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＜所蔵目録について＞

この目録は、2022年（令和4年）のこどもの読書週間特別展示

『ガタンゴトン ガタンゴトン 鉄道大好き！』のために作成した。

収録作品については、2022年（令和4年）4月23日(土)～5月15日(日)の期間、

本館2階の児童コーナーにて展示した。

＜資料の収集対象について＞

2022年（令和4年）4月現在、鎌ケ谷市立図書館で所蔵している資料を対象としている。

①鉄道に関する児童書

②鉄道に関する児童文学

③鉄道に関する絵本

④鎌ケ谷市と関連のある鉄道会社の資料

⑤鉄道の視聴覚（DVD）資料

＜記載項目について＞

当館の書誌に基づく請求記号順とする。

請求記号が同じ場合は出版社のあいうえお順とし、

同一出版社の場合は書名のあいうえお順とする。

ただし、シリーズがある場合はシリーズを優先した。

＜その他＞

貸出し禁止資料については欄外に「禁」、

シリーズがある資料については欄外に「●」を記載した。

また、一般資料（郷土資料・視聴覚資料）については欄外に「★」を記載した。



①鉄道に関する児童書

書名 著者名 出版社 請求記号

1
ちしきのぽけっと 3

ぼくの町に電車がきた
鈴木 まもる/著 岩崎書店 516

2 いつかのりたい世界と日本の豪華列車
桜井 寛/写真
板谷 成雄/文・構成

あかね書房 536

3 かっこいい新幹線大集合 小賀野 実/写真・文・構成 あかね書房 536

4 しゅっぱつSL・トロッコ
真島 満秀/写真
松尾 定行/文

あかね書房 536

5 すごいぞ電車特急
真島 満秀/写真
松尾 定行/文・構成・写真協力

あかね書房 536

6 すすめJR・私鉄電車
真島 満秀/写真
松尾 定行/文

あかね書房 536

7 のってみたいな特急列車
真島 満秀/写真
松尾 定行/文

あかね書房 536

8 はしれまちの電車
真島 満秀/写真
松尾 定行/文・構成・写真協力

あかね書房 536

9 はやいはやい新幹線 のぞみ 小賀野 実/写真・文・構成 あかね書房 536

10 はたらく鉄道
物をはこぶ車両

鉄太郎/監修
こどもくらぶ/編

あすなろ書房 536

11 ようこそ世界の特急
桜井 寛/写真
板谷 成雄/文・構成

あかね書房 536

12
岩波フォト絵本

電車の写真家
広田 尚敬/文・写真 岩波書店 536

13
のりものくらべ ③

電車や てつ道

相馬 仁/監修
元浦 年康/ほか写真
ネイチャー&サイエンス/編著

偕成社 536

14
ニューワイドずかん百科

全国完全版 日本の電車1500
 学習研究社 536

15
乗りMONO百科
電車 1

真島 満秀/写真
松尾 定行/構成

学習研究社 536

16
ひとりでよめるずかん

でんしゃ
 学研プラス 536



書名 著者名 出版社 請求記号

17 のりものスーパーずかん2237   学研プラス 536

18
のりものアルバム ①

新JR特急・超特急100点

広田 尚敬/写真
広田 泉/写真
坂 正博/構成・文

講談社 536

19
のりものアルバム 28

新たのしい鉄道ベスト100点

広田 尚敬/写真
広田 泉/写真
坂 正博/構成・文

講談社 536

20
のりものアルバムシリーズ

新東京[首都圏]の電車100点

広田 尚敬/写真
広田 泉/写真
坂 正博/構成・文

講談社 536

21
新・ニューパーフェクト 12

世界の特急
南 正時/写真
松尾 定行/構成・文

講談社 536

22
BCキッズ スーパーずかんえほん

でんしゃ いっぱい
 講談社 536

23
はじめてずかん

だいすき! しんかんせん&でんしゃ
マシマ・レイルウェイ・ピク
チャーズ/写真・監修

交通新聞社 536

24
大集合!鉄道パーフェクト図鑑

観光列車・SL
国土社編集部/編 国土社 536

25 JRあたらしいとっきゅうずかん
松本 典久/文
RGG/写真

小峰書店 536

26 あたらしい 新幹線大集合!
松本 典久/文
RGG/写真

小峰書店 536

27 あたらしい関西のでんしゃずかん
松本 典久/ぶん
RGG/しゃしん

小峰書店 536

28 あたらしい新幹線ずかん
松本 典久/文
RGG/写真

小峰書店 536

29
こみね のりもの 写真えほん 5

でんしゃあいうえお
持田 昭俊/文・写真 小峰書店 536

30 たのしいでんしゃウォッチング
東京編

別當 律子/文
井上 広和/写真

小峰書店 536

31 でんしゃの顔 持田 昭俊/文・写真 小峰書店 536

32 とっきゅうJAPAN! もちだ あきとし/ぶん・しゃしん 小峰書店 536

33 のってみたいな たのしい とっきゅうずかん
松本 典久/文
RGG/写真

小峰書店 536



書名 著者名 出版社 請求記号

34 のってみよう! 蒸気機関車 持田 昭俊/文・写真 小峰書店 536

35 のりもの運転席ずかん
松本 典久/文
井上 広和/写真

小峰書店 536

36 ぼくのまちの路面電車 井上 広和/文・写真 小峰書店 536

37 寝台特急カシオペア
松本 典久/文
レイルマンフォトオフィス/写真

小峰書店 536

38 新・東京のでんしゃずかん
松本 典久/文
井上 広和/写真

小峰書店 536

39 東海のでんしゃずかん
松本 典久/文
RGG/写真

小峰書店 536

40
小学館の図鑑NEO

鉄道

長根 広和/指導・執筆
土屋 武之/指導・執筆
マシマ・レイルウェイ・ピク
チャーズ/写真撮影

小学館 R536 禁

41
のりもの写真えほん ②

はやいぞ特急電車
新幹線・JR特急・私鉄特急

いのうえ・こーいち/監修 成美堂出版 536

42
のりもの写真えほん ⑤

のりものあつまれ!
鉄道・自動車・飛行機・船

山田 廸生/監修 成美堂出版 536

43
チャイルドブックこども百科

電車いっぱい図鑑 いろいろ400
海老原 美宜男/監修

チャイルド本
社

536

44 プラレールで電車をおぼえる大百科 「旅と鉄道」編集部/編 天夢人 536

45
こども写真ひゃっか

電車 大集合!
山﨑 友也/著 永岡書店 536

46
人気のひみつをさぐろう!

日本の電車大研究
路面電車からリニアモーターカーまで

川島 令三/監修
造事務所/編集・構成

PHP研究所 536

47 機関車・電車の歴史 山本 忠敬/著 福音館書店 536

48
福音館ののりものずかん

でんしゃにのった
西村 慶明/さく 福音館書店 536

49
これだけは知っておきたい 17

乗りものの大常識
松澤 正二/監修
山内 ススム/文

ポプラ社 536

50 のりもの 2000
完全保存版

小賀野 実/監修・写真 ポプラ社 536



書名 著者名 出版社 請求記号

51 のりもの日本一周!  小賀野 実/監修・写真 ポプラ社 536

52
みぢかなふしぎ絵本 ⑤

しんかんせんは どうして はやいの?
横山 正/文
岡本 順/絵

ポプラ社 536

53
大解説! のりもの図鑑DX ②

特急列車
小賀野 実/監修・写真 ポプラ社 536

54
大解説! のりもの図鑑DX ⑦

列車大集合
小賀野 実/監修・写真 ポプラ社 536

55
新・ニューパーフェクト 5

電車
荒川 好夫/写真
松尾 定行/構成・文

講談社 540

56
新・ニューパーフェクト 13

電車なんでも百科
海老原 美宜男/写真・構成・文 講談社 540

57 きしゃにのって いってきます!
大井川鉄道の旅

松本 典久/文
井上 広和/写真

小峰書店 540

58 ぐるぐるまわる おおさかかんじょうせん
松本 典久/文
井上 広和/写真

小峰書店 540

59 ぼくは 5000がた でんしゃ
上田交通別所線のはる・なつ・あき・ふゆ

井上 広和/文・写真 小峰書店 540

60
乗り物ひみつルポ 1

新幹線と車両基地
モリナガ・ヨウ/著 あかね書房 546

61
新・ニューパーフェクト 8

地下鉄
海老原 美宜男/写真・構成・文 講談社 546

62 小田急ロマンスカー・VSEにのろう!
松本 典久/文
レイルマンフォトオフィス/写真

小峰書店 546

63
こみね のりもの 写真えほん

しんかんせんいま・むかし
E7系から0系まで

持田 昭俊/文・写真 小峰書店 546

64
のりものいっぱいずかん ⑥

しんかんせん

跡土技術/写真
海老原 美宜男/写真
松本 典久/構成・文

小学館 546

65
のりもの写真えほん ④

のりたいな!新幹線
すべての新幹線、大集合!

柏原 治/監修 成美堂出版 546

66
のりもの写真えほん

たのしいな! 東京の電車・新幹線
新幹線から通勤電車まで

柏原 治/監修 成美堂出版 546



書名 著者名 出版社 請求記号

67
のりものずかん ③

私鉄のとっきゅう
諸河 久/著 保育社 546

68
大解説! のりもの図鑑DX ④

新幹線
小賀野 実/監修・写真 ポプラ社 546

69
大解説! のりもの図鑑DX ⑤

日本全国の電車
小賀野 実/監修・写真 ポプラ社 546

70 みたい しりたい 世界のおもしろ鉄道
桜井 寛/写真
板谷 成雄/文・構成

あかね書房 686

71
東京私鉄図鑑
おもしろい電車がたくさん きみはいくつ乗ったことが
あるかな?

 イカロス出版 686

72
決定版 新幹線大百科 第1巻

新幹線の全国路線と車両
坂 正博/監修 岩崎書店 686

73
決定版 新幹線大百科 第2巻

新幹線のしくみと安全のシステム
坂 正博/監修 岩崎書店 686

74
決定版 新幹線大百科 第3巻

新幹線の歴史と未来
坂 正博/監修 岩崎書店 686

75
決定版 新幹線大百科 第4巻

新幹線ではたらく人びと
坂 正博/監修 岩崎書店 686

76
ここが知りたい! 日本の鉄道 1

新線と廃線
時代・社会に合わせて変化する鉄道の役割

小林 寛則/著
こどもくらぶ/編

旺文社 686

77
ここが知りたい! 日本の鉄道 2

山と海の鉄道
日本独特の地形にいどむ鉄道の知恵

小林 寛則/著
こどもくらぶ/編

旺文社 686

78
ここが知りたい! 日本の鉄道 3

寒い地域・暖かい地域の鉄道
日本の多様な気候に合わせた鉄道の工夫

小林 寛則/著
こどもくらぶ/編

旺文社 686

79
鉄道でアジアが見える!

韓国・北朝鮮の鉄道
韓国高速列車KTX朝鮮鉄道

秋山 芳弘/著
こどもくらぶ/編

旺文社 686

80
鉄道でアジアが見える!

中央アジアの鉄道
シルクロード鉄道

秋山 芳弘/著
こどもくらぶ/編

旺文社 686

81
鉄道でアジアが見える!

東南アジアの鉄道オリエンタル急行 タイ
鉄道 泰緬鉄道

秋山 芳弘/著
こどもくらぶ/編

旺文社 686

82
鉄道でヨーロッパが見える!

ロシアの鉄道
シベリア鉄道 東清鉄道

秋山 芳弘/著
こどもくらぶ/編

旺文社 686



書名 著者名 出版社 請求記号

83
東京の電車に乗ろう!
かっこいい特急電車も登場 JR・私鉄・地下鉄の電車
と駅が大集合!

旺文社 686

84 日本全国 特急列車に乗ろう！
特急ものしり大図鑑

旺文社 686

85
小湊鐵道沿線の旅

出発進行! 里山トロッコ列車
かこ さとし/作・絵 偕成社 686

86
学研まんがでよくわかるシリーズ 特別版

エキナカのひみつ
東京駅ってすごい!

まさや ようこ/まんが
WILLこども知育研究所/構成

学研プラス 686

87
シリーズおしごとのおはなし 電車の運転士

おしいれ電車おしごとのおはなし
最上 一平/作
クボ 桂汰/絵

講談社 686

88 関西の鉄道まるごと大図鑑
今田 保/文
野沢 敬次/写真

講談社 686

89
トラベルMOOK

君も!鉄道マイスター首都圏
鉄道のこと何でも教えちゃおう!

 交通新聞社 686

90
ぷち鉄ブックス

鉄道いっぱい! 日本地図の本
松本 典久/監修・文 交通新聞社 686

91 うみのでんしゃ ぼくらの江ノ電 中島 章作/文と絵 小峰書店 686

92 JRまわるまわるやまのてせん
砂田 弘/文
吉岡 清彦/写真
堀田 順/写真

小峰書店 686

93
こみねのりもの写真えほん

東京のでんしゃのいちにち
もちだ あきとし/ぶん・しゃしん 小峰書店 686

94
こみね のりもの 写真えほん 2

はしれ!ぐるぐる やまのてせん
持田 昭俊/文・写真 小峰書店 686

95 日本のてつどう なんでもいちばん!
別當 律子/文
RGG/写真

小峰書店 686

96 はしれ、二階だて新幹線  
松本 典久/文
RGG/写真

小峰書店 686

97 まちからうみへ はしれ江ノ電 持田 昭俊/文・写真 小峰書店 686

98 たんけん絵本東京駅
JR電車・新幹線・パノラマつき!

濱 美由紀/作画 小学館 686



書名 著者名 出版社 請求記号

99
なるほどkids

日本全国特急列車に乗ろう!特急ものしり
大図鑑

 昭文社 686

100
おおさかの電車大百科
関西圏を走るカラフルな電車たち
（改訂版）

「旅と鉄道」編集部/編 天夢人 686

101 とうきょうの電車大百科
首都圏を走るカラフルな電車たち

旅と鉄道編集部/編 天夢人 686

102 なごやの電車大百科
中部地方を走るカラフルな電車たち

「旅と鉄道」編集部/編 天夢人 686

103 はたらく電車大百科
安全を守る電車たちが大集合!

「旅と鉄道」編集部/編 天夢人 686

104 鉄道ものしり大百科
電車、機関車、新幹線…鉄道のキホンがわかる

「旅と鉄道」編集部/編 天夢人 686

105 日本全国特急大百科
特急列車が大集合!

「旅と鉄道」編集部/編 天夢人 686

106
たんけんしよう!

駅の大図鑑
全国をむすぶ身近な交通

川島 令三/監修 PHP研究所 686

107
たくさんのふしぎ傑作集

海べをはしる人車鉄道
東海道線のいま、むかし

横溝 英一/文・絵 福音館書店 686

108
たくさんのふしぎ傑作集

黒部の谷のトロッコ電車
横溝 英一/文・絵 福音館書店 686

109
たくさんのふしぎ傑作集

スイス鉄道ものがたり
宮脇 俊三/文
黒岩 保美/絵

福音館書店 686

110
電車を見よう! 撮ろう! 乗ろう!

日本鉄道地図鑑
地理情報開発/編 平凡社 686

111
これだけは知っておきたい （37）

鉄道の大常識
梅原 淳/監修・文
広田 泉/文

ポプラ社 686

112
徹底ガイド!

北海道新幹線まるわかりBOOK  マイナビ出版 686

113
みんなが知りたい!

鉄道のすべて
この一冊でしっかりわかる

「鉄道のすべて」編集室/著
メイツユニ
バーサルコン
テンツ

686



②鉄道に関する児童文学

書名 著者名 出版社 請求記号

1 電車のすきな歯医者さん
安藤 美紀夫/作
伴 つごう/絵

国土社 913-ア

2 いえでででんしゃ
あさの あつこ/作
佐藤 真紀子/画

新日本出版社 913-ア

3 いえでででんしゃ、しゅっぱつしんこう!
あさの あつこ/作
佐藤 真紀子/画

新日本出版社 913-ア

4 いえでででんしゃはがんばります。
あさの あつこ/作
佐藤 真紀子/画

新日本出版社 913-ア

5 いえでででんしゃはこしょうちゅう?
あさの あつこ/作
佐藤 真紀子/画

新日本出版社 913-ア

6 はなとしゅうでんしゃ
あまん きみこ/作
葉 祥明/絵

文研出版 913-ア

7 行きたいところへ行ける汽車
今関 信子/著
福田 岩緒/画

新日本出版社 913-イ

8 こども電車 岡田 潤/作・挿画 金の星社 913-オ

9 でんしゃがおうち レイルちゃん
おおたに みねこ/作
100%ORANGE/絵

理論社 913-オ

10 りんご畑の特別列車
柏葉 幸子/作
ひらい たかこ/絵

講談社 913-カ

11
怪談図書館 3

死者の町行き幽霊電車
怪談図書館編集委員会/編
本橋 靖昭/絵

国土社 913-カ ●

12 ふかふかウサギ 夢の特急列車 香山 彬子/作　絵 理論社 913-カ ●

13 広島にチンチン電車の鐘が鳴る
きむら けん/著
高橋 透/装画

汐文社 913-キ

14 おさるでんしゃ
上崎 美恵子
熊川 正雄/画

小学館 913-コ

15 八月の最終列車
古世古 和子/著
井口 文秀/画

新日本出版社 913-コ



書名 著者名 出版社 請求記号

16
ナツカのおばけ事件簿 7

深夜のゆうれい電車
斉藤 洋/著
かたおか まなみ/画

あかね書房 913-サ

17 しんかんせん ドキドキりょこう
さかい 京/作
今井 弓子/画

佑学社 913-サ

18 海辺の町から
佐藤 州男/作
太田 大八/画

理論社 913-サ ●

19 風力鉄道に乗って
斉藤 洋/作
佐々木 マキ/画

理論社 913-サ

20 ゆうれい新幹線とちゅう下車!
杉山 径一/著
末崎 茂樹/画

PHP研究所 913-ス ●

21 チンチン電車が走ってた
菅原 治子/著
吉井 爽子/画

福音館書店 913-ス

22 いねむり電車のけんた
鈴木 喜代春/著
片山 真由美/絵

北水 913-ス

23 さくらの花でんしゃ
瀬尾 七重/著
新野 めぐみ/画

PHP研究所 913-セ

24
「ぼくら」シリーズ 12

ぼくらのミステリー列車
宗田 理/作 ポプラ社 913-ソ ●

25 えりこ、きしゃにのらないもん
高科 正信/作
佐々木 麻こ/画

文渓堂 913-タ

26 コルプス先生汽車へのる 筒井 敬介/著 偕成社 913-ツ

27
ちいさな王さまシリーズ ⑨

あわてた王さまきしゃにのる
寺村 輝夫/作
和歌山 静子/画

理論社 913-テ ●

28 でんしゃにのったかみひこうき
長崎 源之助/作
村上 勉/画

あかね書房 913-ナ

29 とざんでんしゃとモンシロチョウ
長崎 源之助/作
村上 勉/画

あかね書房 913-ナ

30 さよならでんしゃのおばあさん
仲埜 ひろ/作
梅田 俊作/絵

岩崎書店 913-ナ

31 シゲルの銀河鉄道
長崎 源之助/作
山中 冬児/絵

偕成社 913-ナ



書名 著者名 出版社 請求記号

32 おとのさま、でんしゃにのる
中川 ひろたか/作
田中 六大/絵

佼成出版社 913-ナ

33
日本の名作童話 28

電車にのって
竹下 文子/著
鈴木 まもる/画

岩崎書店 913-ニ ●

34 ツトムとでんしゃのカミサマ にしかわ おさむ/ぶん・え 小峰書店 913-ニ ●

35
トヤマのはまちゃん

クロベのトロッコ電車

浜口 駿介/著
浜口 節子/著
ほんま まさえ/画

けやき書房 913-ハ

36 はしれNo.6でんしゃ
浜野 卓也/作
高橋 透/画

佼成出版社 913-ハ

37 でんしゃにのったチョウチョ
浜 たかや/著
鬼藤 あかね/画

PHP研究所 913-ハ

38 一円電車できた ほらちゃん
藤田 千津/作
ふりや かよこ/絵

文研出版 913-フ

39 しりとり電車のハヤイチくん
別司 芳子/作
しんや ゆう子/画

文研出版 913-ベ

40
宮沢賢治童話集 Ⅱ

銀河鉄道の夜
宮沢 賢治/作
春日部 たすく/画

岩波書店 913-ミ ●

41
宮沢賢治絵童話集 ⑬

銀河鉄道の夜

天沢 退二郎/監修
萩原 昌好/監修
東 逸子/画

くもん出版 913-ミ ●

42 汽車にのって
三輪 裕子/作
中釜 浩一郎/絵

講談社 913-ミ

43 ぼくらは鉄道に乗って
三輪 裕子/作
佐藤 真紀子/画

小峰書店 913-ミ

44
水木しげるのおばけ学校 ②

ゆうれい電車
水木 しげる/著 ポプラ社 913-ミ ●

45 どこでもでんしゃ 矢玉 四郎/作・絵 あかね書房 913-ヤ

46 どこでもでんしゃ 矢玉 四郎/作・絵 岩崎書店 913-ヤ



書名 著者名 出版社 請求記号

47
日本のおばけ

おばけ列車
山下 清三/著
まえだ けん/え

けやき書房 913-ヤ ●

48
怪談レストラン ④

幽霊列車レストラン
かとう くみこ/絵 童心社 913-ユ ●

49 ふたごのでんしゃ
渡辺 茂男/作
堀内 誠一/絵

あかね書房 913-ワ

50 ごめんね、傷ついた鳥たちよ
電車運転士の救助活動

井上 こみち/著 ポプラ社 916-イ

51
新・汽車のえほん 1

3だいの機関車

ウィルバート・オードリー/作
レジナルド・ダルビー/絵
桑原 三郎/訳
清水 周裕/訳

ポプラ社 933-オ

52
新・汽車のえほん 2

機関車トーマス

ウィルバート・オードリー/作
レジナルド・ダルビー/絵
桑原 三郎/訳
清水 周裕/訳

ポプラ社 933-オ

53
新・汽車のえほん 3

赤い機関車ジェームス

ウィルバート・オードリー/作
レジナルド・ダルビー/絵
桑原 三郎/訳
清水 周裕/訳

ポプラ社 933-オ

54
新・汽車のえほん 4

がんばれ機関車トーマス

ウィルバート・オードリー/作
レジナルド・ダルビー/絵
桑原 三郎/訳
清水 周裕/訳

ポプラ社 933-オ

55
新・汽車のえほん 5

やっかいな機関車

ウィルバート・オードリー/作
レジナルド・ダルビー/絵
桑原 三郎/訳
清水 周裕/訳

ポプラ社 933-オ

56
新・汽車のえほん 6

みどりの機関車ヘンリー

ウィルバート・オードリー/作
レジナルド・ダルビー/絵
桑原 三郎/訳
清水 周裕/訳

ポプラ社 933-オ

57
新・汽車のえほん 7

機関車トビーのかつやく

ウィルバート・オードリー/作
レジナルド・ダルビー/絵
桑原 三郎/訳
清水 周裕/訳

ポプラ社 933-オ



書名 著者名 出版社 請求記号

58
新・汽車のえほん 8

大きな機関車ゴードン

ウィルバート・オードリー/作
レジナルド・ダルビー/絵
桑原 三郎/訳
清水 周裕/訳

ポプラ社 933-オ

59
新・汽車のえほん 9

青い機関車エドワード

ウィルバート・オードリー/作
レジナルド・ダルビー/絵
桑原 三郎/訳
清水 周裕/訳

ポプラ社 933-オ

60
新・汽車のえほん 10

4だいの小さな機関車

ウィルバート・オードリー/作
レジナルド・ダルビー/絵
桑原 三郎/訳
清水 周裕/訳

ポプラ社 933-オ

61
新・汽車のえほん 11

ちびっこ機関車パーシー

ウィルバート・オードリー/作
レジナルド・ダルビー/絵
桑原 三郎/訳
清水 周裕/訳

ポプラ社 933-オ

62
新・汽車のえほん 12

8だいの機関車

ウィルバート・オードリー/作
ジョン・ケニー/絵
桑原 三郎/訳
清水 周裕/訳

ポプラ社 933-オ

63
新・汽車のえほん 13

ダックとディーゼル機関車

ウィルバート・オードリー/作
ジョン・ケニー/絵
桑原 三郎/訳
清水 周裕/訳

ポプラ社 933-オ

64
新・汽車のえほん 14

小さなふるい機関車

ウィルバート・オードリー/作
ジョン・ケニー/絵
桑原 三郎/訳
清水 周裕/訳

ポプラ社 933-オ

65
新・汽車のえほん 15

ふたごの機関車

ウィルバート・オードリー/作
ジョン・ケニー/絵
桑原 三郎/訳
清水 周裕/訳

ポプラ社 933-オ

66
新・汽車のえほん 16

機関車トーマスのしっぱい

ウィルバート・オードリー/作
ジョン・ケニー/絵
桑原 三郎/訳
清水 周裕/訳

ポプラ社 933-オ



書名 著者名 出版社 請求記号

67
新・汽車のえほん 17

ゆうかんな機関車

ウィルバート・オードリー/作
ジョン・ケニー/絵
桑原 三郎/訳
清水 周裕/訳

ポプラ社 933-オ

68
新・汽車のえほん 18

がんばりやの機関車

ウィルバート・オードリー/作
ガンバー・エドワーズ/絵
ピーター　エドワーズ/絵
桑原 三郎/訳

ポプラ社 933-オ

69
新・汽車のえほん 19

山にのぼる機関車

ウィルバート・オードリー/作
ガンバー・エドワーズ/絵
ピーター　エドワーズ/絵
桑原 三郎/訳

ポプラ社 933-オ

70
新・汽車のえほん 20

100さいの機関車

ウィルバート・オードリー/作
ガンバー・エドワーズ/絵
ピーター　エドワーズ/絵
桑原 三郎/訳

ポプラ社 933-オ

71
新・汽車のえほん 21

大きな機関車たち

ウィルバート・オードリー/作
ガンバー・エドワーズ/絵
ピーター　エドワーズ/絵
桑原 三郎/訳

ポプラ社 933-オ

72
新・汽車のえほん 22

小さな機関車たち

ウィルバート・オードリー/作
ガンバー・エドワーズ/絵
ピーター　エドワーズ/絵
桑原 三郎/訳

ポプラ社 933-オ

73
新・汽車のえほん 23

機関車のぼうけん

ウィルバート・オードリー/作
ガンバー・エドワーズ/絵
ピーター　エドワーズ/絵
桑原 三郎/訳

ポプラ社 933-オ

74
新・汽車のえほん 24

機関車オリバー

ウィルバート・オードリー/作
ガンバー・エドワーズ/絵
ピーター　エドワーズ/絵
桑原 三郎/訳

ポプラ社 933-オ

75
新・汽車のえほん 25

きえた機関車

ウィルバート・オードリー/作
ガンバー・エドワーズ/絵
ピーター　エドワーズ/絵
桑原 三郎/訳

ポプラ社 933-オ



書名 著者名 出版社 請求記号

76
新・汽車のえほん 26

わんぱく機関車

ウィルバート・オードリー/作
ガンバー・エドワーズ/絵
ピーター　エドワーズ/絵
桑原 三郎/訳

ポプラ社 933-オ

77 ロジーナのあした
孤児列車に乗って

カレン・クシュマン/作
野沢 佳織/訳

徳間書店 933-ク

78
グラマトキーの のりものどうわ ②

いたずらでんしゃ
ハーディー・グラマトキー/著
渡辺 茂男/訳

学習研究社 933-グ ●

79
グラマトキーの のりものどうわ ④

ホーマーとサーカスれっしゃ
ハーディー・グラマトキー/著
渡辺 茂男/訳

学習研究社 933-グ ●

80 自由への地下鉄道
ヒルデガード・ホイット・スウィフト/
著
三谷 貞一郎/訳

新日本出版社 933-ス

81 鉄道きょうだい
E.ネズビット/著
中村 妙子/訳

教文館 933-ネ

82 森のノーム鉄道
❛BB❜/作
神鳥 統夫/訳
D.J.ワトキンス=ピッチフォード/画

大日本図書 933-ビ

83 あたしが乗った列車は進む
ポール・モーシャー/作
代田 亜香子/訳

鈴木出版 933-モ

84 列車はこの闇をぬけて
ディルク・ラインハルト/作
天沼 春樹/訳

徳間書店 943-ラ

85 おてんばヨリーとひげおじさん
アニー・M.G.シュミット/作
フィープ・ヴェステンドルプ/絵
西村 由美/訳

岩波書店 949-シ

86 青矢号
おもちゃの夜行列車

ジャンニ・ロダーリ/作
関口 英子/訳

岩波書店 973-ロ



③鉄道に関する絵本

書名 著者名 出版社 請求記号

1 そらとぶ でんしゃ アン マサコ/作 講談社 E-ア

2 お化け電車
野村 昇司/作
阿部 公洋/絵

ぬぷん児童図書出
版

E-ア

3 がたん ごとん がたん ごとん 安西 水丸/さく 福音館書店 E-ア

4 がたんごとんがたんごとん ざぶんざぶん 安西 水丸/さく 福音館書店 E-ア

5 きかんしゃ ホブ・ノブ
ルース・エインズワース/作
上條 由美子/訳
安徳 瑛/画

福音館書店 E-ア

6 でんしゃが まいります 秋山 とも子/さく 福音館書店 E-ア

7 はしれ、きかんしゃ ちからあし
小風 さち/文
藍澤 ミミ子/絵

福音館書店 E-ア

8 小さな きかんしゃ

グレアム・グリーン/文
エドワード・アーディゾーニ/
絵
阿川 弘之/訳

文化出版局 E-ア

9 ひとりぼっちのさいしゅうれっしゃ 岩村 和朗/作 偕成社 E-イ

10 おみせやさんでんしゃ
林 木林/文
いまいずみ やすこ/絵

交通新聞社 E-イ

11 おかめ列車 いぬんこ/さく 長崎出版 E-イ

12 でんしゃのずかん
五十嵐 美和子/作
近藤 圭一郎/監修

白泉社 E-イ

13 ぼくの きしゃ ポッポー 市川 里美/作 BL出版 E-イ

14 ねずみの でんしゃ
山下 明生/作
いわむら かずお/絵

ひさかたチャイルド E-イ ●

15 でんしゃえほん 井上 洋介 ビリケン出版 E-イ



書名 著者名 出版社 請求記号

16 モグモグでんしゃ 井上 洋介/えとぶん 福音館書店 E-イ

17
のりものあれあれ絵本

でんしゃ・きしゃ
石川 重遠/作 文化出版局 E-イ ●

18 ガタンゴトン 今泉 和希/著 文芸社 E-イ

19 ちいさなきかんしゃレッドごう
ダイアナ・ロス/作
レスリー・ウッド/絵
みはら いずみ/訳

あすなろ書房 E-ウ

20 でんしゃが くるよ!
シャーロット･ヴォーク/作
竹下 文子/訳

偕成社 E-ヴ

21 のんびりきかんしゃポーくんとサーカス
なかえ よしを/作
上野 紀子/絵

佼成出版社 E-ウ

22 ちいさなきしゃとおおきなおきゃくさん
クリス・ウォーメル/作・絵
小風 さち/訳

徳間書店 E-ウ

23 ぼくSLにのったんだ
渡辺 茂男/作
大友 康夫/絵

あかね書房 E-オ ●

24 ぼくしんかんせんにのったんだ
渡辺 茂男/作
大友 康夫/絵

あかね書房 E-オ ●

25 ぼくブルートレインにのったんだ
渡辺 茂男/作
大友 康夫/絵

あかね書房 E-オ ●

26 いろんなでんしゃ はっしゃしまーす 岡本 雄司/作 アリス館 E-オ

27 きかんしゃやえもん
阿川 弘之/文
岡部 冬彦/絵

岩波書店 E-オ

28 きかんしゃやえもん
阿川 弘之/文
岡部 冬彦/絵

岩波書店 E-オ

29 けんちゃん でんしゃ
神戸 淳吉/作
太田 大八/絵

偕成社 E-オ

30 いちばんでんしゃの うんてんし
たけむら せんじ/ぶん
おおとも やすお/え

福音館書店 E-オ

31 いちばんでんしゃの しゃしょうさん
たけむら せんじ/ぶん
おおとも やすお/え

福音館書店 E-オ



書名 著者名 出版社 請求記号

32 でんしゃにのったよ 岡本 雄司/さく 福音館書店 E-オ

33 まよなかのせんろ 鎌田 歩/著 アリス館 E-カ

34 どんくまさんは えきちょう
柿本 幸造/絵
蔵富 千鶴子/文

至光社 E-カ ●

35
せんろをまもる!

ドクターイエロー
鎌田 歩/作 小学館 E-カ

36 ちかてつの ぎんちゃん 鎌田 歩/作 小学館 E-カ

37 ゆうびんくまさんの おおきなれっしゃ 海一 慶子/絵・文 小学館 E-カ

38 はしる! 新幹線「かがやき」 鎌田 歩 PHP研究所 E-カ

39 はしる! 新幹線「スーパーこまち」 鎌田 歩 PHP研究所 E-カ

40 はしる! 新幹線「のぞみ」 鎌田 歩 PHP研究所 E-カ

41
北海道へいこう！

はしる! 新幹線「はやぶさ」
鎌田 歩 PHP研究所 E-カ

42 ぎゅうぎゅうでんしゃ
薫 くみこ/作
かとう ようこ/絵

ひさかたチャイルド E-カ

43 さいしゅうれっしゃのあとで
市川 宣子/作
柿本 幸造/絵

ひさかたチャイルド E-カ

44 つみつみでんしゃ
薫 くみこ/作
かとう ようこ/絵

ひさかたチャイルド E-カ

45 新幹線しゅっぱつ! 鎌田 歩/作 福音館書店 E-カ

46 銀河鉄道の夜
宮沢 賢治/作
金井 一郎/絵

三起商行 E-カ

47 でんしゃからバイバーイ
いしづ ちひろ/作
きたむら じん/絵

くもん出版 E-キ

48 でんしゃ くるかな? きくち ちき 福音館書店 E-キ



書名 著者名 出版社 請求記号

49 えのでん タンコロ 倉部 今日子/作 偕成社 E-ク

50 ちんあなごの ちんちんでんしゃ
大塚 健太/作
くさか みなこ/絵

講談社 E-ク

51 どんこうれっしゃが とまります
鶴見 正夫/ぶん
倉石 琢也/え

小峰書店 E-ク

52 あいうえお でんしゃ じてん

くにすえ たくし/え
はるく ゆう/え
さかい そういちろう/ぶん
視覚デザイン研究所/さく

視覚デザイン研究
所

E-ク

53 しんかんせん で ゴーッ
視覚デザイン研究所/さく
くにすえ たくし/え

視覚デザイン研究
所

E-ク

54 しんかんせん で ビューン
視覚デザイン研究所/さく
くにすえ たくし/え

視覚デザイン研究
所

E-ク

55 のりたいな でんしゃ とくべつごう
視覚デザイン研究所/さく
くにすえ たくし/え

視覚デザイン研究
所

E-ク

56 ほしぞら でんしゃ りゅうせいごう
視覚デザイン研究所/さく
くにすえ たくし/え

視覚デザイン研究
所

E-ク

57 わくわく でんしゃ しゅっぱつ
視覚デザイン研究所/さく
くにすえ たくし/え

視覚デザイン研究
所

E-ク

58 ノラネコぐんだん きしゃぽっぽ 工藤 ノリコ/著 白泉社 E-ク ●

59
ペンギンきょうだい

れっしゃのたび
工藤 ノリコ/作 ブロンズ新社 E-ク ●

60
スーパーのりものシリーズＡ

けいせいのでんしゃ
 交通新聞社 E-ケ

61 負傷した線路と月

小川 未明/作
古志野 実/絵
小川 和美/編
小川 英晴/監修

架空社 E-コ

62 れんけつガッチャン
こぐれ けいすけ/作・絵・ブッ
クデザイン

学研プラス E-コ



書名 著者名 出版社 請求記号

63 新幹線のたび
金沢から新函館北斗、札幌へ

コマヤスカン/作 講談社 E-コ

64 新幹線のたび
はやぶさ・のぞみ・さくらで日本縦断

コマヤスカン/作 講談社 E-コ

65 はじめて きしゃが はしった
来栖 良夫/著
斎藤 博之/絵

岩崎書店 E-サ

66 ひいばあのチンチンでんしゃ さくらい ともか/著 岩崎書店 E-サ

67 ケチャップれっしゃ
ザ・キャビンカンパニー/作・
絵

鈴木出版 E-ザ

68 せんろはつづくよ
M.W.ブラウン/文
J.シャロー/絵
与田 凖一/訳

岩波書店 E-シ

69 ヨハンナの電車のたび
カトリーン・シェーラー/作
松永 美穂/訳

西村書店 E-シ

70 おばけれっしゃ しのだ こうへい/作・絵 ひさかたチャイルド E-シ

71 ききゅうを ろめんでんしゃに
ボブ・ジル
アラステア・リード
須田 志保/翻訳

ファイドン E-ジ

72 たびにでた ろめんでんしゃ
ジェームス・クリュス/さく
リーズル・シュティッヒ/え
はたさわ ゆうこ/やく

フレーベル館 E-シ

73 でんしゃが きた
竹下 文子/作
鈴木 まもる/絵

偕成社 E-ス

74 せんろは つづく
竹下 文子/作
鈴木 まもる/絵

金の星社 E-ス

75 せんろはつづく どこまでつづく 鈴木 まもる/文・絵 金の星社 E-ス

76 せんろはつづく にほんいっしゅう 鈴木 まもる/文・絵 金の星社 E-ス

77 せんろはつづく まだつづく
竹下 文子/作
鈴木 まもる/絵

金の星社 E-ス

78 でんでんでんしゃ
谷川 俊太郎/文
スズキ コージ/絵

交通新聞社 E-ス



書名 著者名 出版社 請求記号

79 はしれディーゼルきかんしゃデーデ
すとう あさえ/文
鈴木 まもる/絵

童心社 E-ス

80 エンソ くんきしゃにのる スズキ コージ/作 福音館書店 E-ス

81 ガッタンゴットン スズキ コージ/著 平凡社 E-ス

82 おおきな きかんしゃ ちいさな きかんしゃ

マーガレット・ワイズ・ブラウ
ン/文
アート・セイデン/絵
小池 昌代/訳

講談社 E-セ

83 でんしゃがいっぱい! そく・ちょるうぉん/作 アリス館 E-ソ

84 かぜのでんしゃ
（新装版）

谷内 こうた/絵と文 講談社 E-タ

85 たぬきがのったら へんしんでんしゃ 田中 友佳子/作・絵 徳間書店 E-タ

86 かいがんでんしゃは おおいそがし
杉山 径一/作
高橋 透/画

PHP研究所 E-タ

87 ちんちんでんしゃが はしるまち 高田 勲/作 PHP研究所 E-タ

88 しっぽの でんしゃ
平塚 ウタ子/作
田頭 よしたか/絵

フレーベル館 E-タ

89 きしゃが はしるよ、まどの そと

ウェンディ・ケッセルマン/ぶ
ん
トニー・チェン/え
やぎた よしこ/やく

ほるぷ出版 E-チ

90 ふねひこうきバスきしゃ 塚本 やすし/作 くもん出版 E-ツ

91 でんしゃのカキクケコ  交通新聞社 E-デ

92
あかちゃんのりものえほん

コトコトでんしゃ
とよた かずひこ/著 アリス館 E-ト ●

93
うららちゃんの のりものえほん 1

でんしゃにのって
とよた かずひこ/著 アリス館 E-ト ●

94 ポッポーきかんしゃよるさんぽ とよた かずひこ/著 アリス館 E-ト



書名 著者名 出版社 請求記号

95 ゆめのきかんしゃおいかけろ トシ マサヒロ/さく・え PHP研究所 E-ト

96 ようかいでんしゃ
ナカオ マサトシ/さく
ドーリー/え

ポプラ社 E-ド

97 パオちゃんのでんしゃごっこ 仲川 道子/作・絵 PHP研究所 E-ナ ●

98 おばけでんしゃ
内田 麟太郎/文
西村 繁男/絵

童心社 E-ニ

99 がたごと がたごと
内田 麟太郎/文
西村 繁男/絵

童心社 E-ニ

100 むしむしでんしゃ
内田 麟太郎/文
西村 繁男/絵

童心社 E-ニ

101 やこうれっしゃ 西村 繁男/さく 福音館書店 E-ニ

102 とっきゅうでんしゃのつくりかた のぶみ/さく そうえん社 E-ノ

103 つちの なかの もぐらでんしゃ のぶみ/作・絵 ひかりのくに E-ノ

104 あかいきしゃ
パク・ウニョン/絵・文
おおたけ きよみ/訳

アートン E-パ

105 ビュンビュンきしゃをぬく

バージニア・リー・バートン/
絵
アーナ・ボンタン＆
ジャック・コンロイ/文
ふしみ みさを/訳

岩波書店 E-バ

106 だっこれっしゃ 春田 香歩 偕成社 E-ハ

107
バートンののりものえほん 1

でんしゃ
バイロン・バートン/さく・え
えこじま まもる/やく

金の星社 E-バ ●

108 わくわく!れっしゃでかぞくりょこう
サトシン/作
羽尻 利門/絵

交通新聞社 E-ハ

109
たんけん絵本 鉄道博物館
[さいたま市]

濱 美由紀/作画 小学館 E-ハ

110 いっしょに きしゃに のせてって!
ジョン・バーニンガム/作
長田 弘/訳

瑞雲舎 E-バ



書名 著者名 出版社 請求記号

111 でんしゃとしょかん
深山 さくら/作
はせがわ かこ/画

文研出版 E-ハ

112 だいすき! はたらく きしゃ
ファリマン・スタージェス/作
シャーリー・ハルパン/絵
竹下 文子/訳

PHP研究所 E-ハ

113 いたずらきかんしゃちゅうちゅう
バージニア･リー･バートン/
文・絵
むらおか はなこ/訳

福音館書店 E-バ

114 ぼくの でんしゃ でんしゃ!
宮本 えつよし/作
広瀬 克也/絵

教育画劇 E-ヒ

115
あかちゃんのりものえほん 3

でんしゃが ゴットン
冬野 いちこ/著 岩崎書店 E-フ ●

116 にこにこでんしゃ ふくだ すぐる/著 岩崎書店 E-フ

117 走れ!! 機関車
ブライアン・フロッカ/作・絵
日暮 雅通/訳

偕成社 E-フ

118 ながーい でんしゃ 古内 ヨシ/絵と文 至光社 E-フ

119 いそがしいぞはしれはしれ
ベネディクト・ブラスウェイト/
作
青山 南/訳

BL出版 E-ブ

120
まっかな ちっちゃい きかんしゃの ぼうけん

あおだ すすめすすめ

ベネディクト・ブラスウェイト/
作
青山 南/訳

BL出版 E-ブ ●

121
まっかな ちっちゃい きかんしゃの ぼうけん

きゅうこうだ いそげいそげ

ベネディクト・ブラスウェイト/
作
青山 南/訳

BL出版 E-ブ ●

122
まっかな ちっちゃい きかんしゃの ぼうけん

だいじょうぶ どんどんいこう

ベネディクト・ブラスウェイト/
作
青山 南/訳

BL出版 E-ブ ●

123 機関車シュッポと青いしんがり貨車
リディア・フリーマン/作
ドン・フリーマン/作
やました はるお/訳

BL出版 E-フ

124 きかんしゃキト号
ルドウィッヒ・ベーメルマンス/
作
ふしみ みさを/訳

BL出版 E-ベ

125 でんしゃ はっしゃしまーす まつおか たつひで 偕成社 E-マ

126
にじいろでんしゃ

はっしゃしまーす!
間瀬 なおかた/作・絵 学研教育みらい E-マ



書名 著者名 出版社 請求記号

127 はしれ!きかんしゃまめでん 間瀬 なおかた/作・絵 金の星社 E-マ

128
0・1・2ののりものえほん

でんしゃでどうぶつえん
丸山 誠司/作 交通新聞社 E-マ ●

129 海底電車
松本 猛/構成・文
松森 清昭/絵

童心社 E-マ

130
うみやまてつどう

さいしゅうでんしゃの ふしぎなおきゃくさ
ん

間瀬 なおかた/作・絵 ひさかたチャイルド E-マ ●

131 おうちでんしゃ はっしゃしまーす 間瀬 なおかた/作・絵 ひさかたチャイルド E-マ

132
ぐるぐる まわろう

ぐるぐる でんしゃ
間瀬 なおかた/作・絵 ひさかたチャイルド E-マ

133 しんかんせんで いこう
日本列島 北から南へ 日本列島 南から北へ

間瀬 なおかた/作・絵
山崎 友也/監修

ひさかたチャイルド E-マ

134 でんしゃで いこう でんしゃで かえろう 間瀬 なおかた/作・絵 ひさかたチャイルド E-マ

135 ぼくのきしゃ
デーヴィッド・マクフェイル/
作・絵
三木 卓/訳

佑学社 E-マ

136 へんしんでんしゃ デンデコデーン みやもと ただお/作 あかね書房 E-ミ

137 ぞうれっしゃが やってきた
小出 隆司/著
箕田 源二郎/絵

岩崎書店 E-ミ

138 ぐるぐるまわるやまのてせん
溝口 イタル/絵
平岩 美香/文

交通新聞社 E-ミ

139 しあわせのドクターイエロー
溝口 イタル/絵
平岩 美香/文

交通新聞社 E-ミ

140 しんかんせんの1にち
溝口 イタル/絵
平岩 美香/文

交通新聞社 E-ミ

141 ちかてつのふしぎ
溝口 イタル/絵
渡辺 朝枝/文

交通新聞社 E-ミ

142 ちょうでんどうリニア
溝口 イタル/絵
平岩 美香/文

交通新聞社 E-ミ

143 でんしゃのつくりかた
溝口 イタル/絵
こどものほん編集部/文

交通新聞社 E-ミ



書名 著者名 出版社 請求記号

144 ながい ながい かもつれっしゃ
溝口 イタル/絵
渡辺 朝枝/文

交通新聞社 E-ミ

145 はしれ!みんなのSL
溝口 イタル/絵
こどものほん編集部/文

交通新聞社 E-ミ

146 びゅんびゅん はやい はやぶさごう
溝口 イタル/絵
こどものほん編集部/文

交通新聞社 E-ミ

147 じょうききかんしゃビーコロ ミノオカ・ リョウスケ/作・絵 童心社 E-ミ

148 でんしゃがきました 三浦 太郎/さく・え 童心社 E-ミ

149 でんしゃは うたう
さんみや まゆこ/ぶん
みねお みつ/え

福音館書店 E-ミ

150 モノレールの たび みねお みつ/作 福音館書店 E-ミ

151 チリンでんしゃ
大原 悦子/文
村田 エミコ/絵

福音館書店 E-ム

152 おれ、きょうりゅうしんかんせん
片平 直樹/作
山口 マオ/絵

交通新聞社 E-ヤ

153 ねこでんしゃ 山口 マオ/作 交通新聞社 E-ヤ

154 でんしゃがはしる 山本 忠敬/さく･え 福音館書店 E-ヤ

155 サンタをのせたクリスマス電車
ジタ･ユッカー/絵
ロルフ･クレンツァー/作
ウィルヘルム･きくえ/訳

太平社 E-ユ

156 SLれっしゃ だいさくせん 横溝 英一/著 小峰書店 E-ヨ

157 しんかんせんでおいかけろ! 横溝 英一/文と絵 小峰書店 E-ヨ

158 しんかんせんのぞみ 700だいさくせん 横溝 英一/文と絵 小峰書店 E-ヨ

159 はしれ はやぶさ! とうほくしんかんせん 横溝 英一/著 小峰書店 E-ヨ

160 ゆきぐにれっしゃ だいさくせん 横溝 英一/著 小峰書店 E-ヨ



書名 著者名 出版社 請求記号

161 チンチンでんしゃの はしるまち 横溝 英一/さく 福音館書店 E-ヨ

162 はこねのやまの とざんでんしゃ 横溝 英一/さく 福音館書店 E-ヨ

163 はしる はしる とっきゅうれっしゃ 横溝 英一/さく 福音館書店 E-ヨ

164 おさるのジョージ とっきゅうにのる
M.＆H.A.レイ/原作
渡辺 茂男/訳
マーサ・ウェストン/画

岩波書店 E-レ ●

165 ちいさいきかんしゃ
ロイス・レンスキー/ぶん・え
わたなべ しげお/やく

福音館書店 E-レ

166 ちびっこ きかんしゃ だいじょうぶ
ワッティー・パイパー/文
ローレン・ロング/絵
ふしみ みさを/訳

ヴィレッジブックス E-ロ

167 はしれ、きたかぜ号 渡辺 有一/作 童心社 E-ワ

168 きかんしゃが とおるよ

ゴールデン・マクドナルド/　さ
く
レナード・ワイスガード/え
こみや ゆう/やく

長崎出版 E-ワ



④鎌ケ谷市と関連のある鉄道会社の資料

書名 著者名 出版社 請求記号

1
スーパーのりものシリーズA

けいせいのでんしゃ 交通新聞社 E-ケ

2
スーパーのりものシリーズA

とうぶのでんしゃ
交通新聞社 E-ト

3
大手私鉄サイドビュー図鑑 06

京成電鉄
北総鉄道・新京成・関東鉄道

柴田 東吾/解説 イカロス出版 C1.536 禁★

4 東武電車
関東最大の私鉄を支える車両たち

大沼 一英/著 JTBパブリッシング C1.546 禁★

5
鉄道ものしり BOOK
新京成電鉄発行CiaO連載「新京成なぜ?な
に百科」特集号

新京成電鉄 企画室/企画・監修 新京成電鉄 C1.546 禁

6 新京成電鉄会社要覧
2021

総務人事部 広報課/編集 新京成電鉄 C1.681 禁★

7 東武野田線・新京成電鉄
街と駅の1世紀

杉﨑 行恭/著 アルファベータブックス C1.686 禁★

8

京成電鉄、新京成電鉄、
北総鉄道の写真記録
【上巻】

人車軌道の誕生から青電まで

長谷川 明/著 フォト・パブリッシング C1.686 禁★

9

京成電鉄、新京成電鉄、
北総鉄道の写真記録
【中巻】
赤電登場から成田空港開港の時代

長谷川 明/著 フォト・パブリッシング C1.686 禁★

10 新京成電鉄
駅と電車の半世紀

白土 貞夫/編著 彩流社 C1.686 禁★

11 ぼくのスカイライナー
京成電鉄株式会社/企画
いろりこ/漫画

ポプラ社 C4.E-イ 禁



⑤鉄道の視聴覚（DVD）資料

タイトル 発行者名 請求記号

1
のりものジョイ・シリーズ ㊹

カッコいい!東武のでんしゃ  Ⅳ
ジャバット 536-カ

2 しんかんせんオールスターズ  ビコム 536-シ

3 日本列島列車大行進  2021 ビコム 536-ニ ★

4
シリーズ・ヴィジュアル図鑑 22

乗り物いろいろ大集合!
エンドレス 536-ノ

5 れっしゃだいこうしん 2021
キッズバージョン

ビコム 536-レ

6
けん太くんと鉄道博士の 「れっしゃだいこうしんザ★ムービー」シリーズ 2

劇場版 しんかんせん大集合
プレシディオ 546-シ

7 東武鉄道東武アーバンパークライン60000系運転席展望
<急行列車>大宮→柏→船橋(直通)

アネック 686-ト ★


