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1 A00-329 運輸要覧令和2年版
国土交通省中国運輸
局編

国土交通省中国運輸
局

2021年2月

2 A00-495
数字でみる北海道の運輸令和2年
版

北海道運輸局監修 北海道陸運協会 2021年2月

3 A00-505 数字で見る四国の運輸2020
国土交通省四国運輸
局監修

四国運輸研究セン
ター

2021年3月

4 A00-849
MaaSが都市を変える
－－移動×都市DXの最前線

牧村和彦 学芸出版社 2021年3月

5 A00-850
尊厳なきバリアフリー
－－「心・やさしさ・思いや
り」に異議あり！

川内美彦 現代書館 2021年2月

6 A02-144
交通学研究　第64号
－－都市地域交通の社会的便益
再考

日本交通学会編
日本交通学会、交通
経済研究所（販売）

2021年3月

7 A02-493
改訂交通計画学
（土木・環境系コアテキストシ
リーズE-3）

金子雄一郎、有村幹
治、石坂哲宏

コロナ社 2021年4月

8 A03-535

安全工学シンポジウム2020講演
予稿集〔電子データ資料〕
－－2020年7月1日－2日オンライ
ン（Zoom）開催

日本学術会議総合工
学委員会・機械工学
委員会合同工学シス
テムに関する安全・
安心・リスク検討分
科会主催

電気学会 2020年6月

9 A04-177
中国メガプロジェクト
－－科学技術で製造大国から製
造強国へ

趙憶寧著、古屋順子
訳

科学出版社東京 2021年1月

10 A06-781 体系流通論〔新版第2版〕 田口冬樹 白桃書房 2020年3月

11 A06-1084

物流アルゴで世が変わる
－－サプライチェーンの最適化
（オペレーションズ・マネジメ
ント選書）

伊倉義郎、高井英造 日本評論社 2020年11月

新着図書目録2021年3月分

交通経済研究所資料室

【交通関係】
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12 A08-1065
日中観光ビジネスの人類学
－－多文化職場のエスノグラ
フィ

田中孝枝 東京大学出版会 2020年9月

13 A08-1066

「ななつ星」九州をゆく
－－日本初のクルーズトレイン7
年の軌跡
（小学館文庫）

一志治夫 小学館 2020年10月

14 A08-1067
ケースで読み解くデジタル変革
時代のツーリズム

島川崇、神田達哉、
青木昌城、永井恵一

ミネルヴァ書房 2020年11月

15 A08-1068 JRフリーきっぷの旅 池口英司、滝口雅志 イカロス出版 2021年1月

16 A08-1069
現代旅行のアーキテクチャ
－－パッケージツアーの構造と
その変化

野口洋平 晃洋書房 2021年2月

17 A08-1070
地域創造の国際戦略
－－地方と海外がつながるレジ
リエントな社会の構築

藤原直樹編、飯田星
良、岩田聖子、佐藤
敦信、安本宗春

学芸出版社 2021年2月

18 A08-1071

マーケティングを活用した港ま
ち再生と観光開発
－－第2ゴールデンルート瀬戸内
「創造的内海」

松本英之
大阪公立大学共同出
版会

2020年10月

19 A12-659 事業年報令和元年度 横浜市交通局 横浜市交通局 2021年3月

20 A12-1339
戦時下の地下鉄
－－新橋駅幻のホームと帝都高
速度交通営団

枝久保達也 青弓社 2021年2月

21 A19-23
public／cable／trans第3号
－－urban cableways in public
transport

EuBuCo Verlag EuBuCo Verlag 2020年11月

22 A21-985
「Laview」「52席の至福」と西
武鉄道の行楽客輸送

堀内重人
アルファベータブッ
クス

2020年12月

23 A21-986
地域における鉄道の復権
－－持続可能な社会への展望

宮田和保、桜井徹、
武田泉編著、R企画
編、安藤陽、ほか

緑風出版 2021年3月

24 A22.3-354
貨物鉄道読本
（旅鉄BOOKS038）

「旅と鉄道」編集部
編

天夢人 2021年2月
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25 A24-542 2019年度研究開発成果
鉄道総合技術研究所
研究開発推進部編

鉄道総合技術研究所 2021年2月

26 A24-878
鉄道高速化物語
－－最速から最適へ

小島英俊 創元社 2021年2月

27 A25-1031
「小さな鉄道」の記憶
－－軽便鉄道・森林鉄道・ケー
ブルカーと人びと

旅の文化研究所編 七月社 2020年11月

28 A25-1032 北海道の森林鉄道 松野郷俊弘 22世紀アート 2021年2月

29 A25-1033
八王子と鉄道
－－2019増補改訂版
（平成23年度特別展図録）

八王子志郷土資料館
編

八王子市教育委員会 2020年9月

30 A25-1034
「民都」大阪対「帝都」東京
－－思想としての関西私鉄

原武史 講談社 2020年10月

31 A25-1035
命の救援電車
－－大阪大空襲の奇跡

坂夏樹 さくら舎 2021年1月

32 A26.1-136
ヨーロッパ鉄道の旅
－－この1冊で鉄道の旅がよく分
かる

地球の歩き方編集室
編

ダイヤモンド・ビッ
グ社、学研プラス
（発売）

2021年1月

33 A29-720
全日本鉄道旅行地図帳2021年版
（小学館GREEN Mookマップマガ
ジン13）

小学館クリエイティ
ブ編

小学館クリエイティ
ブ、小学館（発売）

2021年3月

34 A33-83
つながるクルマ
（モビリティイノベーションシ
リーズ3）

河口信夫、高田広
章、佐藤健哉編、倉
地亮、佐藤雅明、ほ
か

コロナ社 2020年11月

35 A33-84

車両の電動化とスマートグリッ
ド
（モビリティイノベーションシ
リーズ4）

鈴木達也、稲垣伸吉
編、清水修、藤本博
志、道木慎二、ほか

コロナ社 2020年12月

36 A40-151 内航海運概論 畑本郁彦、古荘雅生 成山堂書店 2021年1月

37 A61-434

アメリカ航空産業の現状と今後
の展望
－－COVID-19と日米欧の航空業
界

運輸総合研究所ワシ
ントン国際問題研究
所編、中川哲宏、高
木大介

運輸総合研究所 2021年3月
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38 A72-119 通信法制七〇年史 武智健二 信山社 2021年1月

39 B4-13 世界年鑑2021 共同通信社編 共同通信社 2021年3月

40 D02-143
AIは社会を豊かにするのか
－－人工知能の経済学II

馬奈木俊介編、田中
健太、岩本晃一、小
倉博行、佐藤智晶、
ほか

ミネルヴァ書房 2021年3月

41 D15-3 世界の統計2021年版 総務省統計局編 日本統計協会 2021年3月

42 D16-68
統計でみる都道府県のすがた
2021

総務省統計局編 日本統計協会 2021年2月

43 D21.1-76 現代経済学の潮流2020
宇井貴志、加納隆、
土居潤子、西山慶彦
編

東洋経済新報社 2021年3月

44 D21.1-288 入門マクロ経済学〔第6版〕
中谷巌、下井直毅、
塚田裕昭

日本評論社 2021年3月

45 D22.1-113
トランプ時代の世界経済
（中央大学経済研究所研究叢書
76）

吉見太洋編、大矢野
栄次、栗林世、後藤
純一、岸真清、ほか

中央大学出版部 2020年11月

46 D22.2-484

九州経済白書2021年版
－－コロナショックと九州経
済：成長の鍵を握るDXと分散型
社会

九州経済調査協会
編、渡辺隼矢、佐藤
和輝、藤井学、小栁
真二、ほか

九州経済調査協会 2021年2月

47 D22.2-770
中国政治経済の構造的転換II
（中央大学経済研究所研究叢書
77）

谷口洋志編、田中廣
滋、楊川、唐成、齋
藤道彦、ほか

中央大学出版部 2020年12月

48 D22.2-792

地域構造の多様性と内発的発展
〔改訂版〕
－－北海道の地域経済
（現代経済政策シリーズ5）

高原一隆 日本経済評論社 2020年3月

49 D22.2-793
一帯一路は何をもたらしたのか
－－中国問題と投資のジレンマ

廣野美和編 勁草書房 2021年2月

【社会・経済】

【総記】
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50 D24-120
在留外国人統計2020年版（令和2
年版）

入管協会 入管協会 2021年3月

51 D24-185
人口の動向
－－日本と世界　人口統計資料
集2021

国立社会保障・人口
問題研究所編

厚生労働統計協会 2021年3月

52 D28-148
社会生活統計指標2021
－－都道府県の指標

総務省統計局編 日本統計協会 2021年2月

53 D28-183 国民生活基礎調査令和元年
厚生労働省政策統括
官編

厚生労働統計協会 2021年2月

54 D31-39 日本の地方財政〔第2版〕
神野直彦、小西砂千
夫

有斐閣 2020年11月

55 D42-81
ベーシック流通と商業〔第3版〕
－－現実から学ぶ理論と仕組み
（有斐閣アルマ）

原田英生、向山雅
夫、渡辺達朗

有斐閣 2021年3月

56 D43.7-129
経営学習論〔増補新装版〕
－－人材育成を科学する

中原淳 東京大学出版会 2021年2月

57 D54-840 学術研究助成報告集第6集 国土地理協会編 国土地理協会 2021年2月

58 D54-1030
AI×地方創生
－－データで読み解く地方の未
来

広井良典、須藤一
磨、福田幸二

東洋経済新報社 2020年3月

59 D54-1031
都市計画の構造転換
－－整・開・保からマネジメン
トまで

日本都市計画学会編 鹿島出版会 2021年3月

60 D54-1032
スポーツ地域マネジメント
－－持続可能なまちづくりに向
けた課題と戦略

原田宗彦 学芸出版社 2020年8月

61 D54-1033
Beyondコロナの都市づくり
－－Socio Ecological
Development（SED）の時代

国際文化都市整備機
構（FIACS）編、小泉
秀樹、西村勇哉、原
田裕介、岸本章弘、
ほか

都市出版 2021年2月

62 D54-1034
アフターコロナの都市計画
－－変化に対応するための地域
主導型改革

石井良一 学芸出版社 2021年3月
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63 D54-1035

変革社会に対応する新しい都市
計画像
－－動き始めた「コンパクト・
プラス・ネットワーク」型都市
への取り組み：日本都市計画学
会中部支部創設30周年記念

日本都市計画学会中
部支部編、阿久井康
平、浅野聡、浅野純
一郎、阿部雅文、ほ
か

中日出版 2020年9月

64 D54-1036
総合検証東日本大震災からの復
興

五百旗頭真、御厨
貴、飯尾潤監修、
ひょうご震災記念21
世紀研究機構編、今
村文彦、ほか

岩波書店 2021年2月
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