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1 A00-869
衛生情報を活用した交通関連
データの高品質化方法の検討
（日交研シリーズA-831）

衛生情報を活用した
交通関連データの高
品質化方法の検討プ
ロジェクト編、鹿島
茂、廣田恵子、杉田
浩、今長久、加藤正
康、小坂浩之、竹内
龍介

日本交通政策研究会 2022年2月

2 A00-870

再生可能エネルギーの活用によ
る運輸部門のゼロエミッション
化に関する研究
（日交研シリーズA-832）

再生可能エネルギー
の活用による運輸部
門のゼロエミッショ
ン化に関する研究プ
ロジェクト編、室町
泰徳、川崎直哉、青
木孝成

日本交通政策研究会 2022年3月

3 A00-871

モビリティ・イノベーションの
社会的受容
－－技術から人へ、人から技術
へ

上出寛子編著、谷口
綾子、笠木雅史、小
山虎、佐藤仁美、姜
美蘭、牧村和彦

北大路書房 2022年3月

4 A02-574

交通政策の空間的応用一般均衡
分析
－－インフラ・料金・環境政策
評価
（日本交通政策研究会研究双書
35）

武藤慎一、河野達
仁、福田敦編著

勁草書房 2022年5月

5 A03-645

地域・都市の総合交通政策の研
究
－－省エネ下における地域の活
性化・モビリティの向上
（日交研シリーズA-829）

地域・都市の総合交
通政策プロジェクト
編、高橋愛典、後藤
孝夫、野村実

日本交通政策研究会 2022年2月

6 A03-719
地域公共交通政策の新展開
（中京大学経済研究所研究叢書
28）

地域政策研究プロ
ジェクト編、石川良
文、板谷和也、近藤
健児、鈴木崇児、高
木亮、古川雄一、
Jan-Dirk Schmoecker

勁草書房 2022年3月

7 A07-157
新しい世界の資源地図
－－エネルギー・気候変動・国
家の衝突

ダニエル・ヤーキン
著、黒輪篤嗣訳

東洋経済新報社 2022年2月

新着図書目録2022年5月分

交通経済研究所資料室

【交通関係】
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8 A08-1101
交流まちづくり
－－サステイナブルな地域をつ
くる新しい観光

国土総合研究機構観
光まちづくり研究会
編

学芸出版社 2022年5月

9 A09-362
公的規制の法と政策
（法政大学現代法研究所叢書
49）

栗田誠、武生昌士編
著

法政大学ボアソナー
ド記念現代法研究
所、法政大学出版局
（発売）

2022年3月

10 A12-1381
未来都市のモビリティ
（ヌース学術ブックス）

西山敏樹 ヌース出版 2022年4月

11 A20-316
Handbook on Railway
Regulation
－－Concepts and Practice

Matthias Finger、
Juan Montero編

Edward Elgar 2020年10月

12 A22.1-209

コミュニティシップ
－－下北線路街プロジェクト。
挑戦する地域、応援する鉄道会
社

橋本崇、向井隆昭、
小田急電鉄エリア事
業創造部編著、吹田
良平監修

学芸出版社 2022年5月

13 A25-1069
湘南モノレール全線開通50周年
誌

森川天喜、50周年誌
制作委員会

湘南モノレール 2021年12月

14 A26.2-293

変わる！名鉄電車のゆくえ
－－“スカーレット”の生き残
り策
（交通新聞社新書160）

徳田耕一 交通新聞社 2022年4月

15 A26.4-101 アメリカ鉄道情報Vol.6 佐々木也寸志監修 トレインウェーブ 2022年4月

16 A26.9-200

Repenser les mobilites avec
le transport ferroviaire
regional
－－Manuel a l'usage des
professionnels de
l'amenagement du territoire
et de l'urbanisme et des
futurs professionnels du
transport

Jacques Weill
Territorial
Editions

2021年9月

17 A29-734 宮脇俊三の紀行文学を読む 小牟田哲彦 中央公論新社 2021年10月

18 A29-735 鉄道好きのための法律入門 小島好己
天夢人、山と溪谷社
（発売）

2022年3月

19 A30-933 自動車の社会的費用・再考 上岡直見 緑風出版 2022年5月
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20 A31-524
読んで学ぶ交通工学・交通計画
〔改訂新版〕

久保田尚、大口敬、
高橋勝美

理工図書 2022年3月

21 A31-667

道路ネットワークの維持更新費
用推計および適正料金水準導出
のための市町村間CGEモデル開発
（日交研シリーズA-828）

道路ネットワークの
維持更新費用推計お
よび適正料金水準導
出のための市町村間
CGEモデル開発プロ
ジェクト編、武藤慎
一

日本交通政策研究会 2022年3月

22 A32-335
デジタル化時代の自動車保険
（慶應義塾保険学会叢書）

堀田一吉、山野嘉
朗、加瀬幸喜編著

慶應義塾大学出版会 2022年3月

23 A61-458

エアラインオペレーション入門
〔改訂新版〕
－－決定版！航空現場のプロが
伝えます

ANA総合研究所編 イカロス出版 2022年4月

24 A61-544
グローバルエアラインの経営と
実務

Gerald N. Cook、
Bruce G. Billing
著、上甲哲也監訳

成山堂書店 2022年3月

25 A74-240
地域研究のための空間データ分
析　応用編
－－QGISとPostGISを用いて

愛知大学三遠南信地
域連携研究センター
編、蒋湧監修、駒木
伸比古、飯塚公藤

古今書院 2022年3月

26 D16-25
東京都統計年鑑令和2年（第72
回）

東京都総務局統計部
調整課編

東京都生活文化局広
報広聴部都民の声課

2021年3月

27 D22.1-116
経済史・経営史研究入門
－－基本文献、理論的枠組みと
史料調査・データ分析の方法

岡崎哲二編 有斐閣 2022年3月

28 D22.2-803
日本経済と公共部門のダイナミ
クス
－－データで読み解く現代社会

南波浩史、水ノ上智
邦、藤森梓

晃洋書房 2022年4月

29 D22.4-98
現代ヨーロッパ経済〔第6版〕
（有斐閣アルマ）

田中素香、長部重
康、久保広正、岩田
健治

有斐閣 2022年3月

30 D22.4-102
ヨーロッパの政治経済・入門
〔新版〕
（有斐閣ブックス）

森井裕一編 有斐閣 2022年3月

【社会・経済】

3



31 D23-451
コロナの影響と政策
－－社会・経済・環境の観点か
ら

石川良文編著 創成社 2022年3月

32 D25-164
物価とは何か
（講談社選書メチエ）

渡辺努 講談社 2022年1月

33 D42-84
百貨店リテールブランド戦略
－－消費者基点からの提言

圓丸哲麻 白桃書房 2022年3月

34 D43.4-502
ポジショニング戦略〔新版〕
－－世界中で30年間読み継がれ
る、マーケターのバイブル

アル・ライズ、
ジャック・トラウト
著、川上純子訳

海と月社 2008年4月

35 D43.4-503
イノベーションの競争戦略
－－優れたイノベーターは0→1
か？横取りか？

内田和成編著 東洋経済新報社 2022年4月

36 D52-306
仕事から見た「2020年」
－－結局、働き方は変わらな
かったのか？

玄田有史、萩原牧子
編

慶應義塾大学出版会 2022年3月

37 D54-74 都市計画年報令和2年（2020年） 都市計画協会 都市計画協会 2022年2月

38 D54-210 都市計画ハンドブック2021 都市計画協会 都市計画協会 2022年2月

39 D54-1087

地域・都市の社会学
－－実感から問いを深める理論
と方法
（有斐閣ストゥディア）

平井太郎、松尾浩一
郎、山口恵子

有斐閣 2022年4月

40 D54-1088 都市の問診 饗庭伸 鹿島出版会 2022年4月

41 D54-1089
東京市政調査会／後藤・安田記
念東京都市研究所百年史

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

42 D54-1090
現代コミュニティの社会設計
－－新しい“コミュニティ形
成・まちづくり”の思想

和田清美 学文社 2021年12月

43 D56-278

カーボンプライシングのフロン
ティア
－－カーボンニュートラル社会
のための制度と技術

有村俊秀、杉野誠、
鷲津明由編著

日本評論社 2022年3月
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44 E00-106
一目でわかる全国自治体政策要
覧2022年市区版

一目でわかる全国自
治体政策要覧編集委
員会

イマジン出版 2022年3月

45 E00-107

政策にエビデンスは必要なのか
－－EBPMと政治のあいだ
（MINERVA人文・社会科学叢書
251）

杉谷和哉 ミネルヴァ書房 2022年3月

【政治・法律】

5


