
番号 分類番号 書名 編著者名 発行所名 発行年月日

1 A00-329 運輸要覧令和3年版
国土交通省中国運輸
局編

国土交通省中国運輸
局

2022年2月

2 A00-357 四国運輸局業務要覧令和3年版
国土交通省四国運輸
局監修

四国海事広報協会 2022年3月

3 A00-505 数字で見る四国の運輸2021
国土交通省四国運輸
局監修

四国運輸研究セン
ター

2022年3月

4 A00-665

中国交通年鑑2021
－－Year Book of China
Transportation &
Communications

中国交通年鑑編輯委
員会編

中国交通年鑑社 2022年11月

5 A00-866
地域におけるモビリティ
（「交通法研究」第49号）

日本交通法学会編 日本交通法学会 2022年2月

6 A00-867

インフラ協力の歩み
－－自助努力支援というメッ
セージ
（日本の開発協力史を問い直す
第5巻）

山田順一 東京大学出版会 2021年3月

7 A02-144
交通学研究　第65号
－－『自由化時代』の交通政策
再考

日本交通学会編
日本交通学会、交通
経済研究所（販売）

2022年3月

8 A03-717

いまこそ脱東京！
－－高速交通網フリーパス化と
州構想
（平凡社新書973）

佐々木信夫 平凡社 2021年5月

9 A05-120
地図で考える中世
－－交通と社会

榎原雅治 吉川弘文館 2021年4月

10 A06-743

主要荷主の運賃･倉庫料金の実態
令和3年2月調査（41回改訂版）
－－主要荷主企業におけるト
ラック運賃・倉庫料金の令和2年
度契約料金の実例
（物流合理化シリーズ）

カーゴニュース編 カーゴニュース 2021年3月

新着図書目録2022年3月分

交通経済研究所資料室

【交通関係】
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11 A06-989 現代流通の理論と実相 坂本秀夫 同友館 2021年6月

12 A06-1093 文明の物流史観
黒田勝彦、小林ハッ
サル柔子

成山堂書店 2021年7月

13 A07-155
ヨーロッパの電力・ガス市場
－－電力システム改革の真実

トマ・ヴェラン、エ
マニュエル・グラン
著、山田光監訳、
エァクレーレン訳

日本評論社 2014年12月

14 A07-156
炭素排出ゼロ時代の地域分散型
エネルギーシステム

大島堅一編著 日本評論社 2021年7月

15 A08-838

観光地経営講座講義録2021年度
－－観光地の“強さ”とは何
か？－－経験価値に立脚する原
点回帰の観光地経営

日本交通公社 日本交通公社 2021年10月

16 A08-1096
「無理しない」観光
－－価値と多様性の再発見

福井一喜 ミネルヴァ書房 2022年2月

17 A08-1097
帝国日本の観光
－－政策・鉄道・外地

千住一、老川慶喜編
著

日本経済評論社 2022年3月

18 A08-1098 世界の観光地域 辰己眞知子 古今書院 2021年4月

19 A08-1099
産業遺産
－－幻想と異世界への扉

黒沢永紀、前畑洋平 昭文社 2021年5月

20 A08-1100 日本観光列車の旅2022 谷崎竜 イカロス出版 2021年12月

21 A12-209
大阪都市交通要覧平成28
（2016）年版

関西鉄道協会都市交
通研究所編

関西鉄道協会都市交
通研究所

2022年2月

22 A12-1380
余韻都市
－－ニューローカルと公共交通

中村文彦、国際交通
安全学会都市の文化
的創造的機能を支え
る公共交通のあり方
研究会編著

鹿島出版会 2022年3月

23 A21-994
廃線寸前！銚子電鉄
－－“超極貧”赤字鉄道の底力
（交通新聞社新書151）

寺井広樹 交通新聞社 2021年4月
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24 A21-995

えちごトキめき鉄道の挑戦
－－「雪月花」「デゴイチ」
「急行」が人を呼ぶ！
（旅鉄Biz004）

植村誠
天夢人、発売：山と
渓谷社

2021年9月

25 A21-996

関西人はなぜ阪急を別格だと思
うのか
－－ブランド力を徹底検証！
（交通新聞社新書145）

伊原薫 交通新聞社 2020年8月

26 A22.1-208
鉄道駅まちづくり
－－駅を中心としたコンパクト
シティ

藤井雅人 風詠社 2022年2月

27 A22.3-349

新しい貨物列車の世界
－－あの貨車やコンテナは何を
どこへ運んでいるのか？
（トラベルMOOK）

植松昌、福田孝行監
修・編集

交通新聞社 2021年10月

28 A24-897

東海道新幹線「のぞみ」30年の
軌跡
－－この車両を作らなければ、
未来はない

青田孝著、交通新聞
クリエイト編

交通新聞社 2022年2月

29 A24-898
新幹線100系物語
（ちくま新書1564）

福原俊一 筑摩書房 2021年4月

30 A25-1064
道北の国鉄・JR
－－1980年代－90年代の記録

野沢敬次、堀井敬之
写真、牧野和人解説

フォト・パブリッシ
ング

2022年3月

31 A25-1065
地形と歴史で読み解く鉄道と街
道の深い関係
－－東京周辺

内田宗治 実業之日本社 2021年5月

32 A25-1066
別所線百年物語
－－公文書・報道・記憶でたど
る上田の鉄道

今尾恵介著、信濃毎
日新聞社出版部編、
上田電鉄特別協力

信濃毎日新聞社 2021年12月

33 A26.2-292
シニア鉄道旅の魅力
－－二人旅から妄想テツ旅まで
（平凡社新書989）

野田隆 平凡社 2021年10月

34 A29-732

大相撲と鉄道
－－きっぷも座席も行司が仕切
る！？
（交通新聞社新書150）

木村銀治郎 交通新聞社 2022年2月

35 A29-733
日本のもじ鉄
－－鉄道サインと書体の図鑑

石川祐基 三才ブックス 2022年3月
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36 A30-819
東京都内乗合バス・ルートあん
ない’22－’23年版
－－No.22

東京バス協会監修 JTBパブリッシング 2022年3月

37 A30-858 年鑑バスラマ2021－2022 ぽると出版編 ぽると出版 2022年2月

38 A30-932
日本車敗北
－－「EV戦争」の衝撃

村沢義久 プレジデント社 2022年2月

39 A31-666
マタディ橋ものがたり
－－日本の技術でつくられ、コ
ンゴ人に守られる吊橋

マタディ橋を考える
会

佐伯印刷 2021年2月

40 A32-332

高速道路の料金及び課金のあり
方に関する調査研究
－－持続可能な高速道路料金制
度に向けて

高速道路調査会編 高速道路調査会 2022年7月

41 A32-333

インターステート（州際高速道
路）に関する国のコミットメン
トを刷新する未来の向けての基
盤
－－未来のインターステートシ
ステム調査研究委員会報告書

高速道路調査会編 高速道路調査会 2022年9月

42 A32-334
地域格差の正体
－－高速道路の定額化で日本の
「動脈」に血を通わす

栗岡完爾、近藤宙時
クロスメディア・パ
ブリッシング、イン
プレス（発売）

2021年12月

43 A33-87
次世代自動車2022
－－エンジンでもカーボン
ニュートラル

日経Automotive編 日経BP 2022年2月

44 A60-37
航空輸送統計年報令和2年（2020
年）

国土交通省総合政策
局情報政策課交通経
済統計調査室編

国土交通省総合政策
局情報政策課交通経
済統計調査室

2021年6月

45 A60-307
エアライン入門
－－逆風で飛翔する両翼

宮平望 大学教育出版 2021年9月

46 A61-488
航空安全とパイロットの危機管
理〔改訂増補版〕
（交通ブックス311）

小林宏之
交通研究協会、成山
堂書店（発売）

2021年11月

47 A63-320
羽田の今昔
－－写真家がみた羽田空港の100
年

近藤晃
天夢人、山と渓谷社
（発売）

2022年2月
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48 B4-13 世界年鑑2022 共同通信社編 共同通信社 2022年3月

49 D03-71
インタビュー調査法の基礎
－－ロングインタビューの理論
と実践

グラント・マクラッ
ケン著、寺崎新一郎
訳

千倉書房 2022年1月

50 D11-351 時系列データ解析 白石博 森北出版 2022年2月

51 D15-3 世界の統計2022年版 総務省統計局編 日本統計協会 2022年3月

52 D16-30 日本の統計2021年版 総務省統計局編 日本統計協会 2021年3月

53 D16-30 日本の統計2022年版 総務省統計局編 日本統計協会 2022年3月

54 D16-68
統計でみる都道府県のすがた
2022

総務省統計局編 日本統計協会 2022年2月

55 D21.1-76 現代経済学の潮流2021
宇井貴志、加納隆、
西山慶彦、林正義編

東洋経済新報社 2021年12月

56 D21.1-295
入門オルタナティブデータ
－－経済の今を読み解く

渡辺努、辻中仁士編
著、久保寺晋也、水
門善之、亀田制作、
ほか

日本評論社 2022年2月

57 D21.1-296
新型コロナ危機に経済学で挑む
（経済セミナー増刊）

日本評論社 日本評論社 2021年7月

58 D21.1-297
環境経済学
－－環境・資源問題を経済学は
どう捉えるか

有賀健高 時潮社 2021年5月

59 D21.3-647
公共経済学〔第2版〕
（ベーシックプラス）

小川光、西森晃 中央経済社 2022年2月

60 D22.1-71
世界経済の潮流2021年 II
－－中国の経済成長と貿易構造
の変化

内閣府政策統括官室
（経済財政分析担
当）編

日経印刷、全国官報
販売協同組合（販
売）

2022年3月

【社会・経済】

【総記】
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61 D22.1-115

大国のなかの地域経済
－－アメリカ・中国・日本・
EU・ロシア
（ERINA北東アジア研究叢書11）

穆尭芊、新井洋史編
著、塙武郎、徐一
睿、久保隆行、ほか

日本評論社 2022年2月

62 D22.2-570
日本経済2021-2022
－－成長と分配の好循環実現に
向けて

内閣府政策統括官編
日経印刷、全国官報
販売協同組合（発
売）

2022年3月

63 D22.2-800
コロナ後を見据えて
－－2021－2022年度経済情勢報
告

連合総合生活開発研
究所編

連合総合生活開発研
究所、コンポーズ・
ユニ（発売）

2021年11月

64 D22.2-801 京都発地域経済の再考 坂本信雄 八千代出版 2021年12月

65 D22.2-802
リモート経済の衝撃
－－日本経済再建のラストチャ
ンス！

野口悠紀雄 ビジネス社 2022年2月

66 D23-450
人の心に働きかける経済政策
（岩波新書1908）

翁邦雄 岩波書店 2022年1月

67 D24-185
人口の動向
－－日本と世界　人口統計資料
集2022

国立社会保障・人口
問題研究所編

厚生労働統計協会 2022年3月

68 D24-303
東京都の人口分析
－－東京都における人口予測モ
デルの構築

菅幹雄、櫻井祐子 日本評論社 2022年2月

69 D26-117
バブルの経済理論
－－低金利、長期停滞、金融劣
化

櫻川昌哉

日経BP日本経済新聞
出版本部、日経BP
マーケティング（発
売）

2022年5月

70 D28-148
社会生活統計指標2022
－－都道府県の指標

総務省統計局編 日本統計協会 2022年2月

71 D39-62
自治体の財政診断入門
－－「損益計算書」を作れば稼
ぐ力がわかる

鈴木文彦 学芸出版社 2022年1月

72 D42-83
突破するSCビジネス
－－続・新ショッピングセン
ター論

大甕聡、未来SC研究
会

繊研新聞社 2021年6月

73 D43.1-323
サステナビリティの経営哲学
－－渋沢栄一に学ぶ

十名直喜 社会評論社 2022年1月
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74 D43.2-112
企業価値評価〔第7版〕上／下
－－バリュエーションの理論と
実践

マッキンゼー・アン
ド・カンパニー、
ティム・コラー、
マーク・フーカー
ト、デイビッド・
ウェッセルズ著、
マッキンゼー・コー
ポレート・ファイナ
ンス・グループ訳

ダイヤモンド社 2022年1月

75 D43.4-497 展示会データベース2022年版 ピーオーピー ピーオーピー 2021年7月

76 D43.4-498
見本市展示会総合ハンドブック
2022

ピーオーピー ピーオーピー 2021年12月

77 D43.4-499

すごい需要予測
－－不確実な時代にモノを売り
切る13の手法
（PHPビジネス新書436）

山口雄大 PHP研究所 2022年3月

78 D43.4-500
コトラーのマーケティング入門
〔原書14版〕

フィリップ・コト
ラー、ゲイリー・
アームストロング、
マーク・オリバー・
オプレニスク著、恩
藏直人監訳

丸善出版 2022年1月

79 D43.4-501
戦略・政策研究への招待
－－嘉悦大学大学院創設10周年
記念刊行

嶋口充輝、上原聡、
高橋洋一、真鍋雅史

勁草書房 2021年3月

80 D44.1-292
たかが会計
－－資本コスト、コーポレート
ガバナンスの新常識

福井義高
中央経済社、中央経
済グループパブリッ
シング（発売）

2021年6月

81 D51-223 子育て支援の経済学 山口慎太郎 日本評論社 2021年1月

82 D51-224
コロナ政策の費用対効果
（ちくま新書1619）

原田泰 筑摩書房 2021年12月

83 D52-305
ワーケーション企画入門
－－選ばれる地域になるための
受け入れノウハウ

松下慶太 学芸出版社 2022年4月

84 D54-391 離島統計年報2019 日本離島センター編 日本離島センター 2021年7月
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85 D54-758
都市計画〔5訂版〕
（土木系大学講義シリーズ17）

新谷洋二、高橋洋
二、岸井隆幸、大沢
昌玄

コロナ社 2022年3月

86 D54-1077 日本の先進技術と地域の未来

松原宏、地下誠二
編、小池司朗、加藤
讓、清水希容子、ほ
か

東京大学出版会 2022年2月

87 D54-1078

都市・自治研究100年の歩み
－－公益財団法人後藤・安田記
念東京都市研究所創立100周年記
念展示会

後藤・安田記念東京
都市研究所編

後藤・安田記念東京
都市研究所

2022年3月

88 D54-1079 社会調査で描く日本の大都市
埴淵知哉編、上杉昌
也、谷本涼、中谷友
樹、野崎華世、ほか

古今書院 2022年2月

89 D54-1080
都市を観る
－－社会地図で可視化した都市
社会の構造

浅川達人 春風社 2022年2月

90 D54-1081
まちづくりの統計学
－－政策づくりのためのデータ
の見方・使い方

宇都宮浄人、多田実
編著、芦谷恒憲、高
橋愛典、大内秀二
郎、ほか

学芸出版社 2022年2月

91 D54-1082
HERO
－－東京をつくった土木エンジ
ニアたちの物語

紅林章央 都政新報社 2021年9月

92 D54-1083

企業経営と地域活性化
－－愛媛県西条市の事例から
（青山学院大学総合研究所叢
書）

宮副謙司編著 千倉書房 2021年3月

93 D54-1084

東京復興ならず
－－文化首都構想の挫折と戦後
日本
（中公新書2649）

吉見俊哉 中央公論新社 2021年6月

94 D54-1085
アーバニスト
－－魅力ある都市の創生者たち
（ちくま新書1614）

中島直人、アーバニ
スト

筑摩書房 2021年11月

95 D56-276
気候変動への「適応」と法
－－アメリカに学ぶ法政策と訴
訟

釼持麻衣 勁草書房 2022年2月
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96 D56-277

グリーン・ニューディール
－－世界を動かすガバニング・
アジェンダ
（岩波新書1882）

明日香壽川 岩波書店 2021年6月

97 G4-119 スマートグリッドと蓄電技術 福井正博、有馬理仁 コロナ社 2022年2月

98 G4-121
大規模停電の記録
－－電力系統の安全とレジリエ
ンス

大規模停電の記録編
集委員会

オーム社 2021年8月

【政治・法律】
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