

(サッポロ　テツドウ　カンリキョク　ガイキ)
 
………………………………………41

札幌鉄道管理局管内概況

(サッポロ　テツドウ　カンリキョク　カンナ)
 
………………………………………41

札幌鉄道管理局文書取扱基準公用文送り仮名

(サッポロ　テツドウ　カンリキョク　ブンシ)
 
………………………………………41

札幌鉄道教習所所史

(サッポロ　テツドウ　キョウシュウジョ　シ)
 
………………………………………41
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札幌鉄道局教習所普通部沿革

(サッポロ　テツドウキョク　キョウシュウジ)
 
………………………………………41

札幌鉄道局要覧

(サッポロ　テツドウキョク　ヨウラン)
 
………………………………………41

札幌鉄道病院結核病棟について

(サッポロ　テツドウ　ビョウイン　ケッカク)
 
………………………………………41

札幌鉄道病院誌

(サッポロ　テツドウ　ビョウインシ)
 
………………………………………41

第十一回札幌道路運送審議会議事録

(サッポロ　ドウロ　ウンソウ　シンギカイ　)
 
………………………………………41

札幌トヨタ自動車労働組合史

(サッポロ　トヨタ　ジドウシャ　ロウドウ　)
 
………………………………………41

さっぽろの地下鉄

(サッポロ　ノ　チカテツ)
 
………………………………………42

札幌の地下鉄

(サッポロ　ノ　チカテツ)
 
………………………………………41

さっぽろ文庫１１札幌の駅企画書

(サッポロ　ブンコ　ジュウイチ　サッポロ　)
 
………………………………………42

札幌方式車両について（案内軌条式）

(サッポロ　ホウシキ　シャリョウ　ニ　ツイ)
 
………………………………………42

札幌陸運局管内

(サッポロ　リクウンキョク　カンナイ)
 
………………………………………65,66

札幌陸運局管内通運事業者一覧

(サッポロ　リクウンキョク　カンナイ　ツウ)
 
………………………………………42

札幌陸運局要覧

(サッポロ　リクウンキョク　ヨウラン)
 
………………………………………42

札幌陸運事務所管内市町村別実在車数調査表

(サッポロ　リクウン　ジムショ　カンナイ　)
 
………………………………………42

札幌陸運事務所管内要覧

(サッポロ　リクウン　ジムショ　カンナイ　)
 
………………………………………42

さようならロ－カル鉄道

(サヨウナラ　ローカル　テツドウ)
 
………………………………………43

また蒸気機関車が消える

(サンデー　マイニチ)
 
………………………………………124

三宮吾郎伝

(サンノミヤ　ゴロウ　デン)
 
………………………………………51

３分停車

(サンプン　テイシャ)
 
………………………………………43,44


【　シ　】

市営バス系統図

(シエイ　バス　ケイトウズ)
 
………………………………………44

市営バス時刻表

(シエイ　バス　ジコクヒョウ)
 
………………………………………44

事業のしおり

(ジギョウ　ノ　シオリ)
 
………………………………………49

事業報告

(ジギョウ　ホウコク)
 
………………………………………49

時刻改正

(ジコク　カイセイ)
 
………………………………………124

時刻表マニア

(ジコクヒョウ　マニア)
 
………………………………………49

時刻表物語

(ジコクヒョウ　モノガタリ)
 
………………………………………50

支笏湖畔有料道路

(シコツコハン　ユウリョウ　ドウロ)
 
………………………………………44

試作キハ４０形式一般形気動車

(シサクキハ４０ケイシキイッパンカタキドウ)
 
………………………………………44

市町村別自動車数調査表

(シチョウソンベツ　ジドウシャスウ　チョウ)
 
………………………………………44

しづか号（準鉄道記念物）

(シヅカゴウ)
 
………………………………………44

私鉄統計年報

(シテツ　トウケイ　ネンポウ)
 
………………………………………44

私鉄要覧

(シテツ　ヨウラン)
 
………………………………………44,45

自動車

(ジドウシャ)
 
………………………………………50

自動車運送事業等運輸規則

(ジドウシャ　ウンソウ　ジギョウトウ　ウン)
 
………………………………………50

自動車運送事業の会計規程の解説

(ジドウシャ　ウンソウ　ジギョウ　ノ　カイ)
 
………………………………………50

自動車運送事業の経理と会計規程

(ジドウシャ　ウンソウ　ジギョウ　ノ　ケイ)
 
………………………………………50

自動車を語る

(ジドウシャ　オ　カタル)
 
………………………………………50

自動車及航空

(ジドウシャ　オヨビ　コウクウ)
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分類順目録　　　　　〔　　　　　　　　　　　〕書名索引 

………………………………………50

自動車貨物運送規則、同補則

(ジドウシャ　カモツ　ウンソウ　キソク　ド)
 
………………………………………50

自動車関係

(ジドウシャ　カンケイ)
 
………………………………………50

自動車関係諸説の概要

(ジドウシャ　カンケイ　ショセツ　ノ　ガイ)
 
………………………………………50

自動車行政と運送事業

(ジドウシャ　ギョウセイ　ト　ウンソウ　ジ)
 
………………………………………50

自動車交通政策の変遷

(ジドウシャ　コウツウ　セイサク　ノ　ヘン)
 
………………………………………51

自動車三十年史

(ジドウシャ　サンジュウネンシ)
 
………………………………………51

自動車事業四十年

(ジドウシャ　ジギョウ　ヨンジュウネン)
 
………………………………………51

自動車実相報告書

(ジドウシャ　ジッソウ　ホウコクショ)
 
………………………………………51

自動車生活

(ジドウシャ　セイカツ)
 
………………………………………51

自動車通達集

(ジドウシャ　ツウタツシュウ)
 
………………………………………51

自動車統計

(ジドウシャ　トウケイ)
 
………………………………………51

〔自動車統計手書き資〕

(ジドウシャ　トウケイ　テガキ　シリョウ)
 
………………………………………51

自動車統計年報

(ジドウシャ　トウケイ　ネンポウ)
 
………………………………………51,52

自動車について梅木通徳氏あて千歳篤氏手紙

(ジドウシャ　ニ　ツイテ　ウメキ　ミチノリ)
 
………………………………………52

自動車日本史

(ジドウシャ　ニホンシ)
 
………………………………………52

自動車年鑑

(ジドウシャ　ネンカン)
 
………………………………………52

自動車編

(ジドウシャヘン)
 
………………………………………130

自動車便覧

(ジドウシャ　ベンラン)
 
………………………………………52,53

自動車輸送の現況及び問題点

(ジドウシャ　ユソウ　ノ　ゲンキョウ　オヨ)
 
………………………………………53


自動車要覧

(ジドウシャ　ヨウラン)
 
………………………………………53

〔市バス案内図〕

(シバス　アンナイズ)
 
………………………………………45

市バス案内図

(シバス　アンナイズ)
 
………………………………………45

自分の車輪で

(ジブン　ノ　シャリン　デ)
 
………………………………………53

士別駅開駅８０周年記念

(シベツエキ　カイエキ　ハチジッシュウネン)
 
………………………………………45

市民の皆様え御願い

(シミン　ノ　ミナサマ　エ　オネガイ)
 
………………………………………45

事務分掌規程

(ジム　ブンショウ　キテイ)
 
………………………………………53

事務分担

(ジム　ブンタン)
 
………………………………………53

社史

(シャシ)
 
………………………………………45

社寺と交通

(シャジ　ト　コウツウ)
 
………………………………………45

写真でみた鉄道公安

(シャシン　デ　ミタ　テツドウ　コウアン)
 
………………………………………1

写真で見る国鉄９０年

(シャシン　デ　ミル　コクテツ　キュウジュ)
 
………………………………………45

社船定期表

(シャセン　テイキヒョウ)
 
………………………………………45

社団法人北海道自動車協会」解散総会議事録

(シャダン　ホウジン　ホッカイドウ　ジドウ)
 
………………………………………45

社団法人北海道自動車協会の解散に伴う残余

(シャダン　ホウジン　ホッカイドウ　ジドウ)
 
………………………………………45

車輛基地略図

(シャリョウ　キチ　リャクズ)
 
………………………………………45

車輌形式図

(シャリョウ　ケイシキズ)
 
………………………………………45

車両航送

(シャリョウ　コウソウ)
 
………………………………………46

車輛状況速報

(シャリョウ　ジョウキョウ　ソクホウ)
 
………………………………………46

車両統計
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分類順目録　　　　　〔　　　　　　　　　　　〕書名索引 

(シャリョウ　トウケイ)
 
………………………………………46

車両の８０年

(シャリョウ　ノ　ハチジュウネン)
 
………………………………………46

衆・運輸委・公聴会公述要旨

(シュウ　ウンユイ　コウチョウカイ　コウジ)
 
………………………………………46

十年の歩み

(ジュウネン　ノ　アユミ)
 
………………………………………53

宿駅

(シュクエキ)
 
………………………………………46

出貨誘致を中心に

(シュッカ　ユウチ　オ　チュウシン　ニ)
 
………………………………………70

趣味の宿場めぐり

(シュミ　ノ　シュクバ　メグリ)
 
………………………………………16

主要職員名簿

(シュヨウ　ショクイン　メイボ)
 
………………………………………46

主要プロジェクトの概要

(シュヨウ　プロジェクト　ノ　ガイヨウ)
 
………………………………………46

小運送業者要覧

(ショウウンソウ　ギョウシャ　ヨウラン)
 
………………………………………46

小運送十年史

(ショウウンソウ　ジュウネンシ)
 
………………………………………46,47

小運送の発達

(ショウウンソウ　ノ　ハッタツ)
 
………………………………………47

小運送問題概観

(ショウウンソウ　モンダイ　ガイカン)
 
………………………………………47

小運搬具研究資料

(ショウウンパング　ケンキュウ　シリョウ)
 
………………………………………47

小運搬研究資料

(ショウウンパン　ケンキュウ　シリョウ)
 
………………………………………47

省営自動車十年史

(ショウエイ　ジドウシャ　ジュウネンシ)
 
………………………………………47

省エネルギー時代の物流を

(ショウ　エネルギー　ジダイ　ノ　ブツリュ)
 
………………………………………31

蒸気機関車とともに

(ジョウキ　キカンシャ　ト　トモ　ニ)
 
………………………………………53

蒸気車誕生

(ジョウキシャ　タンジョウ)
 
………………………………………53

常任委員会議事録

(ジョウニン　イインカイ　ギジロク)
 

………………………………………33

昭和５１年の景況とトラック運送事業

(ショウワ　ゴジュウイチネン　ノ　ケイキョ)
 
………………………………………47

昭和５２年度国鉄予算案と運賃法改正法案に

(ショウワ　ゴジュウニネンド　コクテツ　ヨ)
 
………………………………………2

昭和５０年度決算について

(ショウワ　ゴジュウネンド　ケッサン　ニ　)
 
………………………………………47

昭和５０年の景況とトラック運送事業

(ショウワ　ゴジュウネン　ノ　ケイキョウ　)
 
………………………………………47

諸外国における運輸調整方策

(ショガイコク　ニ　オケル　ウンユ　チョウ)
 
………………………………………48

所管工事の概要

(ショカン　コウジ　ノ　ガイヨウ)
 
………………………………………47,48

職員名簿

(ショクイン　メイボ)
 
………………………………………48

職員録

(ショクインロク)
 
………………………………………48

運輸省職員録

(ショクインロク)
 
………………………………………10

初稿

(ショコウ)
 
………………………………………98

初日乗車券アルバム

(ショニチ　ジョウシャケン　アルバム)
 
………………………………………48

白糠線白糠～上茶路開通記念

(シラヌカセン　シラヌカ　カミチャロ　カイ)
 
………………………………………48

資料・日本の私鉄

(シリョウ　ニホン　ノ　シテツ)
 
………………………………………48

Ｃ６２さよなら列車運転と車両展示会

(シーロクジュウニ　サヨナラ　レッシャ　ウ)
 
………………………………………49

新幹線

(シンカンセン)
 
………………………………………49

新幹線１１年のあゆみと現状

(シンカンセン　ジュウイチネン　ノ　アユミ)
 
………………………………………49

新幹線の技術的研究

(シンカンセン　ノ　ギジュツテキ　ケンキュ)
 
………………………………………1

新幹線８年の歩み

(シンカンセン　ハチネン　ノ　アユミ)
 
………………………………………49

新幹線ルートの決定と今後の諸問題

(シンカンセン　ルート　ノ　ケッテイ　ト　)
 
………………………………………49
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分類順目録　　　　　〔　　　　　　　　　　　〕書名索引 

新札幌駅開業記念〔封筒〕

(シンサッポロエキ　カイギョウ　キネン)
 
………………………………………49

新式　大日本里程地図

(シンシキ　ダイニホン　リテイ　チズ)
 
………………………………………49

新鉄道唱歌

(シン　テツドウ　ショウカ)
 
………………………………………48

新道路交通法早わかり

(シンドウロ　コウツウホウ　ハヤワカリ)
 
………………………………………49

新日本鉄道史

(シン　ニホン　テツドウシ)
 
………………………………………48,49

人物国鉄百年

(ジンブツ　コクテツ　ヒャクネン)
 
………………………………………54


【　ス　】

随筆

(ズイヒツ)
 
………………………………………12,26,76

随筆集

(ズイヒツシュウ)
 
………………………………………21

数字でみた国鉄

(スウジ　デ　ミタ　コクテツ)
 
………………………………………54,55,56

数字で見た国鉄

(スウジ　デ　ミタ　コクテツ)
 
………………………………………54

数字でみる観光

(スウジ　デ　ミル　カンコウ)
 
………………………………………56

数字でみる自動車

(スウジ　デ　ミル　ジドウシャ)
 
………………………………………56

数字でみる北海道の輸送

(スウジ　デ　ミル　ホッカイドウ　ノ　ユソ)
 
………………………………………56

進む北海道の電化

(ススム　ホッカイドウ　ノ　デンカ)
 
………………………………………57

図説都市交通

(ズセツ　トシ　コウツウ)
 
………………………………………57

図説日本蒸汽工業発達史

(ズセツ　ニホン　ジョウキ　コウギョウ　ハ)
 
………………………………………57

スタートする第三次長期計画

(スタート　スル　ダイサンジ　チョウキ　ケ)
 
………………………………………57

Ｓｔｒｅａｍ　ｌｏｃｏｍｏｔｉｖｅのすべ

(ストリーム　ロコモーティブ　ノ　スベテ)
 
………………………………………101

スピード百年


(スピード　ヒャクネン)
 
………………………………………57

図表が描く国鉄財政の現状

(ズヒョウ　ガ　エガク　コクテツ　ザイセイ)
 
………………………………………57

図表で見た国鉄運賃の問題点

(ズヒョウ　デ　ミタ　コクテツ　ウンチン　)
 
………………………………………57

図表の語る鉄道史

(ズヒョウ　ノ　カタル　テツドウシ)
 
………………………………………57


【　セ　】

青函起点

(セイカン　キテン)
 
………………………………………18

青函局の現況

(セイカンキョク　ノ　ゲンキョウ)
 
………………………………………58

青函航路にお目見えする新鋭連絡線『十和田

(セイカン　コウロ　ニ　オメミエスル　シン)
 
………………………………………57

青函船舶鉄道管理局管内概況

(セイカン　センパク　テツドウ　カンリキョ)
 
………………………………………57

〔青函トンネル〕

(セイカン　トンネル)
 
………………………………………57

青函トンネル

(セイカン　トンネル)
 
………………………………………57

青函トンネルに関する資料

(セイカン　トンネル　ニ　カンスル　シリョ)
 
………………………………………58

青函トンネルミニガイド

(セイカン　トンネル　ミニガイド)
 
………………………………………58

青函連絡船五十年史

(セイカン　レンラクセン　ゴジュウネンシ)
 
………………………………………58

青函連絡船史

(セイカン　レンラクセンシ)
 
………………………………………58

青函連絡船七〇年のあゆみ

(セイカン　レンラクセン　ナナジュウネン　)
 
………………………………………27

青函連絡線６０年のあゆみ

(セイカン　レンラクセン　ロクジュウネン　)
 
………………………………………58

関所

(セキショ)
 
………………………………………58

石勝線

(セキショウセン)
 
………………………………………58

石勝線工事関係資料

(セキショウセン　コウジ　カンケイ　シリョ)
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分類順目録　　　　　〔　　　　　　　　　　　〕書名索引 

………………………………………58

雪害スクラップ

(セツガイ　スクラップ)
 
………………………………………58

雪害対策篇

(セツガイ　タイサクヘン)
 
………………………………………127

設立ノ趣意及規則

(セツリツ　ノ　シュイ　オヨビ　キソク)
 
………………………………………58

全国タクシーハイヤー名鑑

(ゼンコク　タクシー　ハイヤー　メイカン)
 
………………………………………59

全国通運業連盟概要

(ゼンコク　ツウウンギョウ　レンメイ　ガイ)
 
………………………………………59

全国トラック業者要覧

(ゼンコク　トラック　ギョウシャ　ヨウラン)
 
………………………………………59

全国トラック事業者要覧

(ゼンコク　トラック　ジギョウシャ　ヨウラ)
 
………………………………………59

全国乗合・貸切・旅客自動車事業要覧

(ゼンコク　ノリアイ　カシキリ　ショカク　)
 
………………………………………59

全国バス事業要覧

(ゼンコク　バス　ジギョウ　ヨウラン)
 
………………………………………60

戦時鉄道運賃論

(センジ　テツドウ　ウンチンロン)
 
………………………………………59

仙台鉄道管理局４０年史

(センダイ　テツドウ　カンリキョク　ヨンジ)
 
………………………………………59

全道自動車関係業者概況

(ゼンドウ　ジドウシャ　カンケイ　ギョウシ)
 
………………………………………60

先輩の体験談

(センパイ　ノ　タイケンダン)
 
………………………………………33

釧網線建設概要

(センモウセン　ケンセツ　ガイヨウ)
 
………………………………………59

専門部要覧

(センモンブ　ヨウラン)
 
………………………………………59

専用線

(センヨウセン)
 
………………………………………59

専用線案内

(センヨウセン　アンナイ)
 
………………………………………59

専用線七つの話

(センヨウセン　ナナツ　ノ　ハナシ)
 
………………………………………59

線路の増設を

(センロ　ノ　ゾウセツ　オ)
 
………………………………………59


【　ソ　】

創業期編

(ソウギョウキヘン)
 
………………………………………25

創業百年記念

(ソウギョウ　ヒャクネン　キネン)
 
………………………………………72

倉庫業関係法規輯覧

(ソウコギョウ　カンケイ　ホウキ　シュウラ)
 
………………………………………60

総説

(ソウセツ)
 
………………………………………96

宗谷線全通記念写真帖

(ソウヤセン　ゼンツウ　キネン　シャシンチ)
 
………………………………………60

宗谷バス１０年のあゆみ

(ソウヤ　バス　ジュウネン　ノ　アユミ)
 
………………………………………60

宗谷本線旭川・新旭川間線路増設工事概要

(ソウヤ　ホンセン　アサヒカワ　シンアサヒ)
 
………………………………………60

創立五十年史

(ソウリツ　ゴジュウネンシ)
 
………………………………………60

創立１０周年記念

(ソウリツ　ジッシュウネン　キネン)
 
………………………………………53,60

創立２０周年記念

(ソウリツ　ニジッシュウネン　キネン)
 
………………………………………106

続・逓信事業史

(ゾク　テイシン　ジギョウシ)
 
………………………………………60,61

卒業記念写真帖

(ソツギョウ　キネン　シャシンチョウ)
 
………………………………………60

曽根茂遺稿集

(ソネ　シゲル　イコウシュウ)
 
………………………………………22

その生いたちについて

(ソノ　オイタチ　ニ　ツイテ)
 
………………………………………106

その開発効果を中心として

(ソノ　カイハツ　コウカ　オ　チュウシン　)
 
………………………………………63

そのルーツを探る

(ソノ　ルーツ　オ　サグル)
 
………………………………………124

その歴史と実態

(ソノレキシ　ト　ジッタイ)
 
………………………………………58

空からの玄関口千歳空港駅オープン

(ソラ　カラ　ノ　ゲンカングチ　チトセ　ク)
 
………………………………………64
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【　タ　】

第１次構想計画試案

(ダイイチジ　コウソウ　ケイカク　シアン)
 
………………………………………115

第一次稿本

(ダイイチジ　コウホン)
 
………………………………………60

第一次大戦末期より日華事変勃発に至るまで

(ダイイチジ　タイセン　マッキ　ヨリ　ニッ)
 
………………………………………103

体系交通経済用語新辞典

(タイケイ　コウツウ　ケイザイ　ヨウゴ　シ)
 
………………………………………61

体系日本史叢書

(タイケイ　ニホンシ　ソウショ)
 
………………………………………61

第三次長期計画の資金はどのように調達され

(ダイサンジ　チョウキ　ケイカク　ノ　シキ)
 
………………………………………62

第三次長期計画の実現を

(ダイサンジ　チョウキ　ケイカク　ノ　ジツ)
 
………………………………………62

第七十回帝国議会小運送関係法案議事録

(ダイナナジッカイ　テイコク　ギカイ　ショ)
 
………………………………………62

第二次大戦と運輸経済

(ダイニジ　タイセン　ト　ウンユ　ケイザイ)
 
………………………………………102

大日本鉄道史

(ダイニホン　テツドウシ)
 
………………………………………63

ダイヤ式列車時間表

(ダイヤシキ　レッシャ　ジカンヒョウ)
 
………………………………………63

タクシーの取締と統制

(タクシー　ノ　トリシマリ　ト　トウセイ)
 
………………………………………61

拓殖鉄道と８６２０型機関車

(タクショク　テツドウ　ト　ハチロクニマル)
 
………………………………………128

たたかふ鉄道

(タタカウ　テツドウ)
 
………………………………………61

旅を楽しく

(タビ　オ　タノシク)
 
………………………………………62

旅と健康

(タビ　ト　ケンコウ)
 
………………………………………62

旅と交通の民俗

(タビ　ト　コウツウ　ノ　ミンゾク)
 
………………………………………62

旅日記

(タビ　ニッキ)
 
………………………………………62

旅の覚え帖

(タビ　ノ　オボエチョウ)
 

………………………………………62

旅のお召し上がりもの案内

(タビ　ノ　オメシアガリモノ　アンナイ)
 
………………………………………62

旅のお召し上りもの案内

(タビ　ノ　オメシアガリモノ　アンナイ)
 
………………………………………62

旅の手帖

(タビ　ノ　テチョウ)
 
………………………………………62

旅の手帳

(タビ　ノ　テチョウ)
 
………………………………………62

旅の道しるべ

(タビ　ノ　ミチシルベ)
 
………………………………………62

誰でも知っておかねばならぬ鉄道統計図表

(ダレデモ　シッテ　オカネバ　ナラヌ　テツ)
 
………………………………………63

ダンプ輸送と運転者の労働条件

(ダンプ　ユソウ　ト　ウンテンシャ　ノ　ロ)
 
………………………………………63

談話

(ダンワ)
 
………………………………………26


【　チ　】

地域開発と不採算路線問題に関連して

(チイキ　カイハツ　ト　フサイサン　ロセン)
 
………………………………………37

地域間急行貨物列車時刻表

(チイキカン　キュウコウ　カモツ　レッシャ)
 
………………………………………63

地域発展と輸送改善

(チイキ　ハッテン　ト　ユソウ　カイゼン)
 
………………………………………63

地下鉄開業と電車バス路線の再編成について

(チカテツ　カイギョウ　ト　デンシャ　バス)
 
………………………………………63

地下鉄東西線開通に合わせ“発車”

(チカテツ　トウザイセン　カイツウ　ニ　ア)
 
………………………………………1

地下鉄に乗って

(チカテツ　ニ　ノッテ)
 
………………………………………86

地区新規通運事業者名簿

(チク　シンキ　ツウウン　ジギョウシャ　メ)
 
………………………………………63

千歳線の一部営業体制近代化について

(チトセセン　ノ　イチブ　エイギョウ　タイ)
 
………………………………………63

千歳線・室蘭本線ＣＴＣ

(チトセセン　ムロラン　ホンセン　シーティ)
 
………………………………………63

千歳線室蘭本線電化

(チトセセン　ムロラン　ホンセン　デンカ)
 
………………………………………64
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分類順目録　　　　　〔　　　　　　　　　　　〕書名索引 

千歳線・室蘭本線電化に関する資料

(チトセセン　ムロラン　ホンセン　デンカ　)
 
………………………………………63

稚泊連絡船史

(チハク　レンラクセンシ)
 
………………………………………64

地方鉄道一覧

(チホウ　テツドウ　イチラン)
 
………………………………………64

地方鉄道軌道一覧

(チホウ　テツドウ　キドウ　イチラン)
 
………………………………………64

地方鉄道・軌道・専用鉄道

(チホウ　テツドウ　キドウ　センヨウ　テツ)
 
………………………………………44

地方鉄道成績要覧

(チホウ　テツドウ　セイセキ　ヨウラン)
 
………………………………………64

中央鉄道学園

(チュウオウ　テツドウ　ガクエン)
 
………………………………………64

長輪線建設概要

(チョウリンセン　ケンセツ　ガイヨウ)
 
………………………………………64


【　ツ　】

通運運賃料金の変せん

(ツウウン　ウンチン　リョウキン　ノ　ヘン)
 
………………………………………64

通運会館

(ツウウン　カイカン)
 
………………………………………65

通運業における労働者の労働時間と賃金

(ツウウンギョウ　ニ　オケル　ロウドウシャ)
 
………………………………………66

通運計算契約店名簿

(ツウウン　ケイサン　ケイヤクテン　メイボ)
 
………………………………………63

通運史

(ツウウンシ)
 
………………………………………66

通運事業運賃料金の改訂について

(ツウウン　ジギョウ　ウンチン　リョウキン)
 
………………………………………66

通運事業運賃料金改訂資料

(ツウウン　ジギョウ　ウンチン　リョウキン)
 
………………………………………65

通運事業者要覧

(ツウウン　ジギョウシャ　ヨウラン)
 
………………………………………66

通運事業の作業実態

(ツウウン　ジギョウ　ノ　サギョウ　ジッタ)
 
………………………………………65

通運事業輸送条件調査による

(ツウウン　ジギョウ　ユソウ　ジョウケン　)
 
………………………………………65

通運事業要覧


(ツウウン　ジギョウ　ヨウラン)
 
………………………………………65,66

通運史稿

(ツウウン　シコウ)
 
………………………………………65

通運辞典

(ツウウン　ジテン)
 
………………………………………66

通運セールス

(ツウウン　セールス)
 
………………………………………66

通運年鑑

(ツウウン　ネンカン)
 
………………………………………66

通運の誕生から成長まで

(ツウウン　ノ　タンジョウ　カラ　セイチュ)
 
………………………………………65

通常国会説明資料

(ツウジョウ　コッカイ　セツメイ　シリョウ)
 
………………………………………66

通常総会次第

(ツウジョウ　ソウカイ　シダイ)
 
………………………………………66

津軽海峡連絡船交通調査団報告書

(ツガル　カイキョウ　レンラクセン　コウツ)
 
………………………………………67


【　テ　】

定款

(テイカン)
 
………………………………………67

帝国運輸建造趣旨

(テイコク　ウンユ　ケンゾウ　シュシ)
 
………………………………………67

帝国鉄道大観

(テイコク　テツドウ　タイカン)
 
………………………………………67

帝国鉄道年鑑

(テイコク　テツドウ　ネンカン)
 
………………………………………67

帝国鉄道発達史

(テイコク　テツドウ　ハッタツシ)
 
………………………………………67

停車場一覧

(テイシャジョウ　イチラン)
 
………………………………………67

停車場一覧索引

(テイシャジョウ　イチラン　サクイン)
 
………………………………………67

停車場営業範囲一覧

(テイシャジョウ　エイギョウ　ハンイ　イチ)
 
………………………………………67

Ｄ５１保線野郎

(デコイチ　ホセン　ヤロウ)
 
………………………………………86

天塩線殉難者の碑

(テシオセン　ジュンナンシャノ　イシブミ)
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………………………………………67

手帳

(テチョウ)
 
………………………………………68

鉄道

(テツドウ)
 
………………………………………68

鉄道委託業務講習資料

(テツドウ　イタク　ギョウム　コウシュウ　)
 
………………………………………68

鉄道一瞥

(テツドウ　イチベツ)
 
………………………………………68

鉄道運送取扱事務要覧

(テツドウ　ウンソウ　トリアツカイ　ジム　)
 
………………………………………68

鉄道運賃改訂資料

(テツドウ　ウンチン　カイテイ　シリョウ)
 
………………………………………68,69

鉄道運賃制度調査会答申

(テツドウ　ウンチン　セイド　チョウサカイ)
 
………………………………………68

鉄道運賃制度調査会答申案

(テツドウ　ウンチン　セイド　チョウサカイ)
 
………………………………………68

鉄道運賃論

(テツドウ　ウンチンロン)
 
………………………………………69

鉄道運輸読本

(テツドウ　ウンユ　ドクホン)
 
………………………………………69

鉄道営業

(テツドウ　エイギョウ)
 
………………………………………69

鉄道営業法鉄道運輸規程註釈

(テツドウ　エイギョウホウ　テツドウ　ウン)
 
………………………………………69

鉄道営業法ノ制定

(テツドウ　エイギョウホウ　ノ　セイテイ)
 
………………………………………69

鉄道英語会話

(テツドウ　エイゴ　カイワ)
 
………………………………………69

鉄道沿革史

(テツドウ　エンカクシ)
 
………………………………………69

鉄道開通８８周年効績章受賞記念

(テツドウ　カイツウ　ハチジュウハッシュウ)
 
………………………………………85

鉄道開通前に於ける札幌小樽間交通史稿

(テツドウ　カイツウマエ　ニ　オケル　サッ)
 
………………………………………69

鉄道貨物運送論

(テツドウ　カモツ　ウンソウロン)
 
………………………………………70

鉄道貨物運賃

(テツドウ　カモツ　ウンチン)
 
………………………………………69


鉄道貨物運賃改正記録

(テツドウ　カモツ　ウンチン　カイセイ　キ)
 
………………………………………70

鉄道貨物運賃史

(テツドウ　カモツ　ウンチンシ)
 
………………………………………70

鉄道貨物運賃等級並粁程便覧

(テツドウ　カモツ　ウンチン　トウキュウ　)
 
………………………………………69

鉄道貨物運賃等級制度の構成

(テツドウ　カモツ　ウンチン　トウキュウ　)
 
………………………………………70

鉄道貨物運賃等級大全

(テツドウ　カモツ　ウンチン　トウキュウ　)
 
………………………………………69,70

鉄道貨物営業

(テツドウ　カモツ　エイギョウ)
 
………………………………………70

鉄道貨物貨車法規全集並解釈

(テツドウ　カモツ　カシャ　ホウキ　ゼンシ)
 
………………………………………70

鉄道貨物事務

(テツドウ　カモツ　ジム)
 
………………………………………70

鉄道貨物賃率制度論

(テツドウ　カモツ　チンリツ　セイドロン)
 
………………………………………70

鉄道貨物輸送実績

(テツドウ　カモツ　ユソウ　ジッセキ)
 
………………………………………70

鉄道貨物輸送大全

(テツドウ　カモツ　ユソウ　タイゼン)
 
………………………………………71

鉄道貨物輸送年報

(テツドウ　カモツ　ユソウ　ネンポウ)
 
………………………………………70,71,72

鉄道関係蔵書目録

(テツドウ　カンケイ　ゾウショ　モクロク)
 
………………………………………72

鉄道関係年表

(テツドウ　カンケイ　ネンピョウ)
 
………………………………………72

鉄道記事スクラップ

(テツドウ　キジ　スクラップ)
 
………………………………………72

鉄道技術研究所のご案内

(テツドウ　ギジュツ　ケンキュウジョ　ノ　)
 
………………………………………74

鉄道技術発達史

(テツドウ　ギジュツ　ハッタツシ)
 
………………………………………73,74

鉄道記念物一覧表

(テツドウ　キネンブツ　イチランヒョウ)
 
………………………………………73

鉄道記念物ものがたり

(テツドウ　キネンブツ　モノガタリ)
 
………………………………………73

鉄道記念物物語
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(テツドウ　キネンブツ　モノガタリ)
 
………………………………………73

鉄道記念物ものがたり　

(テツドウ　キネンブツ　モノガタリ　)
 
………………………………………72

鉄道業生産性視察団報告書

(テツドウギョウ　セイサンセイ　シサツダン)
 
………………………………………68

鉄道クイズ

(テツドウ　クイズ)
 
………………………………………74

鉄道経済の話

(テツドウ　ケイザイ　ノ　ハナシ)
 
………………………………………74

鉄道現業読本

(テツドウ　ゲンギョウ　ドクホン)
 
………………………………………74

鉄道建築ニュース

(テツドウ　ケンチク　ニュース)
 
………………………………………74

鉄道講義要領

(テツドウ　コウギ　ヨウリョウ)
 
………………………………………74

鉄道交通全書

(テツドウ　コウツウ　ゼンショ)
 
………………………………………74

鉄道公報

(テツドウ　コウホウ)
 
………………………………………74

鉄道小口貨物について

(テツドウ　コグチ　カモツ　ニ　ツイテ)
 
………………………………………74,75

北海道鉄道史

(テツドウシ)
 
………………………………………114

鉄道辞典

(テツドウ　ジテン)
 
………………………………………75

鉄道時報記事索引

(テツドウ　ジホウ　キジ　サクイン)
 
………………………………………75

鉄道終戦処理史

(テツドウ　シュウセン　ショリシ)
 
………………………………………75

鉄道小運送作業実態表

(テツドウ　ショウウンソウ　サギョウ　ジッ)
 
………………………………………75

鉄道唱歌物語

(テツドウ　ショウカ　モノガタリ)
 
………………………………………75

鉄道省指定運送取扱人制度の沿革

(テツドウショウ　シテイ　ウンソウ　トリア)
 
………………………………………85

鉄道省指定店名簿

(テツドウショウ　シテイテン　メイボ)
 
………………………………………85

鉄道省に於ける小運送問題の経過並将来に対

(テツドウショウ　ニ　オケル　ショウウンソ)
 

………………………………………85

鉄道資料館ご案内

(テツドウ　シリョウカン　ゴアンナイ)
 
………………………………………75

鉄道人を語る

(テツドウジン　オ　カタル)
 
………………………………………85

鉄道新線建設工事誌

(テツドウ　シンセン　ケンセツ　コウジシ)
 
………………………………………75

鉄道先人録

(テツドウ　センジンロク)
 
………………………………………75

鉄道線路を吹雪から守り旅人をなぐさめる緑

(テツドウ　センロ　オ　フブキ　カラ　マモ)
 
………………………………………124

鉄道創設１００年のこぼれ話から

(テツドウ　ソウセツ　ヒャクネン　ノ　コボ)
 
………………………………………125

鉄道創設１００年のこぼれ話から…

(テツドウ　ソウセツ　ヒャクネン　ノ　コボ)
 
………………………………………125

鉄道総論

(テツドウ　ソウロン)
 
………………………………………75

鉄道賃率制度論

(テツドウ　チンリツ　セイドロン)
 
………………………………………76

鉄道停車場一覧

(テツドウ　テイシャジョウ　イチラン)
 
………………………………………76

鉄道照る日曇る日

(テツドウ　テル　ヒ　クモル　ヒ)
 
………………………………………76

鉄道統計研究

(テツドウ　トウケイ　ケンキュウ)
 
………………………………………78

鉄道統計年報

(テツドウ　トウケイ　ネンポウ)
 
………………………………………76,77,78,79

鉄道統計利用の手引

(テツドウ　トウケイ　リヨウ　ノ　テビキ)
 
………………………………………79

鉄道統計累年表

(テツドウ　トウケイ　ルイネンピョウ)
 
………………………………………79

鉄道と自然との闘ひ

(テツドウ　ト　シゼン　トノ　タタカイ)
 
………………………………………76

鉄道と自動車

(テツドウ　ト　ジドウシャ)
 
………………………………………76

鉄道と通運

(テツドウ　ト　ツウウン)
 
………………………………………76

鉄道友の会北海道支部２５周年記念

(テツドウ　トモノカイ　ホッカイドウ　シブ)
 
………………………………………133
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鉄道年表

(テツドウ　ネンピョウ)
 
………………………………………79

鉄道の実際知識

(テツドウ　ノ　ジッサイ　チシキ)
 
………………………………………79

鉄道の先覚谷暘卿之生涯

(テツドウ　ノ　センカク　タニ　ヨウケイ　)
 
………………………………………79

鉄道の父

(テツドウ　ノ　チチ)
 
………………………………………2

鉄道の日本

(テツドウ　ノ　ニホン)
 
………………………………………80

鉄道の発生発達及び将来

(テツドウ　ノ　ハッセイ　ハッタツ　オヨビ)
 
………………………………………80

鉄道の輸送構造

(テツドウ　ノ　ユソウ　コウゾウ)
 
………………………………………80

鉄道の輸送力は限界に来た

(テツドウ　ノ　ユソウリョク　ワ　ゲンカイ)
 
………………………………………81

鉄道８０年記展

(テツドウ　ハチジュウネン　キネンテン)
 
………………………………………80

鉄道八十年の錆おとし

(テツドウ　ハチジュウネン　ノ　サビオトシ)
 
………………………………………30

鉄道八十年の錆おとし　続

(テツドウ　ハチジュウネン　ノ　サビオトシ)
 
………………………………………85

鉄道８８年の歩み

(テツドウ　ハチジュウハチネン　ノ　アユミ)
 
………………………………………80

鉄道百年

(テツドウ　ヒャクネン)
 
………………………………………80

鉄道１００年

(テツドウ　ヒャクネン)
 
………………………………………80

鉄道１００年記念

(テツドウ　ヒャクネン　キネン)
 
………………………………………49

鉄道１００景

(テツドウ　ヒャッケイ)
 
………………………………………80

鉄道不滅論

(テツドウ　フメツロン)
 
………………………………………80

鉄道篇

(テツドウヘン)
 
………………………………………90

鉄道防災物語

(テツドウ　ボウサイ　モノガタリ)
 
………………………………………85

鉄道防雪林の研究


(テツドウ　ボウセツリン　ノ　ケンキュウ)
 
………………………………………80

鉄道豆百科

(テツドウ　マメヒャッカ)
 
………………………………………80

鉄道物語

(テツドウ　モノガタリ)
 
………………………………………81

鉄道輸送の現状

(テツドウ　ユソウ　ノ　ゲンジョウ)
 
………………………………………81

鉄道要覧

(テツドウ　ヨウラン)
 
………………………………………81,82,83,84

鉄道略年表

(テツドウ　リャクネンピョウ)
 
………………………………………84

鉄道旅行案内

(テツドウ　リョコウ　アンナイ)
 
………………………………………84

鉄道令規

(テツドウ　レイキ)
 
………………………………………85

鉄道黎明の人々

(テツドウ　レイメイ　ノ　ヒトビト)
 
………………………………………85

鉄道歴史資料展展示品目録

(テツドウ　レキシ　シリョウテン　テンジヒ)
 
………………………………………85

鉄道は新技術を吸収する

(テツドウ　ワ　シン　ギジュツ　オ　キュウ)
 
………………………………………85

鉄道は常に現在のものである

(テツドウ　ワ　ツネニ　ゲンザイ　ノ　モノ)
 
………………………………………85

鉄路絢爛

(テツロ　ジュンラン)
 
………………………………………85

鉄路の闘い１００年

(テツロ　ノ　タタカイ　ヒャクネン)
 
………………………………………85

鉄路の林と共に３０年

(テツロ　ノ　ハヤシ　ト　トモ　ニ　サンジ)
 
………………………………………85

手宮工場製造機関車

(テミヤ　コウジョウ　セイゾウ　キカンシャ)
 
………………………………………85

電化計画（案）

(デンカ　ケイカク　アン)
 
………………………………………86

電化工事記録

(デンカ　コウジ　キロク)
 
………………………………………86

電車ガイドブック

(デンシャ　ガイドブック)
 
………………………………………86

電車の歴史

(デンシャ　ノ　レキシ)
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………………………………………86

【　ト　】

東海道新幹線

(トウカイドウ　シンカンセン)
 
………………………………………86

東海道線と総武線に建設中

(トウカイドウセン　ト　ソウブセン　ニ　ケ)
 
………………………………………126

東海道線の今昔

(トウカイドウセン　ノ　イマムカシ)
 
………………………………………87

北海道の道路除雪

(トウキ　ドウロ　コウツウ　カクホ　ジッシ)
 
………………………………………119

東京あの街この町

(トウキョウ　アノ　マチ　コノ　マチ)
 
………………………………………86

東京以北・北海道間連絡変遷表

(トウキョウ　イホク　ホッカイドウカン　レ)
 
………………………………………86

東京駅の歴史

(トウキョウエキ　ノ　レキシ)
 
………………………………………86

東京－神戸

(トウキョウ　コウベ)
 
………………………………………27

東京自動車要覧

(トウキョウ　ジドウシャ　ヨウラン)
 
………………………………………86

統計

(トウケイ)
 
………………………………………86

統計ダイジェスト

(トウケイ　ダイジェスト)
 
………………………………………83

東西線

(トウザイセン)
 
………………………………………40

道東及び道南の産業と鉄道貨物輸送

(ドウトウ　オヨビ　ドウナン　ノ　サンギョ)
 
………………………………………87

道南バス四十年史

(ドウナン　バス　シジュウネンシ)
 
………………………………………87

洞爺丸台風海難誌

(トウヤマル　タイフウ　カイナンシ)
 
………………………………………86

道路愛護

(ドウロ　アイゴ)
 
………………………………………87

道路運送今昔雑記

(ドウロ　ウンソウ　コンジャク　ザッキ)
 
………………………………………87

道路運送法案道路運送法施行法案質疑応答資

(ドウロ　ウンソウ　ホウアン　ドウロ　ウン)
 
………………………………………88


道路ストックの機能別推計に関する調査

(ドウロ　ストック　ノ　キノウベツ　スイケ)
 
………………………………………88

都市交通とモノレール

(トシ　コウツウ　ト　モノレール)
 
………………………………………87

都市交通の発展とその構造

(トシ　コウツウ　ノ　ハッテン　ト　ソノコ)
 
………………………………………97

図書目録

(トショ　モクロク)
 
………………………………………87

特急物語

(トッキュウ　モノガタリ)
 
………………………………………87

土木のしおり

(ドボク　ノ　シオリ)
 
………………………………………88

徒歩旅行者の歴史学

(トホ　リョコウシャ　ノ　レキシガク)
 
………………………………………87

苫小牧地方鉄道史

(トマコマイ　チホウ　テツドウシ)
 
………………………………………87

北海道トラック躍進の概況

(トラック　ジホウ)
 
………………………………………116

トラック輸送量　

(トラック　ユソウリョウ　)
 
………………………………………87

ドラフトのひびきを追って

(ドラフト　ノ　ヒビキ　オ　オッテ)
 
………………………………………99

トンネル１００年

(トンネル　ヒャクネン)
 
………………………………………87


【　ナ　】

蒸気機関車とともに

(ナエボ)
 
………………………………………53

苗穂工場五十年のあゆみ

(ナエボ　コウジョウ　ゴジュウネン　ノ　ア)
 
………………………………………88

中山道追分宿を中心として

(ナカセンドウ　オイワケジュク　オ　チュウ)
 
………………………………………24

なぜ志免炭鉱を払下げるか

(ナゼ　シメン　タンコウ　オ　ハライサゲル)
 
………………………………………88

なつかしの鉄道唱歌

(ナツカシ　ノ　テツドウ　ショウカ)
 
………………………………………88

「悩む鉄道」から「近代化する鉄道」へ

(ナヤム　テツドウ　カラ　キンダイカ　スル)
 
………………………………………85

名寄線建設概要
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(ナヨロセン　ケンセツ　ガイヨウ)
 
………………………………………88

並質疑応答

(ナラビニ　シツギ　コウトウ)
 
………………………………………37

南北線　北２４条－真駒内

(ナンボクセン　キタニジュウヨジョウ　マコ)
 
………………………………………42


【　ニ　】

荷役機械早わかり

(ニエキ　キカイ　ハヤワカリ)
 
………………………………………88

弐拾週年史

(ニジッシュウネンシ)
 
………………………………………88

２１世紀の鉄道のために

(ニジュウイチセイキ　ノ　テツドウ　ノ　タ)
 
………………………………………88

２１世紀の鉄道

(ニジュウイッセイキ　ノ　テツドウ)
 
………………………………………89

二十五年の歩み

(ニジュウゴネン　ノ　アユミ)
 
………………………………………89

２５年の歩み

(ニジュウゴネン　ノ　アユミ)
 
………………………………………89

２０年のあゆみ

(ニジュウネン　ノ　アユミ)
 
………………………………………89

日英独鉄道の社会化とシカゴ都市交通の近代

(ニチエイドク　テツドウ　ノ　シャカイカ　)
 
………………………………………29

日勝鉄道開通記念伸びゆく日高町

(ニッショウ　テツドウ　カイツウ　キネン　)
 
………………………………………89

日通だより

(ニッツウ　ダヨリ)
 
………………………………………89

日本運送史

(ニホン　ウンソウシ)
 
………………………………………89

日本運送取扱業の法的考察

(ニホン　ウンソウ　トリアツカイギョウ　ノ)
 
………………………………………89

日本駅鈴論

(ニホン　エキレイロン)
 
………………………………………89

日本海運競争史序説

(ニホン　カイウン　キョウソウシ　ジョセツ)
 
………………………………………89

日本海運史概説

(ニホン　カイウンシ　ガイセツ)
 
………………………………………89

日本海運の変貌

(ニホン　カイウン　ノ　ヘンボウ)
 

………………………………………89

日本海海運史の一断面

(ニホンカイ　カイウンシ　ノ　イチ　ダンメ)
 
………………………………………22

日本海海運史の研究

(ニホンカイ　カイウンシ　ノ　ケンキュウ)
 
………………………………………103

日本海周遊記

(ニホンカイ　シュウユウキ)
 
………………………………………103

日本近世交通史

(ニホン　キンセイ　コウツウシ)
 
………………………………………90

日本経済と国有鉄道

(ニホン　ケイザイ　ト　コクユウ　テツドウ)
 
………………………………………90

日本航空５２年度路線便数計画

(ニホン　コウクウ　ゴジュウニネンド　ロセ)
 
………………………………………90

日本交通業の近代化過程

(ニホン　コウツウギョウ　ノ　キンダイカ　)
 
………………………………………28

日本交通公社事業年表

(ニホン　コウツウ　コウシャ　ジギョウ　ネ)
 
………………………………………90

日本交通史概説

(ニホン　コウツウシ　ガイセツ)
 
………………………………………90

日本交通史概論

(ニホン　コウツウシ　ガイロン)
 
………………………………………90

日本交通史の研究

(ニホン　コウツウシ　ノ　ケンキュウ)
 
………………………………………91

日本交通史料集成

(ニホン　コウツウ　シリョウ　シュウセイ)
 
………………………………………90

日本交通史論

(ニホン　コウツウシロン)
 
………………………………………91

日本交通史論叢

(ニホン　コウツウシ　ロンソウ)
 
………………………………………90

日本交通史話

(ニホン　コウツウ　シワ)
 
………………………………………90

日本交通変遷図鑑

(ニホン　コウツウ　ヘンセン　ズカン)
 
………………………………………90

日本国有鉄道運賃改訂公聴会速記録

(ニホン　コクユウ　テツドウ　ウンチン　カ)
 
………………………………………95

日本国有鉄道運賃制度の概要

(ニホン　コクユウ　テツドウ　ウンチン　セ)
 
………………………………………97

日本国有鉄道運賃・料金改訂公聴会速記録

(ニホン　コクユウ　テツドウ　ウンチン　リ)
 
………………………………………95
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日本国有鉄道運賃料金改訂公聴会全記録

(ニホン　コクユウ　テツドウ　ウンチン　リ)
 
………………………………………97

日本国有鉄道運賃料金改訂公聴会速記録

(ニホン　コクユウ　テツドウ　ウンチン　リ)
 
………………………………………96

日本国有鉄道貨物経済図表

(ニホン　コクユウ　テツドウ　カモツ　ケイ)
 
………………………………………95,97

日本国有鉄道監査報告書

(ニホン　コクユウ　テツドウ　カンサ　ホウ)
 
………………………………………91,94,95,96

日本国有鉄道経営調査会答申

(ニホン　コクユウ　テツドウ　ケイエイ　チ)
 
………………………………………95

数字でみた国鉄

(ニホンコクユウテツドウコウホウブ)
 
………………………………………55

日本国有鉄道財政再建計画実施状況報告書

(ニホン　コクユウ　テツドウ　ザイセイ　サ)
 
………………………………………96

日本国有鉄道苗穂工場工場概況

(ニホン　コクユウ　テツドウ　ナエボ　コウ)
 
………………………………………97

日本国有鉄道の経営に関する実〔態〕調査

(ニホン　コクユウ　テツドウ　ノ　ケイエイ)
 
………………………………………96

日本国有鉄道百年写真史

(ニホン　コクユウ　テツドウ　ヒャクネン　)
 
………………………………………91

日本国有鉄道百年史

(ニホン　コクユウ　テツドウ　ヒャクネンシ)
 
………………………………………91,92,93

日本国有鉄道百年史第１編

(ニホン　コクユウ　テツドウ　ヒャクネンシ)
 
………………………………………96,97

〔日本国有鉄道北海道支社〕経営概況

(ニホン　コクユウ　テツドウ　ホッカイドウ)
 
………………………………………93

〔日本国有鉄道北海道総局〕経営概況

(ニホン　コクユウ　テツドウ　ホッカイドウ)
 
………………………………………93,94,97

日本国有鉄道北海道支社概況

(ニホン　コクユウ　テツドウ　ホッカイドウ)
 
………………………………………93

日本国有鉄道論

(ニホン　コクユウ　テツドウロン)
 
………………………………………91

日本自動車交通事業史

(ニホン　ジドウシャ　コウツウ　ジギョウシ)
 
………………………………………98

日本自動車車体工業史

(ニホン　ジドウシャ　シャタイ　コウギョウ)
 
………………………………………97

日本私有鉄道史研究

(ニホン　シユウ　テツドウシ　ケンキュウ)
 
………………………………………97

日本通運


(ニホン　ツウウン)
 
………………………………………98,131

日本通運株式会社史

(ニホン　ツウウン　カブシキ　ガイシャシ)
 
………………………………………98

日本通運株式会社２０年史年表

(ニホン　ツウウン　カブシキ　ガイシャ　ニ)
 
………………………………………98

日本通運創立２０周年記念特集号

(ニホン　ツウウン　ソウリツ　ニジッシュウ)
 
………………………………………98

日本通運の素顔

(ニホン　ツウウン　ノ　スガオ)
 
………………………………………98

日本鉄道請負業史

(ニホン　テツドウ　ウケオイギョウシ)
 
………………………………………98

日本鉄道建設公団札幌支社の概要

(ニホン　テツドウ　ケンセツ　コウダン　サ)
 
………………………………………99

日本鉄道建設公団十年史

(ニホン　テツドウ　ケンセツ　コウダン　ジ)
 
………………………………………98

日本鉄道史

(ニホン　テツドウシ)
 
………………………………………99

日本鉄道史関係資料目録

(ニホン　テツドウシ　カンケイ　シリョウ　)
 
………………………………………99

日本鉄道史料要覧

(ニホン　テツドウ　シリョウ　ヨウラン)
 
………………………………………99

日本鉄道創設史話

(ニホン　テツドウ　ソウセツ　シワ)
 
………………………………………99

日本鉄道略年表

(ニホン　テツドウ　リャクネンピョウ)
 
………………………………………99

日本鉄道連絡船史

(ニホン　テツドウ　レンラクセンシ)
 
………………………………………99

日本電気通信史話

(ニホン　デンキ　ツウシン　シワ)
 
………………………………………99

日本の街道

(ニホン　ノ　カイドウ)
 
………………………………………99

日本の汽車

(ニホン　ノ　キシャ)
 
………………………………………99

日本の汽車１００話

(ニホン　ノ　キシャ　ヒャクワ)
 
………………………………………100

日本の自動車

(ニホン　ノ　ジドウシャ)
 
………………………………………100

日本の自動車工業

(ニホン　ノ　ジドウシャ　コウギョウ)
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………………………………………100

日本の鉄道

(ニホン　ノ　テツドウ)
 
………………………………………21,57,87,100,101

　　　　　　　　　　　　　　　132

日本の鉄道車両

(ニホン　ノ　テツドウ　シャリョウ)
 
………………………………………101

日本の鉄道・世界の鉄道

(ニホン　ノ　テツドウ　セカイ　ノ　テツド)
 
………………………………………101

日本の鉄道１００年

(ニホン　ノ　テツドウ　ヒャクネン)
 
………………………………………101

日本の鉄道連絡船

(ニホン　ノ　テツドウ　レンラクセン)
 
………………………………………101

日本の道路展　

(ニホン　ノ　ドウロテン　)
 
………………………………………102

日本のトラック事業

(ニホン　ノ　トラック　ジギョウ)
 
………………………………………102

日本のバス事業

(ニホン　ノ　バス　ジギョウ)
 
………………………………………102

日本の路

(ニホン　ノ　ミチ)
 
………………………………………102

日本名所集

(ニホン　メイショシュウ)
 
………………………………………102

日本郵船株式会社五十年史

(ニホン　ユウセン　カブシキ　ガイシャ　ゴ)
 
………………………………………102

日本輸送史

(ニホン　ユソウシ)
 
………………………………………102

日本陸運史

(ニホン　リクウンシ)
 
………………………………………103

日本陸運十年史

(ニホン　リクウン　ジュウネンシ)
 
………………………………………102

日本陸運二十年史

(ニホン　リクウン　ニジュウネンシ)
 
………………………………………103

日本旅行倶楽部とは

(ニホン　リョコウ　クラブ　トワ)
 
………………………………………103


【　ネ　】

根室線名寄線増毛線全通記念写真帖

(ネムロセン　ナヨロセン　マシケセン　ゼン)
 
………………………………………103

年式別・車名別・市町村別自動車数調

(ネンシキベツ　シャメイベツ　シチョウソン)
 

………………………………………103

年式別車名別自動車数調査表

(ネンシキベツ　シャメイベツ　ジドウシャス)
 
………………………………………103

年表と写真でつづる６５年

(ネンピョウ　ト　シャシン　デ　ツズル　ロ)
 
………………………………………103


【　ノ　】

農業共同組合連合会の特定貸切貨物自動車運

(ノウギョウ　キョウドウ　クミアイ　レンゴ)
 
………………………………………103

ノサップ岬の軽便

(ノサップミサキ　ノ　ケイベン)
 
………………………………………103

伸びゆく国鉄

(ノビユク　コクテツ)
 
………………………………………103

伸びゆく新鉄道

(ノビユク　シンテツドウ)
 
………………………………………103

伸びゆくタンク車

(ノビユク　タンクシャ)
 
………………………………………104

乗合自動車

(ノリアイ　ジドウシャ)
 
………………………………………104


【　ハ　】

ハイヤー．タクシー．大型バス．事業者要覧

(ハイヤー　タクシー　オオガタ　バス　ジギ)
 
………………………………………104

函館駅５０年の歩み

(ハコダテエキ　ゴジュウネン　ノ　アユミ)
 
………………………………………104

函館駅７０年の歩み

(ハコダテエキ　ナナジュウネン　ノ　アユミ)
 
………………………………………105

函館海運史

(ハコダテ　カイウンシ)
 
………………………………………104

函館貨物ターミナル新設について

(ハコダテ　カモツ　ターミナル　シンセツ　)
 
………………………………………104

函館本線小樽・旭川間

(ハコダテ　ホンセン　オタル　アサヒカワカ)
 
………………………………………86

函館本線小樽・旭川間電化着工

(ハコダテ　ホンセン　オタル　アサヒカワカ)
 
………………………………………104

函館本線小樽旭川間電化設備概要図　

(ハコダテ　ホンセン　オタル　アサヒカワカ)
 
………………………………………104

函館本線小樽旭川間（旭川－永山間を含む）

(ハコダテ　ホンセン　オタル　アサヒカワカ)
 
………………………………………86
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函館本線小樽⇔滝川間電化開業　１９６８－
(ハコダテ　ホンセン　オタル　タキカワカン)
 
………………………………………104

函館本線小樽・南小樽間高架工事について

(ハコダテ　ホンセン　オタル　ミナミオタル)
 
………………………………………104

函館本線小樽－南小樽高架開通記念

(ハコダテ　ホンセン　オタル　ミナミオタル)
 
………………………………………104

函館本線札幌駅付近高架化についての資料

(ハコダテ　ホンセン　サッポロエキ　フキン)
 
………………………………………104

函館本線美唄～南美唄間廃止

(ハコダテ　ホンセン　ビバイ　ミナミビバイ)
 
………………………………………104

函館本線室蘭本線編

(ハコダテ　ホンセン　ムロラン　ホンセン　)
 
………………………………………108

函館本線八雲・山崎間線路増設

(ハコダテ　ホンセン　ヤクモ　ヤマザキン　)
 
………………………………………104

運ぶ

(ハコブ)
 
………………………………………105

はじっこ人生

(ハジッコ　ジンセイ)
 
………………………………………105

走りつづけて１世紀

(ハシリツズケテ　イッセイキ)
 
………………………………………80

バス運賃と原価計算の実際

(バス　ウンチン　ト　ゲンカ　ケイサン　ノ)
 
………………………………………105

バス事業五十年史

(バス　ジギョウ　ゴジュウネンシ)
 
………………………………………105

バス事業者要覧

(バス　ジギョウシャ　ヨウラン)
 
………………………………………105

バス創業五十年史略年表

(バス　ソウギョウ　ゴジュウネンシ　リャク)
 
………………………………………105

八期生名簿

(ハチキセイ　メイボ)
 
………………………………………105

’８０小樽ハイ・タクの歩み

(ハチジュウ　オタル　ハイ　タク　ノ　アユ)
 
………………………………………105

速くて時刻のわかる

(ハヤクテ　ジコク　ノ　ワカル)
 
………………………………………63


【　ヒ　】

美幸線美深線―仁宇布間開通記念〔絵葉書〕

(ビコウセン　ビフカセン　ニウプカン　カイ)
 
………………………………………106

日高線建設要覧


(ヒダカセン　ケンセツ　ヨウラン)
 
………………………………………105

美唄鉄道

(ビバイ　テツドウ)
 
………………………………………106

ピポー

(ピポー)
 
………………………………………106

１００年のあゆみ駅史

(ヒャクネン　ノ　アユミ　エキシ)
 
………………………………………105

百間乗物帳　その１

(ヒャッケン　ノリモノチョウ)
 
………………………………………22

広島陸運局二十五周年史

(ヒロシマ　リクウンキョク　ニジュウゴシュ)
 
………………………………………106


【　フ　】

風雪二十年

(フウセツ　ニジュウネン)
 
………………………………………106

フェリーボート誕生

(フェリーボート　タンジョウ)
 
………………………………………15

伏木田隆作翁御胸像写真

(フシキダ　リュウサクオウ　キョウゾウ　シ)
 
………………………………………106

部長代決事項

(ブチョウ　ダイケツ　ジコウ)
 
………………………………………106

物流革新の方向について

(ブツリュウ　カクシン　ノ　ホウコウ　ニ　)
 
………………………………………106

物流日本史

(ブツリュウ　ニホンシ)
 
………………………………………105

踏切

(フミキリ)
 
………………………………………106

踏切について

(フミキリ　ニ　ツイテ)
 
………………………………………106

富良野駅６０年の歩み

(フラノエキ　ロクジュウネン　ノ　アユミ)
 
………………………………………106

富良野機関区６０年のあゆみ

(フラノ　キカンク　ロクジュウネン　ノ　ア)
 
………………………………………106


【　ヘ　】

平均輸送粁の分析

(ヘイキン　ユソウ　キロ　ノ　ブンセキ)
 
………………………………………80

弁財船往還記

(ベンザイセン　オウカンキ)
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………………………………………106

【　ホ　】

防雪林

(ボウセツリン)
 
………………………………………124

北自連創立十周年記念式典

(ホクジレン　ソウリツ　ジュッシュウネン　)
 
………………………………………107

北逓三十年の歩み

(ホクテイ　サンジュウネン　ノ　アユミ)
 
………………………………………107

イギリス鉄道みてある記

(ホクト)
 
………………………………………2

北斗

(ホクト)
 
………………………………………107

保科保履歴書（明治９年以降）

(ホシナ　タモツ　リレキショ)
 
………………………………………107

北海道案内

(ホッカイドウ　アンナイ)
 
………………………………………107

北海道行貨物運送の沿革と運賃の変遷

(ホッカイドウイキ　カモツ　ウンソウ　ノ　)
 
………………………………………123

北海道・岩内を拓いた人びと

(ホッカイドウ　イワナイ　オ　ヒライタ　ヒ)
 
………………………………………106

北海道駅程表

(ホッカイドウ　エキテイヒョウ)
 
………………………………………107

北海道駅名の起源

(ホッカイドウ　エキメイ　ノ　キゲン)
 
………………………………………107,108

北海道概況

(ホッカイドウ　ガイキョウ)
 
………………………………………108

北海道開発計画調査・交通輸送需要想定調査

(ホッカイドウ　カイハツ　ケイカク　チョウ)
 
………………………………………67

北海道各駅人馬賃銭表

(ホッカイドウ　カクエキ　ジンバ　チンセン)
 
………………………………………108

北海道各道路運送監理事務所職員名簿

(ホッカイドウ　カクドウロ　ウンソウ　カン)
 
………………………………………108

北海道観光の友

(ホッカイドウ　カンコウ　ノ　トモ)
 
………………………………………108

北海道協会沿革誌

(ホッカイドウ　キョウカイ　エンカクシ)
 
………………………………………108

北海道交通案内図

(ホッカイドウ　コウツウ　アンナイズ)
 
………………………………………109


北海道交通株式会社二十年の歩み

(ホッカイドウ　コウツウ　カブシキ　ガイシ)
 
………………………………………108

北海道交通関係綴り

(ホッカイドウ　コウツウ　カンケイ　ツズリ)
 
………………………………………109

北海道交通研究会名簿

(ホッカイドウ　コウツウ　ケンキュウカイ　)
 
………………………………………109

北海道交通研究会規約及び会員名簿

(ホッカイドウ　コウツウ　ケンキュウカイ　)
 
………………………………………109

北海道交通史

(ホッカイドウ　コウツウシ)
 
………………………………………108

北海道交通史概説

(ホッカイドウ　コウツウシ　ガイセツ)
 
………………………………………108

北海道交通史論

(ホッカイドウ　コウツウ　シロン)
 
………………………………………108

北海道交通年鑑

(ホッカイドウ　コウツウ　ネンカン)
 
………………………………………118

北海道交通要覧

(ホッカイドウ　コウツウ　ヨウラン)
 
………………………………………108,109

北海道港湾変遷史

(ホッカイドウ　コウワン　ヘンセンシ)
 
………………………………………109

北海道国鉄自動車２５年のあゆみ

(ホッカイドウ　コクテツ　ジドウシャ　ニジ)
 
………………………………………109

北海道国鉄電化のあゆみ

(ホッカイドウ　コクテツ　デンカ　ノ　アユ)
 
………………………………………109

『駅名の起源』物語り

(ホッカイドウシ　ケンキュウ)
 
………………………………………12

蝦夷地道中記の話

(ホッカイドウシ　ケンキュウ)
 
………………………………………13

北海道支社管内

(ホッカイドウ　シシャ　カンナイ)
 
………………………………………23

北海道市町村別実在車数調書

(ホッカイドウ　シチョウソンベツ　ジツザイ)
 
………………………………………109

北海道自動車交通史

(ホッカイドウ　ジドウシャ　コウツウシ)
 
………………………………………110

北海道自動車数調

(ホッカイドウ　ジドウシャスウ　シラベ)
 
………………………………………110,111,112

北海道自動車統計

(ホッカイドウ　ジドウシャスウ　シラベ)
 
………………………………………111

北海道自動車数調
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(ホッカイドウ　ジドウシャ　トウケイ)
 
………………………………………110

北海道自動車統計

(ホッカイドウ　ジドウシャ　トウケイ)
 
………………………………………111

北海道自動車年鑑

(ホッカイドウ　ジドウシャ　ネンカン)
 
………………………………………110

北海道自動車両数表，帯広・十勝地区自動車

(ホッカイドウ　ジドウシャリョウスウ　ヒョ)
 
………………………………………110

北海道自動車旅行之栞

(ホッカイドウ　ジドウシャ　リョコウ　ノ　)
 
………………………………………111

北海道自動車路線営業粁程表

(ホッカイドウ　ジドウシャ　ロセン　エイギ)
 
………………………………………111

北海道縦貫自動車道　千歳～広島間

(ホッカイドウ　ジュウカン　ジドウシャドウ)
 
………………………………………112

北海道唱歌

(ホッカイドウ　ショウカ)
 
………………………………………109

北海道新幹線の影響（永光洋一著）　新港湾

(ホッカイドウ　シンカンセン　ノ　エイキョ)
 
………………………………………110

北海道全道自動車保有車輌数推移状況〔ほか

(ホッカイドウ　ゼンドウ　ジドウシャ　ホユ)
 
………………………………………112

北海道総局組織規程

(ホッカイドウ　ソウキョク　ソシキ　キテイ)
 
………………………………………112

北海道総合開発と自動車輸送

(ホッカイドウ　ソウゴウ　カイハツ　ト　ジ)
 
………………………………………112

北海道炭礦汽船株式会社七十年史

(ホッカイドウ　タンコウ　キセン　カブシキ)
 
………………………………………113

北海道炭礦汽船株式会社五十年史

(ホッカイドウ　タンコウ　キセン　カブシキ)
 
………………………………………113

北海道炭砿港湾調査資料

(ホッカイドウ　タンコウ　コウワン　チョウ)
 
………………………………………112

北海道中央バス２５年史

(ホッカイドウ　チュウオウ　バス　ニジュウ)
 
………………………………………113

北海道庁殖民軌道出納員運輸収入金取扱細則

(ホッカイドウチョウ　ショクミン　キドウ　)
 
………………………………………123

北海道庁殖民軌道旅客及貨物運送取扱手続

(ホッカイドウチョウ　ショクミン　キドウ　)
 
………………………………………123

北海道庁殖民軌道旅客及貨物運送取扱細則

(ホッカイドウチョウ　ショクミン　キドウ　)
 
………………………………………123

北海道庁殖民軌道旅客及貨物運送規則

(ホッカイドウチョウ　ショクミン　キドウ　)
 

………………………………………123

北海道通運関係統計累年表

(ホッカイドウ　ツウウン　カンケイ　トウケ)
 
………………………………………113

北海道通運史

(ホッカイドウ　ツウウンシ)
 
………………………………………113

「北海道通運史」原稿

(ホッカイドウ　ツウウンシ　ゲンコウ)
 
………………………………………113

北海道通運小史

(ホッカイドウ　ツウウン　ショウシ)
 
………………………………………113

北海道通運百年史

(ホッカイドウ　ツウウン　ヒャクネンシ)
 
………………………………………113

北海道通運略年表

(ホッカイドウ　ツウウン　リャクネンピョウ)
 
………………………………………113

北海道鉄道沿革年表

(ホッカイドウ　テツドウ　エンカク　ネンピ)
 
………………………………………114

北海道鉄道沿線視察便覧図

(ホッカイドウ　テツドウ　エンセン　シサツ)
 
………………………………………114

北海道鉄道開通９０年記念

(ホッカイドウ　テツドウ　カイツウ　キュウ)
 
………………………………………113

北海道鉄道記念館見学のしおり

(ホッカイドウ　テツドウ　キネンカン　ケン)
 
………………………………………114

北海道鉄道記念館の整備について

(ホッカイドウ　テツドウ　キネンカン　ノ　)
 
………………………………………115

北海道鉄道９０年の歩み

(ホッカイドウ　テツドウ　キュウジュウネン)
 
………………………………………115

北海道鉄道経営の問題点

(ホッカイドウ　テツドウ　ケイエイ　ノ　モ)
 
………………………………………115

北海道鉄道事始め

(ホッカイドウ　テツドウ　コトハジメ)
 
………………………………………116

北海道鉄道史

(ホッカイドウ　テツドウシ)
 
………………………………………114

北海道鉄道史に関する資料綴

(ホッカイド　ウテツドウシ　ニ　カンスル　)
 
………………………………………107

北海道鉄道年表

(ホッカイドウ　テツドウ　ネンピョウ)
 
………………………………………114

北海道鉄道１００周年記念事業計画

(ホッカイドウ　テツドウ　ヒャクシュウネン)
 
………………………………………115

北海道鉄道百年

(ホッカイドウ　テツドウ　ヒャクネン)
 
………………………………………114
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北海道鉄道１００年記念関係資料

(ホッカイドウ　テツドウ　ヒャクネン　キネ)
 
………………………………………113

北海道鉄道１００年史原稿

(ホッカイドウ　テツドウ　ヒャクネンシ　ゲ)
 
………………………………………114

北海道鉄道百年史（稿本）

(ホッカイドウ　テツドウ　ヒャクネンシ　コ)
 
………………………………………114,115,116

明治期鉄道史資料

(ホッカイドウ　テツドウブ　ネンポウ)
 
………………………………………126

北海道鉄道防雪林経営概要

(ホッカイドウ　テツドウ　ボウセツリン　ケ)
 
………………………………………114

北海道鉄道林の歩み

(ホッカイドウ　テツドウリン　ノ　アユミ)
 
………………………………………116

北海道電化計画（案）

(ホッカイドウ　デンカ　ケイカク　アン)
 
………………………………………116

北海道冬期道路交通確保に関する調査報告書

(ホッカイドウ　トウキ　ドウロ　コウツウ　)
 
………………………………………116

北海道道路運送冬期対策

(ホッカイドウ　ドウロ　ウンソウ　トウキ　)
 
………………………………………117

北海道道路概要

(ホッカイドウ　ドウロ　ガイヨウ)
 
………………………………………116

北海道道路５３話

(ホッカイドウ　ドウロ　ゴジュウ　サンワ)
 
………………………………………116

北海道道路誌

(ホッカイドウ　ドウロシ)
 
………………………………………116

北海道道路難概要

(ホッカイドウ　ドウロナン　ガイヨウ)
 
………………………………………117

北海道道路の概要

(ホッカイドウ　ドウロ　ノ　ガイヨウ)
 
………………………………………117

北海道道路略図

(ホッカイドウ　ドウロ　リャクズ)
 
………………………………………116

北海道と北陸との交通に関する司法的考察

(ホッカイドウ　ト　ホクリク　トノ　コウツ)
 
………………………………………116

北海道トラック業者要覧

(ホッカイドウ　トラック　ギョウシャ　ヨウ)
 
………………………………………116

北海道トラック躍進の概況

(ホッカイドウ　トラック　ヤクシン　ノ　ガ)
 
………………………………………116

北海道内蒸気機関車変遷一覧表（明治１３～

(ホッカイドウナイ　ジョウキ　キカンシャ　)
 
………………………………………123

北海道内免許通運事業者取扱駅区域図


(ホッカイドウナイ　メンキョ　ツウウン　ジ)
 
………………………………………123

北海道における一般貸切旅客自動車（七人乗

(ホッカイドウ　ニ　オケル　イッパン　カシ)
 
………………………………………117

北海道に於ける貨物自動車

(ホッカイドウ　ニ　オケル　カモツ　ジドウ)
 
………………………………………117

北海道における国鉄貨物輸送の改善

(ホッカイドウ　ニ　オケル　コクテツ　カモ)
 
………………………………………117

北海道における自動車輸送の推移

(ホッカイドウ　ニ　オケル　ジドウシャ　ユ)
 
………………………………………117

北海道に於ける地方鉄道、軌道及自動車運送

(ホッカイドウ　ニ　オケル　チホウ　テツド)
 
………………………………………117

北海道におけるディーゼルトラクション

(ホッカイドウ　ニ　オケル　ディーゼル　ト)
 
………………………………………117

北海道における鉄道の発達

(ホッカイドウ　ニ　オケル　テツドウ　ノ　)
 
………………………………………117

北海道における道路建設上の諸問題

(ホッカイドウ　ニ　オケル　ドウロ　ケンセ)
 
………………………………………118

北海道におけるバス事業の実状と問題点

(ホッカイドウ　ニ　オケル　バス　ジギョウ)
 
………………………………………117

北海道におけるバス創業５０周年

(ホッカイドウ　ニ　オケル　バス　ソウギョ)
 
………………………………………23

北海道における物流をとりまく諸問題

(ホッカイドウ　ニ　オケル　ブツリュウ　オ)
 
………………………………………117

北海道における民営バス事業に関する調査

(ホッカイドウ　ニ　オケル　ミンエイ　バス)
 
………………………………………117,118

北海道の交通地理

(ホッカイドウ　ノ　コウツウ　チリ)
 
………………………………………118

北海道の交通と観光

(ホッカイドウ　ノ　コウツウ　ト　カンコウ)
 
………………………………………118

北海道の国鉄バス

(ホッカイドウ　ノ　コクテツ　バス)
 
………………………………………118

北海道の自家用自動車の現況

(ホッカイドウ　ノ　ジカヨウ　ジドウシャ　)
 
………………………………………118

北海道の自動車事業について

(ホッカイドウ　ノ　ジドウシャ　ジギョウ　)
 
………………………………………118

北海道の生産と輸送

(ホッカイドウ　ノ　セイサン　ト　ユソウ)
 
………………………………………118

北海道の大商港小樽の発展を偲ぶ

(ホッカイドウ　ノ　ダイショウコウ　オタル)
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………………………………………118

北海道の炭鉱鉄道

(ホッカイドウ　ノ　タンコウ　テツドウ)
 
………………………………………126

北海道の鉄道

(ホッカイドウ　ノ　テツドウ)
 
………………………………………118

北海道の鉄道貨物事情

(ホッカイドウ　ノ　テツドウ　カモツ　ジジ)
 
………………………………………119

北海道の鉄道唱歌集

(ホッカイドウ　ノ　テツドウ　ショウカシュ)
 
………………………………………119

北海道の鉄道七十年

(ホッカイドウ　ノ　テツドウ　ナナジュウネ)
 
………………………………………118

北海道の鉄道２０年の歩み

(ホッカイドウ　ノ　テツドウ　ニジュウネン)
 
………………………………………22

北海道の鉄道の歩み

(ホッカイドウ　ノ　テツドウ　ノ　アユミ)
 
………………………………………118,119

北海道の鉄道百年

(ホッカイドウ　ノ　テツドウ　ヒャクネン)
 
………………………………………119

北海道の鉄道百年の歩み

(ホッカイドウ　ノ　テツドウ　ヒャクネン　)
 
………………………………………118

北海道の鉄道１００年の歩み

(ホッカイドウ　ノ　テツドウ　ヒャクネン　)
 
………………………………………75

北海道の道路運送

(ホッカイドウ　ノ　ドウロ　ウンソウ)
 
………………………………………119

北海道の道路除雪

(ホッカイドウ　ノ　ドウロ　ジョセツ)
 
………………………………………119

北海道の雪と営林上の問題点

(ホッカイドウ　ノ　ユキ　ト　エイリンジョ)
 
………………………………………119

北海道乗合バス事業の現状と要望
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………………………………………53
運輸省．鉄道総局職員局
(ウンユショウ．テツドウ　ソウキョク　ショ) 
………………………………………37
運輸審議会
(ウンユ　シンギカイ) 
………………………………………5,6,7,8,95
運輸審議会
(ウンユシンギカイ) 
………………………………………5,6
運輸新聞社
(ウンユ　シンブンシャ) 
………………………………………66
運輸調査局
(ウンユ　チョウサキョク) 
………………………………………61,66,80,103
運輸日報社
(ウンユ　ニッポウシャ) 
………………………………………125

【　エ　】

江口　胤清
(エグチ　インセイ) 
………………………………………28
恵花　孝司

(エバナ　コウジ) 
………………………………………132

【　オ　】

大阪合同運送
(オオサカ　ゴウドウ　ウンソウ) 
………………………………………123
大阪鉄道局
(オオサカ　テツドウキョク) 
………………………………………85
大島　延次郎
(オオシマ　ノブジロウ) 
………………………………………58,90,102
大島　藤太郎
(オオシマ　フジタロウ) 
………………………………………30,31
大矢　誠一
(オオヤ　セイイチ) 
………………………………………105,124
大山　敷太郎（１９０２～　　）
(オオヤマ　シキタロウ（１９０２ー　　）) 
………………………………………23
大和田　建樹
(オオワダ　タテキ) 
………………………………………88,109
岡田　信次
(オカダ　シンジ) 
………………………………………76
岡村　松郎
(オカムラ　マツオ) 
………………………………………98
岡村　護
(オカムラ　マモル) 
………………………………………85
小川　和夫（１９１１～）
(オガワ　カズオ) 
………………………………………17
小川　譲二
(オガワ　ジョウジ) 
………………………………………110
荻原　武夫
(オギワラ　タケオ) 
………………………………………101
奥谷　留吉
(オクタニ　トメキチ) 
………………………………………99
小熊　米雄
(オグマ　ヨネオ) 
………………………………………117
奥村　正二（１９１３～　　）
(オクムラ　ショウジ（１９１３ー　　）) 
………………………………………50
奥山　正晴
(オクヤマ　マサハル) 
………………………………………47
尾崎　政久
(オザキ　マサヒサ)
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………………………………………51,52
尾崎　正久
(オザキ　マサヒサ) 
………………………………………51,97
小樽ハイヤー協同組合
(オタル　ハイヤー　キョウドウ　クミアイ) 
………………………………………105
小貫　素弘
(オヌキ　モトヒロ) 
………………………………………63
おのつよし
(オノ　ツヨシ) 
………………………………………100
帯広駅
(オビヒロエキ) 
………………………………………14
帯広駅開業５０年記念行事委員会
(オビヒロエキ　カイギョウ　ゴジュウネン　) 
………………………………………14
帯広陸運事務所
(オビヒロ　リクウン　ジムショ) 
………………………………………21

【　カ　】

加賀山　之雄
(カガヤマ　ユキオ) 
………………………………………62
角本　良平
(カクモト　リョウヘイ) 
………………………………………57,76
風間　観静
(カザマ　カンジョウ) 
………………………………………13
片岡　昭夫
(カタオカ　アキオ) 
………………………………………43,106
加藤　源蔵
(カトウ　ゲンゾウ) 
………………………………………12
加藤　盛次郎
(カトウ　セイジロウ) 
………………………………………104
門田　勲（１９０２～　　）
(カドタ　イサオ（１９０２ー　　）) 
………………………………………36
兼松　学（１９１２～　　）
(カネマツ　マナブ（１９１２ー　　）) 
………………………………………91
亀山　徳一
(カメヤマ　トクイチ) 
………………………………………70
貨物実務研究会
(カモツ　ジツム　ケンキュウカイ) 
………………………………………18
貨物事務研究会
(カモツ　ジム　ケンキュウカイ) 
………………………………………76

川上　幸義
(カワカミ　ユキヨシ) 
………………………………………48,49
河原　宏
(カワハラ　ヒロシ) 
………………………………………106
管　健次郎
(カン　ケンジロウ) 
………………………………………50
観光の友社
(カンコウ　ノ　トモ　シャ) 
………………………………………108
関西地方通運協会
(カンサイ　チホウ　ツウウン　キョウカイ) 
………………………………………25
官房現業調査課
(カンボウ　ゲンギョウ　チョウサカ) 
………………………………………125

【　キ　】

菊池　幽芳
(キクチ　ユウホウ) 
………………………………………103
北岡　寛太郎
(キタオカ　ヒロタロウ) 
………………………………………49
北日本汽船株式会社
(キタ　ニホン　キセン　カブシキ　ガイシャ) 
………………………………………22
北日本汽船株式会社
(キタニホン　キセン　カブシキ　ガイシャ) 
………………………………………45,88
北洞　孝雄
(キタホラ　タカオ) 
………………………………………114
北見　俊夫
(キタミ　トシオ) 
………………………………………62
木村　睦男
(キムラ　ムツオ) 
………………………………………132
協同広告社
(キョウドウ　コウコクシャ) 
………………………………………43

【　ク　】

釧路鉄道管理局
(クシロ　テツドウ　カンリキョク) 
………………………………………25

【　ケ　】

慶応義塾大学鉄道研究会
(ケイオウ　ギジュク　ダイガク　テツドウ　) 
………………………………………22,86
京王帝都電鉄
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(ケイオウ　テイト　デンテツ) 
………………………………………86
警察庁保安局
(ケイサツチョウ　ホアンキョク) 
………………………………………49
建設省
(ケンセツショウ) 
………………………………………27,134
建設情報社
(ケンセツ　ジョウホウシャ) 
………………………………………103,118
剣持　〓太郎（１８９８～　　）
(ケンモチ　ケイタロウ（１８９８ー　　）) 
………………………………………105

【　コ　】

幸田　寿三郎
(コウダ　ジュサブロウ) 
………………………………………31
交通協会
(コウツウ　キョウカイ) 
………………………………………2
交通協力会
(コウツウ　キョウリョクカイ) 
………………………………………28,29,49,80
交通協力会出版部
(コウツウ　キョウリョクカイ　シュッパンブ) 
………………………………………29
交通協力会．交通新聞編集局
(コウツウ　キョウリョクカイ．コウツウ　シ) 
………………………………………87
交通協力会．出版部
(コウツウ　キョウリョクカイ．シュッパンブ) 
………………………………………74
交通出版社
(コウツウ　シュッパンシャ) 
………………………………………52
交通新聞社
(コウツウ　シンブンシャ) 
………………………………………80
交通日本社
(コウツウ　ニホンシャ) 
………………………………………21
交通博物館
(コウツウ　ハクブツカン) 
………………………………………80
河野　常吉
(コウノ　ツネキチ) 
………………………………………116
国際通運株式会社
(コクサイ　ツウウン　カブシキ　ガイシャ) 
………………………………………3,30
国鉄ＳＬ同好会
(コクテツ　エスエル　ドウコウカイ) 
………………………………………11
国鉄給与研究会
(コクテツ　キュウヨ　ケンキュウカイ) 

………………………………………32
国鉄研究会
(コクテツ　ケンキュウカイ) 
………………………………………33
国鉄構内営業中央会
(コクテツ　コウナイ　エイギョウ　チュウオ) 
………………………………………62
越崎　宗一
(コシザキ　ソウイチ) 
………………………………………22
児玉　幸多
(コダマ　コウタ) 
………………………………………23,24,61
児玉幸多
(コダマ　コウタ) 
………………………………………23,46
小町谷　操三
(コマチヤ　ソウゾウ) 
………………………………………89
後屋敷　保啓
(ゴヤシキ　ヤスヒロ) 
………………………………………74

【　サ　】

斎藤　治平
(サイトウ　ジヘイ) 
………………………………………32
佐々木　誠治
(ササキ　セイジ) 
………………………………………89
札幌運輸事務所
(サッポロ　ウンユ　ジムショ) 
………………………………………62
札幌駅
(サッポロエキ) 
………………………………………11,12
札幌駅地下ビル株式会社
(サッポロエキ　チカ　ビル　カブシキ　ガイ) 
………………………………………42
札幌駅８０年史編纂委員会
(サッポロエキ　ハチジュウネンシ　ヘンサン) 
………………………………………42
札幌駅百年史編さん委員会
(サッポロエキ　ヒャクネンシ　ヘンサン　イ) 
………………………………………42
札幌工事局
(サッポロ　コウジキョク) 
………………………………………27
札幌市
(サッポロシ) 
………………………………………43
札幌市交通局
(サッポロシ　コウツウキョク) 
………………………………………42
札幌車掌区
(サッポロ　シャショウク) 
………………………………………103

- 172 -



分類順目録　　　　　〔　　　　　　　　　　　〕著者名索引 

札幌倉庫協会
(サッポロ　ソウコ　キョウカイ) 
………………………………………24
札幌地区自家用自動車協会
(サッポロ　チク　ジカヨウ　ジドウシャ　キ) 
………………………………………67
札幌鉄道管理局
(サッポロ　テツドウ　カンリキョク) 
………………………………………1,11,16,17,18,19
　　　　　　　　　　　　　　　26,31,36,39,41,46
　　　　　　　　　　　　　　　59,63,64,79,108
　　　　　　　　　　　　　　　115,116,118,125
　　　　　　　　　　　　　　　133,134
札幌鉄道管理局
(サッポロテツドウカンリキョク) 
………………………………………38,58,119
札幌鉄道管理局経理部
(サッポロ　テツドウ　カンリキョク　ケイリ) 
………………………………………84
札幌鉄道教習所
(サッポロ　テツドウ　キョウシュウジョ) 
………………………………………41
札幌鉄道局
(サッポロ　テツドウキョク) 
………………………………………12,16,17,18,39,41
　　　　　　　　　　　　　　　69,75,107,108
札幌鉄道局運輸課
(サッポロ　テツドウキョク　ウンユカ) 
………………………………………12,117
札幌鉄道局運輸部
(サッポロ　テツドウキョク　ウンユブ) 
………………………………………119
札幌鉄道局教習所
(サッポロ　テツドウキョク　キョウシュウジ) 
………………………………………41
札幌鉄道病院倶楽部
(サッポロ　テツドウ　ビョウイン　クラブ) 
………………………………………41
札幌道路運送監理事務所
(サッポロ　ドウロ　ウンソウ　カンリ　ジム) 
………………………………………108
札幌道路運送管理事務所
(サッポロ　ドウロ　ウンソウ　カンリ　ジム) 
………………………………………118
札幌トヨタ自動車労働組合年史編集委員会
(サッポロ　トヨタ　ジドウシャ　ロウドウ　) 
………………………………………41
札幌陸運協会
(サッポロ　リクウン　キョウカイ) 
………………………………………112
札幌陸運局
(サッポロ　リクウンキョク) 
………………………………………42,43,44,56,65,66
　　　　　　　　　　　　　　　103,106,111,112
　　　　　　　　　　　　　　　117,118,119,120
　　　　　　　　　　　　　　　121,122,131
札幌陸運局
(サッポロリクウンキョク) 

………………………………………111
札幌陸運事務所
(サッポロ　リクウン　ジムショ) 
………………………………………20,21,42,124
札幌陸運相談所
(サッポロ　リクウン　ソウダンジョ) 
………………………………………103,111,112
佐藤　常治
(サトウ　ツネハル) 
………………………………………50
佐藤　英夫（鉄道省）
(サトウ　ヒデオ) 
………………………………………15
佐藤　英夫（１９４２生）
(サトウ　ヒデオ) 
………………………………………70
産業計画会議
(サンギョウ　ケイカク　カイギ) 
………………………………………31,33,36

【　シ　】

鹿追町拓鉄蒸気機関車保存会
(シカオイチョウ　タクテツ　ジョウキ　キカ) 
………………………………………128
志鎌一之
(シカマ　カズユキ) 
………………………………………51
自研社
(ジケンシャ) 
………………………………………100
施設局土木課
(シセツキョク　ドボクカ) 
………………………………………119
自動車工業会
(ジドウシャ　コウギョウカイ) 
………………………………………100
自動車法規研究会
(ジドウシャ　ホウキ　ケンキュウカイ) 
………………………………………51
自動車輸出振興会
(ジドウシャ　ユシュツ　シンコウカイ) 
………………………………………100
渋沢　誠次
(シブサワ　セイジ) 
………………………………………126
士別駅
(シベツエキ) 
………………………………………45
島田　孝一
(シマダ　コウイチ) 
………………………………………28,50
社会問題研究所
(シャカイ　モンダイ　ケンキュウジョ) 
………………………………………25
白糖町
(シラヌカチョウ) 
………………………………………16
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信賀　喜代治
(シンガ　キヨジ) 
………………………………………126
新幹線総局
(シンカンセン　ソウキョク) 
………………………………………26,49
新交社
(シンコウシャ) 
………………………………………105
新城　常三
(シンジョウ　ツネゾウ) 
………………………………………17,45

【　ス　】

杉　謙二
(スギ　ケンジ) 
………………………………………67
杉田　雨人
(スギタ　ウジン) 
………………………………………23
杉田　肇
(スギタ　ハジメ) 
………………………………………21
鈴木　正里
(スズキ　マサト) 
………………………………………91
鈴木　良徳
(スズキ　ヨシノリ) 
………………………………………49

【　セ　】

青函船舶鉄道管理局
(セイカン　センパク　テツドウ　カンリキョ) 
………………………………………27,57,58,64,86
青函トンネル建設期成会
(セイカン　トンネル　ケンセツ　キセイカイ) 
………………………………………57
関口　要之助
(セキグチ　ヨウノスケ) 
………………………………………86
石炭鉱業聯合会
(セキタン　コウギョウ　レンゴウカイ) 
………………………………………112
関　一
(セキ　ハジメ) 
………………………………………74
全国乗用自動車協会
(ゼンコク　ジョウヨウ　ジドウシャ　キョウ) 
………………………………………30,61
全国タクシーハイヤー名鑑編纂所
(ゼンコク　タクシー　ハイヤー　メイカン　) 
………………………………………59
全国通運業連盟
(ゼンコク　ツウウンギョウ　レンメイ) 
………………………………………59,66
仙台鉄道管理局

(センダイ　テツドウ　カンリキョク) 
………………………………………59

【　ソ　】

宗谷バス
(ソウヤ　バス) 
………………………………………60
曽根　茂
(ソネ　シゲル) 
………………………………………22

【　タ　】

大悟法　利雄
(ダイゴボウ　トシオ) 
………………………………………88
高倉　新一郎
(タカクラ　シンイチロウ) 
………………………………………108
鷹司　平通（１９２３～　　）
(タカツカサ　トシミチ（１９２３ー　　）) 
………………………………………81
高橋　善七（１９１２～　　）
(タカハシ　ゼンシチ（１９１２ー　　）) 
………………………………………24
高橋　秀雄（１８９８～）
(タカハシ　ヒデオ) 
………………………………………29,59,69,70,76
高橋　文太郎
(タカハシ　ブンタロウ) 
………………………………………3
高橋　理一郎
(タカハシ　リイチロウ) 
………………………………………107
武石　勇
(タケイシ　イサム) 
………………………………………111
竹重　達人
(タケシゲ　サトヒト) 
………………………………………14,43,134
立花　信夫
(タチバナ　ノブオ) 
………………………………………13
田名網　宏
(タナアミ　ヒロシ) 
………………………………………38
田中　時彦
(タナカ　トキヒコ) 
………………………………………125
田中　潜
(タナカ　ヒソム) 
………………………………………43
田中　隆三
(タナカ　リュウゾウ) 
………………………………………101
谷口　梨花
(タニグチ　リカ)
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………………………………………22
田村　栄太郎（１８９３～１９６９）
(タムラ　エイタロウ) 
………………………………………13
田村　虎蔵
(タムラ　トラゾウ) 
………………………………………109

【　チ　】

中央鉄道学園
(チュウオウ　テツドウ　ガクエン) 
………………………………………64
中央鉄道学園有隣会
(チュウオウ　テツドウ　ガクエン　ユウリン) 
………………………………………127
中央鉄道教習所
(チュウオウ　テツドウ　キョウシュウジョ) 
………………………………………59
中部日本新聞社
(チュウブ　ニホン　シンブンシャ) 
………………………………………99

【　ツ　】

通運業務研究会
(ツウウン　ギョウム　ケンキュウカイ) 
………………………………………66
津上　毅一
(ツガミ　キイチ) 
………………………………………132
津田　弘孝
(ツダ　ヒロタカ) 
………………………………………69,76
壷井玄剛
(ツボイ　ゲンコウ) 
………………………………………89
鶴見　勝男（１９１３～　　）
(ツルミ　カツオ（１９１３ー　　）) 
………………………………………128

【　テ　】

帝国鉄道協会
(テイコク　テツドウ　キョウカイ) 
………………………………………67
逓信省
(テイシンショウ) 
………………………………………15
鉄道院
(テツドウイン) 
………………………………………84,124,127
鉄道院北海道建設事務所
(テツドウイン　ホッカイドウ　ケンセツ　ジ) 
………………………………………2,123,125,127
　　　　　　　　　　　　　　　132
鉄道運賃制度調査会
(テツドウ　ウンチン　セイド　チョウサカイ) 

………………………………………18,68
鉄道貨物協会
(テツドウ　カモツ　キョウカイ) 
………………………………………17
鉄道貨物協会札幌支部
(テツドウ　カモツ　キョウカイ　サッポロ　) 
………………………………………17,19,31
鉄道業務研究会
(テツドウ　ギョウム　ケンキュウカイ) 
………………………………………69
鉄道建築協会
(テツドウ　ケンチク　キョウカイ) 
………………………………………74
鉄道時報局
(テツドウ　ジホウキョク) 
………………………………………69
鉄道省
(テツドウショウ) 
………………………………………15,17,18,25,37,45
　　　　　　　　　　　　　　　47,48,59,62,68,69
　　　　　　　　　　　　　　　70,76,79,82,83,84
　　　　　　　　　　　　　　　85,88,99,102,131
鉄道省運輸局
(テツドウショウ　ウンユキョク) 
………………………………………37
鉄道省仙台鉄道局
(テツドウショウ　センダイ　テツドウキョク) 
………………………………………1
鉄道省北海道建設事務所
(テツドウショウ　ホッカイドウ　ケンセツ　) 
………………………………………60,64,88,103,105
鉄道省．運輸局
(テツドウショウ．ウンユキョク) 
………………………………………37
鉄道青年会本部
(テツドウ　セイネンカイ　ホンブ) 
………………………………………63
鉄道同志会
(テツドウ　ドウシカイ) 
………………………………………64
鉄道友の会
(テツドウ　トモ　ノ　カイ) 
………………………………………15,133
鉄道友の会北海道支部
(テツドウ　トモ　ノ　カイ　ホッカイドウ　) 
………………………………………22,89,133
鉄道令規研究会
(テツドウ　レイキ　ケンキュウカイ) 
………………………………………85
手宮駅
(テミヤエキ) 
………………………………………105
寺村　武
(テラムラ　タケシ) 
………………………………………63,66
電通北海道支社
(デンツウ　ホッカイドウ　シシャ) 
………………………………………115
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分類順目録　　　　　〔　　　　　　　　　　　〕著者名索引 

【　ト　】

東亜国内航空

(トウア　コクナイ　コウクウ)
 
………………………………………15

東京都トラック協会

(トウキョウト　トラック　キョウカイ)
 
………………………………………66

東京都陸運事務所

(トウキョウト　リクウン　ジムショ)
 
………………………………………86

東京陸運局

(トウキョウリクウンキョク)
 
………………………………………65

東鉄文書事務研究会

(トウテツ　ブンショ　ジム　ケンキュウカイ)
 
………………………………………39

〈道南バス株式会社〉

(ドウナン　バス　カブシキ　ガイシャ)
 
………………………………………87

東洋経済新報社

(トウヨウ　ケイザイ　シンポウシャ)
 
………………………………………90

土木工業協会

(ドボク　コウギョウ　キョウカイ)
 
………………………………………98

富岡　信仰

(トミオカ　シンコウ)
 
………………………………………69

富永　祐治

(トミナガ　ユウジ)
 
………………………………………28

豊田　武

(トヨダ　タケシ)
 
………………………………………61


【　ナ　】

内国通運

(ナイコク　ツウウン)
 
………………………………………49

苗穂機関区

(ナエボ　キカンク)
 
………………………………………128

中島　九郎

(ナカジマ　クロウ)
 
………………………………………80

中島　幸三郎

(ナカジマ　コウザブロウ)
 
………………………………………22,75

中島　祐神

(ナカジマ　ユウシン)
 
………………………………………39

永田　博

(ナガタ　ヒロシ)
 
………………………………………125

中西健一


(ナカニシ　ケンイチ)
 
………………………………………97

中野　金次郎

(ナカノ　キンジロウ)
 
………………………………………74

永光　洋一

(ナガミツ　ヨウイチ)
 
………………………………………110

中村　武志

(ナカムラ　タケシ)
 
………………………………………61

中村豊（１９０７生）

(ナカムラ　ユタカ)
 
………………………………………1

中村　由信（１９２５～　　）

(ナカムラ　ヨシノブ（１９２５ー　　）)
 
………………………………………99

中村　廉次

(ナカムラ　レンジ)
 
………………………………………109

中山　隆吉

(ナカヤマ　リュウキチ)
 
………………………………………24


【　ニ　】

新倉　文郎

(ニイクラ　フミオ)
 
………………………………………98

西尾　源太郎

(ニシオ　ゲンタロウ)
 
………………………………………2

西村　通男

(ニシムラ　ミチオ)
 
………………………………………15

日刊自動車新聞社

(ニッカン　ジドウシャ　シンブンシャ)
 
………………………………………52

日本運送

(ニホン　ウンソウ)
 
………………………………………68

日本エアウエイ開発

(ニホン　エアウエイ　カイハツ)
 
………………………………………87

日本経済新聞社

(ニホン　ケイザイ　シンブンシャ)
 
………………………………………16,26,131

日本経済新聞社．経済解説部

(ニホン　ケイザイ　シンブンシャ．ケイザイ)
 
………………………………………127

日本航空

(ニホン　コウクウ)
 
………………………………………90

日本交通学会

(ニホン　コウツウ　ガッカイ)
 
………………………………………30

日本交通協会

(ニホン　コウツウ　キョウカイ)
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分類順目録　　　　　〔　　　　　　　　　　　〕著者名索引 

………………………………………33,75
日本交通公社
(ニホン　コウツウ　コウシャ) 
………………………………………90
日本国有鉄道
(ニホン　コクユウ　テツドウ) 
………………………………………1,2,11,14,19,23
　　　　　　　　　　　　　　　25,30,31,32,33,34
　　　　　　　　　　　　　　　35,36,37,38,39,43
　　　　　　　　　　　　　　　44,45,46,49,50,54
　　　　　　　　　　　　　　　55,56,57,59,60,62
　　　　　　　　　　　　　　　67,68,69,70,71,73
　　　　　　　　　　　　　　　74,75,78,79,80,81
　　　　　　　　　　　　　　　83,84,85,86,87,88
　　　　　　　　　　　　　　　91,92,93,95,96,97
　　　　　　　　　　　　　　　102,106,118,126
　　　　　　　　　　　　　　　128,134
日本国有鉄道旭川工場
(ニホン　コクユウ　テツドウ　アサヒカワ　) 
………………………………………133
日本国有鉄道旭川鉄道管理局
(ニホン　コクユウ　テツドウ　アサヒカワ　) 
………………………………………82
日本国有鉄道営業局
(ニホン　コクユウ　テツドウ　エイギョウキ) 
………………………………………95
日本国有鉄道帯広自動車営業所
(ニホン　コクユウ　テツドウ　オビヒロ　ジ) 
………………………………………21
日本国有鉄道監査委員会
(ニホン　コクユウ　テツドウ　カンサ　イイ) 
………………………………………91,94,95,96
日本国有鉄道広報部
(ニホン　コクユウ　テツドウ　コウホウブ) 
………………………………………30
日本国有鉄道札幌工事局
(ニホン　コクユウ　テツドウ　サッポロ　コ) 
………………………………………24,27,32,39,40,104
　　　　　　　　　　　　　　　125
日本国有鉄道札幌地方営業事務所
(ニホン　コクユウ　テツドウ　サッポロ　チ) 
………………………………………17,107,108
日本国有鉄道札幌鉄道局
(ニホン　コクユウ　テツドウ　サッポロ　テ) 
………………………………………19,39,133
日本国有鉄道札幌鉄道管理局
(ニホン　コクユウ　テツドウ　サッポロ　テ) 
………………………………………81,87,107
日本国有鉄道札幌電気工事事務所
(ニホン　コクユウ　テツドウ　サッポロ　デ) 
………………………………………86
日本国有鉄道史料整備懇談会
(ニホン　コクユウ　テツドウ　シリョウ　セ) 
………………………………………79
日本国有鉄道新札幌駅
(ニホン　コクユウ　テツドウ　シンサッポロ) 
………………………………………2
日本国有鉄道青函船舶鉄道管理局

(ニホン　コクユウ　テツドウ　セイカン　セ) 
………………………………………105
日本国有鉄道苗穂工場
(ニホン　コクユウ　テツドウ　ナエボ　コウ) 
………………………………………27,53,88,97
〔日本国有鉄道北海道地方自動車事務所〕
(ニホン　コクユウ　テツドウ　ホッカイドウ) 
………………………………………109
日本国有鉄道北海道営業所
(ニホン　コクユウ　テツドウ　ホッカイドウ) 
………………………………………134
日本国有鉄道北海道支社
(ニホン　コクユウ　テツドウ　ホッカイドウ) 
………………………………………14,23,31,35,36,38
　　　　　　　　　　　　　　　39,57,68,70,71,72
　　　　　　　　　　　　　　　76,77,78,79,81,86
　　　　　　　　　　　　　　　87,93,103,104,115
　　　　　　　　　　　　　　　116,117,118,119
日本国有鉄道北海道支社貨物課
(ニホン　コクユウ　テツドウ　ホッカイドウ) 
………………………………………118
日本国有鉄道北海道支社開発課
(ニホン　コクユウ　テツドウ　ホッカイドウ) 
………………………………………128
日本国有鉄道北海道総局
(ニホン　コクユウ　テツドウ　ホッカイドウ) 
………………………………………17,38,46,48,71,72
　　　　　　　　　　　　　　　78,79,82,93,94,97
　　　　　　　　　　　　　　　112,114,115,119
　　　　　　　　　　　　　　　120,125,132
日本国有鉄道北海道総局経理部
(ニホン　コクユウ　テツドウ　ホッカイドウ) 
………………………………………84
日本国有鉄道北海道総支配人
(ニホン　コクユウ　テツドウ　ホッカイドウ) 
………………………………………72
日本国有鉄道北海道総支配人室
(ニホン　コクユウ　テツドウ　ホッカイドウ) 
………………………………………19,127
日本国有鉄道．自動車局
(ニホン　コクユウ　テツドウ．ジドウシャキ) 
………………………………………32
日本国有鉄道．仙台駐在理事室
(ニホン　コクユウ　テツドウ．センダイ　チ) 
………………………………………126
日本国有鉄道．総裁室
(ニホン　コクユウ　テツドウ．ソウサイシツ) 
………………………………………84
日本国有鉄道．総裁室外務部
(ニホン　コクユウ　テツドウ．ソウサイシツ) 
………………………………………75
日本国有鉄道．北海道総局
(ニホン　コクユウ　テツドウ．ホッカイドウ) 
………………………………………107
日本システム開発研究所
(ニホン　システム　カイハツ　ケンキュウジ) 
………………………………………88
日本自動車会議所
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分類順目録　　　　　〔　　　　　　　　　　　〕著者名索引 

(ニホン　ジドウシャ　カイギショ) 【　ハ　】
………………………………………50,52
日本生産性本部．鉄道業生産性視察団 萩原　栄治
(ニホン　セイサンセイ　ホンブ．テツドウギ) (ハギワラ　エイジ) 
………………………………………68 ………………………………………50
日本通運 白泉社
(ニホン　ツウウン) (ハクセンシャ) 
………………………………………15,17,45,46,47,89 ………………………………………44
　　　　　　　　　　　　　　　98 ,126,131,132 函館駅開駅５０年記念行事委員会
日本通運株式会社札幌総括主管支店 (ハコダテエキ　カイエキ　ゴジュウネン　キ) 
(ニホン　ツウウン　カブシキ　ガイシャ　サ) ………………………………………104
………………………………………53 函館開港百年誌編さん部会
日本鉄道建設公団 (ハコダテ　カイコウ　ヒャクネンシ　ヘンサ) 
(ニホン　テツドウ　ケンセツ　コウダン) ………………………………………104
………………………………………98 函館陸運事務所
日本鉄道建設公団札幌支社 (ハコダテ　リクウン　ジムショ) 
(ニホン　テツドウ　ケンセツ　コウダン　サ) ………………………………………20
………………………………………47,48,75,99 橋本　一
日本鉄道車輌工業協会 (ハシモト　ハジメ) 
(ニホン　テツドウ　シャリョウ　コウギョウ) ………………………………………17
………………………………………104 バス五十年史編纂委員会
日本道路公団 (バス　ゴジュウネンシ　ヘンサン　イインカ) 
(ニホンドウロコウダン) ………………………………………105
………………………………………27 長谷部　新一郎
日本乗合自動車協会 (ハセベ　シンイチロウ) 
(ニホン　ノリアイ　ジドウシャ　キョウカイ) ………………………………………42
………………………………………50,59,60,102 畑川　耕一
日本郵船株式会社 (ハタガワ　コウイチ) 
(ニホン　ユウセン　カブシキ　ガイシャ) ………………………………………38
………………………………………102 畑　耕平
日本歴史学会 (ハタ　コウヘイ) 
(ニホン　レキシ　ガッカイ) ………………………………………2
………………………………………17,38 服部　清道
日本歴史地理学会 (ハットリ　セイドウ) 
(ニホン　レキシ　チリ　ガッカイ) ………………………………………87
………………………………………91 浜野　信一郎

(ハマノ　シンイチロウ) 
【　ネ　】 ………………………………………26

原田　笹一郎
根室交通 (ハラダ　ササイチロウ) 
(ネムロ　コウツウ) ………………………………………79
………………………………………89 原　文助

(ハラ　ブンスケ) 
【　ノ　】 ………………………………………16

野口　雅雄 【　ヒ　】
(ノグチ　マサオ) 
………………………………………89 日高町
野口　亮 (ヒダカチョウ) 
(ノグチ　リョウ) ………………………………………89
………………………………………47,87 樋畑　雪湖
野田　底司 (ヒバタ　セッコ) 
(ノダ　テイジ) ………………………………………13,89,90
………………………………………116 平井　喜久松
野田　正穂 (ヒライ　キクマツ) 
(ノダ　マサホ) ………………………………………68
………………………………………126 平原　直

(ヒラハラ　スナオ)
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分類順目録　　　　　〔　　　　　　　　　　　〕著者名索引 

………………………………………65

広島陸運局

(ヒロシマ　リクウンキョク)
 
………………………………………106

広田　尚敬

(ヒロタ　ナオタカ)
 
………………………………………2


【　フ　】

府川　正勝

(フカワ　マサカツ)
 
………………………………………18

福井県郷土誌懇談会

(フクイケン　キョウドシ　コンダンカイ)
 
………………………………………103

福井県立図書館

(フクイ　ケンリツ　トショカン)
 
………………………………………103

福島　真義

(フクシマ　シンギ)
 
………………………………………105

藤田　弘基

(フジタ　ヒロキ)
 
………………………………………11

武揚堂

(ブヨウドウ)
 
………………………………………27

富良野駅

(フラノエキ)
 
………………………………………106

古川　達郎

(フルカワ　タツオ)
 
………………………………………101

古田　保（１９１３～　　）

(フルタ　タモツ（１９１３ー　　）)
 
………………………………………131

古田　良一

(フルタ　リョウイチ)
 
………………………………………15,89


【　ホ　】

星　晃

(ホシ　アキラ)
 
………………………………………23

星野　守之助（１９１５～　　）

(ホシノ　モリノスケ（１９１５ー　　）)
 
………………………………………75

星山　一男

(ホシヤマ　カズオ)
 
………………………………………103

北海道

(ホッカイドウ)
 
………………………………………22,87,114,117

北海道旭川陸運事務所

(ホッカイドウ　アサヒカワ　リクウン　ジム)
 
………………………………………20,53


北海道帯広陸運事務所

(ホッカイドウ　オビヒロ　リクウン　ジムシ)
 
………………………………………20

北海道開発局

(ホッカイドウ　カイハツキョク)
 
………………………………………67

北海道開発コンサルタント株式会社

(ホッカイドウ　カイハツ　コンサルタント　)
 
………………………………………43

北海道開発庁

(ホッカイドウ　カイハツチョウ)
 
………………………………………16

北海道北見陸運事務所

(ホッカイドウ　キタミ　リクウン　ジムショ)
 
………………………………………20

北海道協会

(ホッカイドウ　キョウカイ)
 
………………………………………108

北海道釧路陸運事務所

(ホッカイドウ　クシロ　リクウン　ジムショ)
 
………………………………………20

北海道鉱業倶楽部

(ホッカイドウ　コウギョウ　クラブ)
 
………………………………………58

北海道交通

(ホッカイドウ　コウツウ)
 
………………………………………89

北海道交通株式会社

(ホッカイドウ　コウツウ　カブシキ　ガイシ)
 
………………………………………108

北海道交通年鑑刊行委員会

(ホッカイドウ　コウツウ　ネンカン　カンコ)
 
………………………………………118

北海道札幌陸運事務所

(ホッカイドウ　サッポロ　リクウン　ジムシ)
 
………………………………………21,43

北海道自家用自動車協会連合会

(ホッカイドウ　ジカヨウ　ジドウシャ　キョ)
 
………………………………………106

北海道自家用自動車組合

(ホッカイドウ　ジカヨウ　ジドウシャ　クミ)
 
………………………………………25

北海道自家用自動車組合連合会

(ホッカイドウ　ジカヨウ　ジドウシャ　クミ)
 
………………………………………53

北海道自動車交通新聞社

(ホッカイドウ　ジドウシャ　コウツウ　シン)
 
………………………………………116

北海道自動車年鑑刊行委員会

(ホッカイドウ　ジドウシャ　ネンカン　カン)
 
………………………………………110

北海道乗用自動車協会

(ホッカイドウ　ジョウヨウ　ジドウシャ　キ)
 
………………………………………119

北海道新聞社

(ホッカイドウ　シンブンシャ)
 
………………………………………116

北海道総合開発委員会
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分類順目録　　　　　〔　　　　　　　　　　　〕著者名索引 

(ホッカイドウ　ソウゴウ　カイハツ　イイン) 
………………………………………116
北海道拓殖銀行
(ホッカイドウ　タクショク　ギンコウ) 
………………………………………117,118,124,134
北海道炭砿汽船
(ホッカイドウ　タンコウ　キセン) 
………………………………………60
北海道炭礦汽船
(ホッカイドウ　タンコウ　キセン) 
………………………………………113
北海道地方自動車事務所
(ホッカイドウ　チホウ　ジドウシャ　ジムシ) 
………………………………………20,32,79
北海道地方自動車部
(ホッカイドウ　チホウ　ジドウシャブ) 
………………………………………20
北海道中央運送社
(ホッカイドウ　チュウオウ　ウンソウシャ) 
………………………………………67
北海道庁
(ホッカイドウチョウ) 
………………………………………123
北海道庁札幌土木事務所
(ホッカイドウチョウ　サッポロ　ドボク　ジ) 
………………………………………39
北海道庁第二部
(ホッカイドウチョウ　ダイニブ) 
………………………………………108
北海道庁拓殖部
(ホッカイドウチョウ　タクショクブ) 
………………………………………123
北海道庁土木部
(ホッカイドウチョウ　ドボクブ) 
………………………………………37,109,116
北海道通運協会
(ホッカイドウ　ツウウン　キョウカイ) 
………………………………………120
北海道通運業連盟
(ホッカイドウ　ツウウンギョウ　レンメイ) 
………………………………………123
北海道鉄道管理局
(ホッカイドウ　テツドウ　カンリキョク) 
………………………………………114
北海道鉄道記念館
(ホッカイドウ　テツドウ　キネンカン) 
………………………………………75
北海道鉄道協会
(ホッカイドウ　テツドウ　キョウカイ) 
………………………………………24
北海道土木部
(ホッカイドウ　ドボクブ) 
………………………………………88,108,117
北海道函館陸運事務所
(ホッカイドウ　ハコダテ　リクウン　ジムシ) 
………………………………………20
北海道バス協会
(ホッカイドウ　バス　キョウカイ) 

………………………………………23,117,119
北海道保線史編集委員会
(ホッカイドウ　ホセンシ　ヘンシュウ　イイ) 
………………………………………120
北海道陸運協会
(ホッカイドウ　リクウン　キョウカイ) 
………………………………………110,111,112
北海道陸運懇話会
(ホッカイドウ　リクウン　コンワカイ) 
………………………………………128
堀江　敏夫
(ホリエ　トシオ) 
………………………………………87

【　マ　】

毎日新聞社
(マイニチ　シンブンシャ) 
………………………………………21,57,87,100,101
　　　　　　　　　　　　　　　132
牧野　隆信
(マキノ　リュウシン) 
………………………………………22
間島　大治郎
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