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北海道立図書館 所蔵資料展示目録 

ようこそ北へ 新幹線と歩んだ日本の半世紀 

展示期間：2015 年 5月 30日(土） ～8 月 27日（木） 

1. 1960 新しい鉄道 : 新幹線の技術的研究 日本国有鉄道／〔編〕 1960  

2. 1962 新幹線 ’62 交通協力会／編 1962  

3. 1962 伸びゆく新鉄道 1962 

4. 1964 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 交友社 1964 

5. 1964 日本の鉄道・世界の鉄道 夢の超特急開通記念 毎日新聞社 1964.10 

6. 1964 東海道新幹線 角本良平 著 中央公論社 1964 (中公新書)  

7. 1964 東海道新幹線 : 高速と安全の科学 ダイヤモンド社 ダイヤモンド社 1964  

8. 1965 ちょうとっきゅう ひかりごう 小学館 1965（小学館の育児絵本） 

9. 1966 新幹線 西口克己 著 弘文堂 1966  

10. 1967 
高速鉄道の研究 : 主として東海道新幹線について 日本国有鉄道鉄道技術研究所 編 研

友社 1967  

11. 1967 幻の新幹線 島田一男 著 東京文芸社 1967 (Tokyo books)  

12. 1968 旅行 100年 : 駕籠から新幹線まで 沢寿次, 瀬沼茂樹 共著 日本交通公社 1968  

13. 1970 新幹線殺人事件 森村誠一 著 光文社 1970 (カッパ・ノベルス)  

14. 1972 
陳情書 : 北海道新幹線鉄道を室蘭・登別・苫小牧・千歳地方経由（太平洋岸回り）による

建設方について 太平洋岸回り北海道新幹線鉄道建設促進期成会／編 1972  

15. 1972 
太平洋岸回り新幹線鉄道の建設について : 優位性とその考察 太平洋岸回り北海道新幹

線鉄道建設促進期成会／編 1972 (資料 : Ｎｏ．1)  

16. 1972 経営メモ 昭和 47年度 新幹線総局／〔編〕 1972  

17. 1972 
超高速新幹線 : 東京・大阪一時間 奥猛，京谷好泰，佐貫利雄／著,奥猛，京谷好泰，佐貫

利雄／著,奥猛，京谷好泰，佐貫利雄／著 中央公論社 1972 (中公新書)  

18. 1972 特急列車時刻表 : 新幹線岡山開業記念 日本交通公社／編 1972  

19. 1972 日本の鉄道 100年 : Steam Locomotiveのすべて陸蒸気から山陽新幹線まで 1972 

20. 1973 新幹線 8年の歩み 新幹線総局／〔編〕 1973  

21. 1973 北海道新幹線 北海道新聞社 編 北海道新聞社 1973  
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22. 1973 北海道新幹線 〔出版者不明〕 1970  

23. 1973 
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 北海道陸運協会 1973  

24. 1974 交通日本史 : 人力車から新幹線まで 加太こうじ 著 新人物往来社 1974  

25. 1975 
北海道新幹線騒音に係る調査研究報告書 第 1 報 北海道公害防止研究所／編 北海道公

害防止研究所 1975  

26. 1975 新幹線 : 大山−博多開業 日本国有鉄道広報部／〔編〕 1975  

27. 1976 新幹線 11年のあゆみと現状 新幹線総局広報室／〔編〕 1976  

28. 1976 
新幹線ルートの決定と今後の諸問題 北岡 寛太郎／〔著〕 東北・北海道新幹線計画の影

響評価調査報告書 1976 

29. 1976 
広域高速交通網の開設にともなう影響と商店街の対応 : 新幹線開通地域の事例研究から

全国商店街振興組合連合会 1976 (商店街近代化研究会報告 : 昭和 50年度)  

30. 1976 年鑑代表シナリオ集 1975年版 シナリオ作家協会 編 ダヴィッド社 1976  

31. 1977 新幹線事故 柳田邦男 著 中央公論社 1977 (中公新書)  

32. 1978 少年少女 20世紀の記録 17 夢の超特急 関門海底トンネル あかね書房 1978 

33. 1978 パイロット・鉄道マンへの道 鍛治壮一, 種村直樹 著 ポプラ社 1978 (君たちの将来は)  

34. 1979 誤認逮捕 夏樹静子 [著] 講談社 1979 (講談社文庫)  

35. 1980 
The Shinkansen イラストでみる新幹線の技術 海外鉄道技術協力協会／編 オ−ム社 

1980  

36. 1980 恋愛新幹線 阿部牧郎 著 サンケイ出版 1980  

37. 1981 
新幹線問題と道南の地域開発 : 木古内地区林協創立三十周年記念講演から 田畑 允／

著 1981  

38. 1981 特急列車 関崇博 著 保育社 1981 (ジュニア図鑑)  

39. 1981 
はるかなる鉄路 : 鉄道の歴史をきずいた人たち 手島悠介 作,依光隆 絵 PHP 研究所 

1981 (PHPこころのノンフィクション ; 6)  

40. 1983 新幹線 講談社 1983 (パーフェクトシリーズ)  

41. 1983 電卓と新幹線 : 先端技術ニッポンの傑作 刀禰館正久 著 新潮社 1983  

42. 1983 青函トンネルは新国土 西野 清太郎 著 ［北海道新幹線開通促進同盟］ 1983  

43. 1983 国鉄特急 講談社 1983 (パーフェクトシリーズ)  

44. 1983 鉄道 : 鉄道と産業 原田勝正 著 あいうえお館 1983 (図説・日本の産業 ; 15)  

45. 1983 
航空新幹線 : 日本ほど飛行機に適した国はない! 清水馨八郎 著 光文社 1983 (カッ

パ・ビジネス)  

46. 1983 幻の指定席 山村美紗 著 文芸春秋 1983 (文春文庫)  

47. 1983 
東北新幹線殺人旅行  : 長篇トラベル・ミステリー  斎藤栄 [著] 徳間書店 1982 

(Tokuma novels)  
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48. 1983 東北新幹線殺人事件 : 長編推理小説 西村京太郎 著 光文社 1983 (カッパ・ノベルス)  

49. 1983 77便に何が起きたか 夏樹静子 [著] 角川書店 1983 (角川文庫)  

50. 1983 新幹線の旅 西尾源太郎, 諸河久 著 保育社 1983 (ジュニア図鑑)  

51. 1983 ママといっしょうたのえほん 3 はしれちょうとっきゅう 小学館 1983.6 

52. 1984 
寝台超特急ひかり殺人事件 新幹線トラベル推理 辻 真先著 講談社 1984.12（講談社

ノベルス） 

53. 1984 
寝台超特急ひかり殺人事件 : 新幹線トラベル推理 辻真先 著 講談社 1984 (講談社ノ

ベルス)  

54. 1985 東北・上越新幹線 岡山惇 著 中央公論社 1985 (中公新書)  

55. 1986 
整備新幹線とはなにか : 地域の活性化と高速交通の将来像 三菱総合研究所事業戦略研

究室 編 清文社 1986  

56. 1987 新幹線の事典 : 気軽に読めるハンディ百科 三省堂 1987 (サン・レキシカ ; 41)  

57. 1987 
二階建新幹線殺人旅行 : 長篇トラベル・ミステリー 斎藤栄 [著] 徳間書店 1987 

(Tokuma novels)  

58. 1988 新幹線事情大研究 川島令三 著 草思社 1988  

59. 1988 
高速文明の地域問題 : 東北新幹線の建設・紛争と社会的影響 舩橋晴俊 [ほか]著 有斐

閣 1988 (有斐閣選書)  

60. 1989 
リニア中央新幹線 : 産業界を直撃するその経済効果 白沢照雄 著 教育社 1989 (B6

シリーズ)  

61. 1989 
図説リニア新幹線 : 東京～大阪・1時間時代の人と街 藤沢研二 著 光文社 1989 (カ

ッパ・ビジネス)  

62. 1989 
21世紀高速鉄道網 : リニアモーターカー・ＨＳＳＴ 新幹線・ミニ新幹線 工業時事通

信社 1989  

63. 1989 
ダンボールごう空へ 小森良子 さく,宮前保彦 え 新日本出版社 1989 (新日本おはなし

文庫)  

64. 1990 昭和 : 二万日の全記録 第 13巻 講談社 編 講談社 1990  

65. 1990 二階建新幹線殺人旅行 斎藤栄 著 徳間書店 1990 (徳間文庫)  

66. 1990 新幹線多重衝突セヨ 和久峻三 [著] 角川書店 1990 (角川文庫)  

67. 1991 新幹線はでかい! 所ジョージ 著 NTT出版 1991  

68. 1991 東海道水の旅 中西準子 著 岩波書店 1991 (岩波ジュニア新書)  

69. 1992 
新聞集成昭和編年史 昭和 15 年度版 1 明治大正昭和新聞研究会 編集製作 新聞資料出

版 1992  

70. 1992 
新聞集成昭和編年史 昭和 14 年度版 1 明治大正昭和新聞研究会 編集製作 新聞資料出

版 1992  

71. 1992 新幹線 松本典久 文,栗原隆司 写真 講談社 1992 (講談社パノラマ図鑑 ; 12)  

72. 1992 
北海道新幹線の早期着工及び東北新幹線盛岡・青森間の全線フル規格化の必要性等に関す

る調査研究 : 中間報告 Ｔｈｅ新幹線フォーラム／編 Ｔｈｅ新幹線フォーラム 1992  

73. 1992 リニア新幹線物語 久野万太郎 著 同友館 1992  
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74. 1992 
北海道における新幹線鉄道に関する道民の意識調査結果 北海道未来総合研究所／編 北

海道未来総合研究所 1992  

75. 1992 北海道新幹線の社会経済的波及効果に関する調査研究報告書（要約版） 1992 

76. 1992 
テクノスーパーライナー シンポジウム in北海道 : 海の新幹線による北海道の発展を目

指して 1992 

77. 1992 
TGV(フランス新幹線)殺人事件 アラン・フォージャ 著,長島良三 訳 光文社 1992 (光

文社文庫)  

78. 1993 地域と自治体 第 21集 自治体問題研究所 編 自治体研究社 1993  

79. 1993 超高速に挑む : 新幹線開発に賭けた男たち 碇義朗 著 文芸春秋 1993  

80. 1993 
北海道新幹線の早期着工及び東北新幹線盛岡・青森間の全線フル規格化の必要性等に関す

る調査研究 The新幹線フォーラム 1993  

81. 1993 新幹線「安全神話」が壊れる日 桜井淳 著 講談社 1993  

82. 1993 
熱き闘いの日々 : 整備新幹線に賭けた男のロマン 小里貞利 著 東京貞山会出版部 

1993  

83. 1993 青函アート展 : 青函トンネルに新幹線を 青森県立郷土館 1993  

84. 1993 山形新幹線「つばさ」殺人事件 西村京太郎 著 光文社 1993 (カッパ・ノベルス)  

85. 1994 
新幹線フォーラム報告書 北海道新幹線建設促進期成会 北海道新幹線建設促進期成会事

務局 1994  

86. 1994 弾丸列車 幻の東京発北京行き超特急 前間/孝則著 実業之日本社 1994.12 

87. 1994 
ぼくのとうきょうえきたんけん 新冬二 ぶん,田代三善 え 小峰書店 1994 (のりものえ

ほん)  

88. 1995 新幹線 諸河久, 松本典久 共著 保育社 1995 (カラーブックス ; 882)  

89. 1995 
新幹線フォーラム報告書 : 北のシルクロードと新幹線 ’95 北海道新幹線建設促進期成

会事務局 1995  

90. 1995 

ＳＬから北海道新幹線へ : その歩みを振り返ってみて 1976 (北海道立青函トンネル記

念館特別展展示目録 : 第 3 回) 北海道の未来形。新幹線の時代へ。 : 東京−札幌・4 時

間の夢、あなたの心と力で実現。 1995 

91. 1996 
整備新幹線を核とした長万部町地域振興計画（構想） 平成 8 年 4 月 長万部町／〔編〕 

1996  

92. 1996 

北海道新幹線関係資料 〔2〕 北海道新幹線建設促進期成会,北海道新幹線建設促進期成会,

北海道総合企画部新幹線対策室,大野町,北海道総合企画部新幹線対策室,大野町新幹線推

進室,北海道新幹線建設促進期成会 1996  

93. 1996 
新幹線 : 高速大量輸送のしくみ 海老原浩一 著 交通研究協会 1996 (交通ブックス ; 

109)  

94. 1997 
北海道新幹線の需用予測と収支採算性について（概要） 北海道新幹線建設促進期成会／

〔編〕 1997  

95. 1997 
東北新幹線の早期完成を北海道新幹線の早期着工を : 地球にやさしい新世紀 東北・北

海道新幹線建設促進三道県協議会 1997  

96. 1997 
新幹線秋田「こまち」殺人事件 吉村達也 著 角川書店 1997 (カドカワ・エンタテイン

メント)  

97. 1998 ポプラこどもずかん 8 松沢‖正二 ポプラ社 1998  

98. 1998 新幹線がなかったら 山之内秀一郎 著 東京新聞出版局 1998  



p. 5 
 

99. 1998 
鉄道考古学を歩く : 古レールから成田新幹線まで、遺跡・遺物が語る鉄道物語 浅野明彦 

著 JTB 1998 (JTBキャンブックス)  

100. 1998 
北海道新幹線「新青森・札幌間」概要図 北海道地図札幌支店 ［編］ 北海道地図札幌支

店 1998  

101. 1998 目撃 : 早朝新幹線が運ぶ殺意 津村秀介 著 徳間書店 1998  

102. 1998 
謀略軌道 : 新幹線最終指令 北上秋彦 著 角川書店 1998 (カドカワ・エンタテインメ

ント)  

103. 1998 
上高地・芦ノ湖殺人事件 : 山形新幹線・つばさ 100号の「乗客」 : 長編推理小説 津村

秀介 著 光文社 1998 (光文社文庫)  

104. 1998 
秋田新幹線「こまち」殺人事件 : 長編推理小説 西村京太郎 著 光文社 1998 (カッパ・

ノベルス)  

105. 1999 
新幹線<のぞみ 47 号>消失! : 長篇社会派ミステリー 木谷恭介 [著] 徳間書店 1999 

(Tokuma novels)  

106. 1999 
ざしきわらし一郎太の修学旅行 柏葉幸子 作,岡本順 絵 あかね書房 1999 (あかね・新

読み物シリーズ ; 1)  

107. 2000 
プロジェクトＸ挑戦者たち 2 NHK プロジェクトＸ制作班／編 日本放送出版協会 

2000  

108. 2000 新幹線をつくった男 : 島秀雄物語 高橋団吉 著 小学館 2000 (Lapita books)  

109. 2000 
北海道新幹線（新青森・札幌間）環境影響評価準備書（北海道） 〔日本鉄道建設公団／

編〕 北海道開発局 2000  

110. 2000 
北海道新幹線（新青森・札幌間）環境影響評価準備書（北海道） : 要約版 〔日本鉄道建

設公団／編〕 北海道開発局 2000  

111. 2000 
北海道新幹線開業による経済波及効果調査概要 北海道新幹線建設促進期成会／〔編〕 

2000  

112. 2000 
北海道新幹線で変わる旅が、仕事が、暮らしが、未来が 北海道新幹線建設促進期成会 

2000  

113. 2000 
北海道新幹線影響評価準備書の概要（北海道） 日本鉄道建設公団札幌工事事務所／〔〔編〕〕 

2000  

114. 2000 
整備新幹線評価論 : 先入観にとらわれず科学的に評価しよう 中川 大／著,波床 正敏

／著 ピーテック出版部 2000  

115. 2000 
とびだせ新幹線 真島満秀 写真,松尾定行 文・構成 あかね書房 2000 (乗りものパノラ

マシリーズ ; 1)  

116. 2001 ちょうとっきゅうだいしゅうごう ヤングセレクション 実業之日本社 2001.4 

117. 2001 忙中本あり : 新幹線車中読書録 赤松正雄 著 論創社 2001  

118. 2001 
リニア中央新幹線で日本は変わる 中央新幹線沿線学者会議 著 PHP エディターズ・グル

ープ 2001  

119. 2001 北海道新幹線新函館（仮称）駅周辺整備計画計画書 大野町新幹線推進室／編 2001  

120. 2001 北海道新幹線概要図 2001 

121. 2001 
北海道新幹線の開業に伴う並行在来線の在り方に関する調査報告書 トーニチコンサルタ

ント／〔編〕 2001  

122. 2001 北海道新幹線（新青森・札幌間）整備に伴う産業別の経済波及効果の算定調査報告書 2001 

123. 2001 上越新幹線殺人事件 西村京太郎 [著] 講談社 2001 (講談社文庫)  

124. 2002 
海を渡る新幹線 : アジア高速鉄道商戦 読売新聞中部社会部 著 中央公論新社 2002 

(中公新書ラクレ)  
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125. 2002 
ものづくりの危機に立ち向かう : 新幹線"のぞみ"生産現場の技術者の挑戦 石丸靖男 著 

文芸社 2002  

126. 2002 新幹線の謎と不思議 梅原淳 著 東京堂出版 2002  

127. 2002 北海道新幹線概要図 2002 

128. 2002 
わたしが誘拐された? 井口民樹 作,岩本真槻 画 学習研究社 2002 (ファンタジックミ

ステリー館)  

129. 2003 新幹線 : 高速鉄道技術のすべて 高速鉄道研究会 編著 山海堂 2003  

130. 2003 写真で見る日本鉄道建設公団の歩み 日本鉄道建設公団 日本鉄道建設公団 2003  

131. 2003 世界を変えた日本の技術 : 科学読み物 4 石崎‖洋司 学研 2003  

132. 2003 環境問題資料集成 第 8巻 日本科学者会議 編 旬報社 2003  

133. 2003 環境問題資料集成 第 7巻 日本科学者会議 編 旬報社 2003  

134. 2003 
「図説」新幹線全史 : 「スーパーエクスプレス」の歴史・形式・メカニズムを徹底詳解!! 

学習研究社 2003 (歴史群像シリーズ)  

135. 2003 北海道新幹線概要図 2003 

136. 2003 鉄道路なんでもおもしろ事典 浅井建爾 著 東京堂出版 2003  

137. 2004 日本経営史の基礎知識 経営史学会 編 有斐閣 2004 (有斐閣ブックス)  

138. 2004 
平成災害史事典 平成 11 年-平成 15 年 日外アソシエーツ編集部 編 日外アソシエーツ 

2004  

139. 2004 形の科学百科事典 形の科学会 編 朝倉書店 2004  

140. 2004 新幹線 結解学 写真 国土社 2004 (電車ものしりずかん ; 1)  

141. 2004 
新幹線テクノロジー : 0系から 800系九州新幹線の高速車両技術 佐藤芳彦 著 山海堂 

2004  

142. 2005 雪と氷の事典 日本雪氷学会 監修 朝倉書店 2005  

143. 2005 
摩擦への挑戦 : 新幹線からハードディスクまで  日本トライボロジー学会 編 コロナ社 

2005 (新コロナシリーズ ; 52)  

144. 2005 
鉄道建設・土木「秘話」 : 防災・輸送近代化・新幹線への挑戦の記録 久保村圭助 著 日

刊工業新聞社 2005  

145. 2005 
テクノリテラシーとは何か : 巨大事故を読む技術 斎藤了文 著 講談社 2005 (講談社

選書メチエ ; 323)  

146. 2005 
ものづくりの原点-素形材技術 素形材センター素形材技術解説書制作委員会 編 素形材

センター 2005  

147. 2005 新幹線がわかる事典 : 読む・知る・愉しむ 原口隆行 編著 日本実業出版社 2005  

148. 2005 
切手バブルの時代 : 五輪・新幹線切手に踊らされた頃 1961-1966 内藤陽介 著 日本郵

趣出版 2005 (解説・戦後記念切手 ; 3)  

149. 2005 
北海道の鉄道 125 話 : 幌内鉄道の開業から北海道新幹線着工まで : 北海道の鉄道 125

周年記念 太田幸夫 著 富士コンテム 2005  

150. 2005 函館の新幹線問題 2005 
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151. 2005 
山陽新幹線 : 関西・中国・北九州を結ぶ大動脈 南谷昌二郎 著 JTB パブリッシング 

2005 (JTBキャンブックス)  

152. 2006 最速への挑戦 : 新幹線「N700系」開発 読売新聞大阪本社 編 東方出版 2006  

153. 2006 新幹線に乗れない : 農薬被曝列島 長谷川煕 著 築地書館 2006  

154. 2006 
新幹線保線ものがたり : 東海道新幹線、安全・超高速・快適へのあくなき挑戦 仁杉巖 監

修,深澤義朗 編著 山海堂 2006  

155. 2006 
北海道新幹線概要図 鉄道建設・運輸施設整備支援機構北海道新幹線鉄道建設局 ［編］ 鉄

道建設・運輸施設整備支援機構北海道新幹線建設局 2006  

156. 2006 
新幹線安全神話はこうしてつくられた : SKS was born in Nippon 齋藤雅男 著 日刊

工業新聞社 2006 (B&Tブックス)  

157. 2006 北海道新幹線長万部駅周辺整備構想 長万部町／〔編〕 2006  

158. 2006 北海道新幹線 : 道民の熱意で札幌乗入れを実現しよう！！ 2006 

159. 2007 新幹線のしくみ 超特急を支える先進技術と N700までの歩み 新星出版社 2007.8 

160. 2007 
東海道新幹線歴史散歩 : 車窓から愉しむ歴史の宝庫 : カラー版 一坂太郎 著 中央公

論新社 2007 (中公新書)  

161. 2007 
「超図解」鉄道車両を知りつくす : 蒸気機関車から新幹線まで!!車種別にわかる日本の鉄

道車両の構造・技術・発達 川辺謙一 著 学習研究社 2007  

162. 2007 
はっけんずかん「しんかんせん」 : たのしいかわりえ 松尾定行 監修,西片拓史 絵 学習

研究社 2007 (はじめてののりもの絵本)  

163. 2007 
新幹線のしくみ : 超特急を支える先進技術とＮ700 までの歩み 新星出版社編集部／編 

新星出版社 2007 (カラー版徹底図解)  

164. 2007 新幹線ガール 徳渕真利子 著 メディアファクトリー 2007  

165. 2007 まるごと!新幹線 : ビジュアル図解 梅原淳 編 同文舘出版 2007  

166. 2007 新幹線体験ツアーｉｎ仙台絵日記集 2007 

167. 2007 〔北海道新幹線建設促進期成会〕活動報告 平成 18年度 2007 

168. 2007 
全国鉄道博物館 : 鉄道文化の殿堂「鉄道博物館」&全国の施設セレクト 30 白川淳 著 

JTBパブリッシング 2007 (キャンブックス = Can books ; 鉄道 82)  

169. 2007 
おつかいしんかんせん 福田岩緒 作・絵 そうえん社 2007 (そうえん社・日本のえほん ; 

11)  

170. 2007 
しんかんくんうちにくる のぶみ さく あかね書房 2007 (あかね・新えほんシリーズ ; 

33)  

171. 2007 
鉄道の大常識 梅原淳 監修,梅原淳, 広田泉 文 ポプラ社 2007 (これだけは知っておき

たい! ; 37)  

172. 2008 北海道経済の針路 : 新幹線と起業 高向厳 著 北海道新聞社 2008  

173. 2008 北海道新幹線を活用した木古内まちづくり構想 2008 

174. 2008 
北海道新幹線開業はこだて活性化アクションプラン : このまちに暮らす すべての人と

未来をひらくまちづくり 2008 

175. 2008 
図解・TGV vs.新幹線 : 日仏高速鉄道を徹底比較佐藤芳彦 著 講談社 2008 (ブルーバ

ックス ; B-1615) 

176. 2008 新幹線「徹底追究」謎と不思議 梅原淳 著 東京堂出版 2008  
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177. 2008 
超・新幹線が日本を変える : リニア開通 2025年の高速鉄道網 川島令三 著 ベストセラ

ーズ 2008  

178. 2008 
新幹線なるほど教室 北海道旅客鉄道株式会社函館支社／／制作 北海道旅客鉄道株式会

社函館支社 2008  

179. 2008 北海道新幹線、次は札幌へ。 : みんなの熱意で北海道新幹線延伸を加速させよう。 2008 

180. 2008 
整備新幹線問題年表 : 1907−2007 角／一典 編著 法政大学社会学部科研費プロジェ

クト「公共圏と規範理論」 2008  

181. 2008 
しんかんくんようちえんにいく のぶみ さく あかね書房 2008 (あかね・新えほんシ

リーズ ; 37)  

182. 2008 
しんかんせん : 3 さいからのずかん 小賀野実 写真 ひかりのくに 2008 (Super kids 

hyakka ; 3)  

183. 2009 東京オリンピックの社会経済史 老川慶喜 編著 日本経済評論社 2009  

184. 2009 新幹線と車両基地 モリナガ・ヨウ 作 あかね書房 2009 (乗り物ひみつルポ ; 1)  

185. 2009 
超高速列車新幹線対 TGV(ティージーブイ)対 ICE(アイシーイー) 井上孝司 著 秀和シ

ステム 2009  

186. 2009 
くわしくわかる新幹線のしくみ : 図解雑学 : 絵と文章でわかりやすい! 川島令三 監修 

ナツメ社 2009  

187. 2009 
新幹線が一番わかる : 懐かしい新幹線から最新の新幹線までなぜ?どうして?を解き明か

す! 井上孝司 著 技術評論社 2009 (しくみ図解シリーズ ; 001)  

188. 2009 
新幹線、国道 1号を走る : N700系陸送を支える男達の哲学 梅原淳, 東良美季 著 交通

新聞社 2009 (交通新聞社新書 ; 009)  

189. 2009 
発見!探検!工場見学 : ものづくりの心を育み産業学習に役立つ 6 (乗り物の工場) 中村

智彦 監修 学習研究社 2009  

190. 2009 
〈超図説〉鉄道路線・施設を知りつくす : 駅、車両基地から軌道、トンネルまで「つく

る」という視点から日本の鉄道システムを詳解 都市鉄道研究会 著 学習研究社 2009  

191. 2009 
きみも鉄道(レール)マスターをめざせ!新幹線クイズ 100 坂正博 著 そうえん社 2009 

(鉄男と鉄子の鉄道の本 ; 4)  

192. 2009 
ボクと新幹線 : 北海道新幹線について 札幌市市民まちづくり局新幹線推進室／編集,ス

ノウバグズ／制作 2009  

193. 2009 
またあなたから買いたい! : カリスマ新幹線アテンダントの一瞬で心をつかむ技術 齋藤

泉 著 徳間書店 2009  

194. 2009 北海道の私鉄車両 22 澤内／一晃 著,星／良助 著 鉄道友の会 2009  

195. 2009 
ぜんこく電車スーパーずかん 1 (しんかんせん) 牧野和人 写真,長谷川章 監修 ポプラ社 

2009 

196. 2010 
首都圏の電車いまむかし 100 点 広田尚敬, 広田泉 写真,坂正博 構成・文 講談社 

2010 (講談社のアルバムシリーズ. のりものアルバム ; 21)  

197. 2010 
大きな運転席図鑑 : きょうからぼくは運転手 元浦年康 写真 学研教育出版 2010 (大

きなたいけん図鑑シリーズ)  

198. 2010 
2015年度末北海道新幹線開業（予定） : つながる！ひろがる！北海道新幹線 ［北海道

総合政策部交通政策局北海道新幹線推進室］ 2010  

199. 2010 
図説日本の鉄道クロニクル : 時代と技術で読み解く鉄道史 第 6 巻 講談社 編,三宅俊彦 

監修 講談社 2010  

200. 2010 新幹線の運転 : 運転士が見た鉄道の舞台裏 にわあつし 著 ベストセラーズ 2010  

201. 2010 西日本の電車おもしろ百科 学研パブリッシング 2010 (きらり!好奇心)  

202. 2010 
私の青森駅～思い出 800字 ボクとワタシの新幹線～夢を語ろう 400字作品集 青森編

集会議 2010  
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203. 2010 鉄道の世界史 小池滋, 青木栄一, 和久田康雄 編 悠書館 2010  

204. 2010 
新幹線大爆破 ジョゼフ・ランス, 加藤阿礼 著,駒月雅子 訳 論創社 2010 (論創海外ミ

ステリ ; 93)  

205. 2010 はやいぞ!かっこいいぞ!新幹線大集合! イカロス出版 2010 (イカロスmook)  

206. 2010 
すごいな!九州と中国・四国ののりもの : 新幹線・特急列車 私鉄・路面電車 柏原治 監修 

成美堂出版 2010 (のりもの写真えほん ; 11)  

207. 2010 
図説日本の鉄道クロニクル 6 新幹線誕生 三宅/俊彦監修 講談社 2010.9 （カラー

版徹底図解） 

208. 2010 
昭和三十九年の鉄道旅行 新幹線、東京オリンピックを走る 鉄道タイムトラベルシリー

ズ Vol.3 ネコ・パブリッシング 2010.10 （NEKO MOOK ） 

209. 2010 
昭和十年の鉄道旅行 満鉄「あじあ」へ、仮想超特急の旅路 鉄道タイムトラベルシリー

ズ Vol.2 ネコ・パブリッシング 2010.12（NEKO MOOK ） 

210. 2011 
新幹線ファーストガイド  新時代を走りはじめた“夢の超特急”たち  交通新聞社 

2011.5 （トラベルムック 鉄道ダイヤ情報 PREMIUM） 

211. 2011 
函館冬ナビ 北海道新幹線新函館開業対策推進機構 編 北海道新幹線新函館開業対策推

進機構 2011  

212. 2011 
経済政策ジャーナル 第 8 巻第 2 号（2011） 日本経済政策学会 編 日本経済政策学会 

2011  

213. 2011 新幹線 小賀野実 監修・写真 ポプラ社 2011 (大解説!のりもの図鑑 DX ; 4)  

214. 2011 新幹線・特急 1000 : 全国名車決定版! : ニューワイドずかん百科 学研教育出版 2011  

215. 2011 
自然に学ぶものづくり図鑑 : かたち・しくみ・動き : 繊維から家電・乗り物まで 赤池学 

監修 PHP研究所 2011  

216. 2011 新幹線ものしり百科 学研パブリッシング 2011 (きらり!好奇心)  

217. 2011 必要か、リニア新幹線 橋山禮治郎 著 岩波書店 2011  

218. 2011 レールパックで新幹線に安く乗ろう! 鉄道旅行なび 編 クラッセ 2011 (Klasse books)  

219. 2011 新幹線札幌へ 1～4 ［朝日新聞北海道支社］ 2011  

220. 2011 新幹線しゅっぱつ! 鎌田歩 作 福音館書店 2011 (ランドセルブックス)  

221. 2011 
新幹線のたび : はやぶさ・のぞみ・さくらで日本縦断 コマヤスカン 作 講談社 2011 

(講談社の創作絵本)  

222. 2012 
奇跡の新幹線 : 開業、震災、そして 30年 新潟県立歴史博物館／編 新潟県立歴史博物

館 2012  

223. 2012 
魅力あふれる秋冬の函館へ出かけよう : 2015年開業（予定）北海道新幹線開業で、ぐっ

と近くに。もっと身近に！ ［読売新聞北海道支社］ 2012  

224. 2012 おしごと制服図鑑 : 制服をみれば仕事のひみつがわかる! 講談社 編 講談社 2012  

225. 2012 
新幹線とリニア半世紀の挑戦 : 世界に冠たる「安全思想」はどう構築されたか 村串栄一 

著 光文社 2012  

226. 2012 
徹底詳解リニア中央新幹線のすべて : 2027 年開業を完全シミュレーション！ 川島 令

三／著 廣済堂出版 2012  

227. 2012 
北海道新幹線『札幌延伸』へのあゆみ 北海道新幹線建設促進期成会 ［編］ 北海道新幹

線建設促進期成会 2012  

228. 2012 新幹線 vs航空機 堀内重人 著 東京堂出版 2012  
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229. 2012 
新幹線お掃除の天使たち : 「世界一の現場力」はどう生まれたか? 遠藤功 著 あさ出版 

2012  

230. 2012 
図解・新幹線運行のメカニズム : ダイヤ作成から、出発準備、保守点検まで 川辺謙一 著 

講談社 2012 (ブルーバックス ; B-1779)  

231. 2012 
敬太とかわうそ : 第 15回「伊豆文学賞」優秀作品集 伊豆文学フェスティバル実行委員

会 編 羽衣出版 2012  

232. 2012 ごとんごとんごー! 新井洋行 作・絵 講談社 2012 (講談社の幼児えほん)  

233. 2012 見学しよう工事現場 5 (線路) 溝渕利明 監修 ほるぷ出版 2012  

234. 2013 危ないリニア新幹線 リニア・市民ネット 編著 緑風出版 2013  

235. 2013 奇跡の職場 : 新幹線清掃チームの"働く誇り" 矢部輝夫 著 あさ出版 2013  

236. 2013 
新幹線を新千歳空港に直結せよ! : TPP危機を乗り越える開拓四世の北海道・真独立論 中

前茂之 著 中西出版 2013  

237. 2013 鉄道 近藤圭一郎 監修 ポプラ社 2013 (ポプラディア大図鑑WONDA ; 5)  

238. 2014 
浪漫函館 : 2015年度末北海道新幹線開業 ［2014年版］ ぎょうせい 制作 ［函館市］ 

2014  

239. 2014 
東京オリンピックと新幹線 : 1964 年は、新しいニッポンのはじまりでした。 東京都江

戸東京博物館／編著,行吉 正一／編著,米山 淳一／編著 青幻舎 2014  

240. 2014 新幹線を航空機に変えた男たち : 超高速化 50年の奇跡 前間孝則 著 さくら舎 2014  

241. 2014 
リニア新幹線 : 巨大プロジェクトの「真実」 橋山禮治郎 著 集英社 2014 (集英社新

書 ; 0731)  

242. 2014 新幹線 50年 : From A to Z : A編成から Z編成まで 松尾定行 著 東京堂出版 2014  

243. 2014 
新幹線 50 年の技術史 : 高速鉄道の歩みと未来 曽根悟 著 講談社 2014 (ブルーバッ

クス ; B-1863)  

244. 2014 
図解地図と歴史で読み解く!鉄道のひみつ : 幕末の鉄道計画からリニア中央新幹線まで 

日本の鉄道愛好会 著 PHP研究所 2014  

245. 2014 
鉄道がつくった日本の近代 高階秀爾, 芳賀徹, 老川慶喜, 高木博志 編・著,東日本鉄道文

化財団 監修 成山堂書店 2014  

246. 2014 
東海道新幹線と首都高 : 50 + 50 : 1964東京オリンピックに始まる 50年の軌跡 家田

仁, 安藤憲一, 小菅俊一 編, 土木学会 2014  

247. 2015 
新幹線の歴史 : 政治と経営のダイナミズム 佐藤信之 著 中央公論新社 2015 (中公新

書 ; 2308)  

248. 2015 
「夢の超特急」誕生 : 秘蔵写真で見る東海道新幹線開発史 交通新聞社新書編集部 編著 

交通新聞社 2015 (交通新聞社新書)  

 


