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番号 分類番号 書名 編著者名 発行所名 発行年月日

【交通関係】

1 A00-875
モビリティ リ・デザイン2040
－－ 「移動」が変える職住遊学の
未来

KPMGモビリティ研究
所編

日経BP日本経済新聞
出版、日経BPマーケ
ティング（発売）

2022年9月

2 A06-535
2022年度の経済と貨物輸送の見通し
〔改訂〕

NX総合研究所 NX総合研究所 2022年10月

3 A06-967
企業物流短期動向調査（NX総研短
観）調査結果
－－2022年9月調査

NX総合研究所 NX総合研究所 2022年10月

4 A06-1078 Karriere in der Logistik第4号 DVV Media Group DVV Media Group 2022年10月

5 A06-1099

現代物流産業論
－－ロジスティクス・プラット
フォーム革新
（流通経済大学流通情報学部創設25
周年叢書）

林克彦 流通経済大学出版会 2022年7月

6 A06-1100
新国際物流論
－－基礎からDXまで

平田燕奈、松田琢
磨、渡部大輔

晃洋書房 2022年9月

7 A08-191
レジャー白書2022
－－余暇の現状と産業・市場の動向

日本生産性本部編
日本生産性本部、生
産性出版（販売）

2022年10月

8 A08-229 旅行年報2022 日本交通公社 日本交通公社 2022年10月

9 A08-360
JTB海外旅行レポート2022
－－日本市場における海外旅行のす
べて

JTB監修、JTB総合研
究所編

JTB総合研究所 2022年9月

10 A08-1114
観光立国・日本
－－ポストコロナ時代の戦略
（光文社新書1226）

箱谷真司 光文社 2022年10月

11 A12-1393
中島孝夫伝
－－早川徳次になれなかった男
（鉄道史ブックレットvol.1）

枝久保達也 Happiness Factory 2022年9月

新着図書目録2022年11月分
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12 A20-318

列車名大事典〔最新増補改訂版〕
－－ 国鉄－JRの歴史を彩った600を
超えるネームド・トレインを完全網
羅！

寺本光照 イカロス出版 2022年9月

13 A21-698 統合報告書2022 名古屋鉄道 名古屋鉄道 2022年10月

14 A21-1006
地図から消えるローカル線
－－未来の地域インフラをつくる
（日経プレミアシリーズ487）

新谷幸太郎編著
日経BP日本経済新聞
出版

2022年11月

15 A21-1007
鉄道会社データが警告する未来図
（KAWADE夢新書S440）

鐵坊主 河出書房新社 2022年9月

16 A21-1008
リニア中央新幹線からみる国家
「的」事業の歪み
（「住民と自治」2022年9月号）

自治体問題研究所編 自治体問題研究所 2022年9月

17 A21-1009

鉄道会社のファンド戦略
－－循環型投資への“ダイヤグラ
ム”
（「月刊プロパティマネジメント」
2021年7月号）

綜合ユニコム 綜合ユニコム 2021年7月

18 A24-532
定本電車基礎講座
－－“知ってるつもり”から“確か
な知識”へ

野元浩 交通新聞社 2022年10月

19 A24-920

鉄道運転進化論
－－自動運転の時代に運転士は必要
か？
（交通新聞社新書166）

西上いつき 交通新聞社 2022年10月

20 A24-921

知ってたのしい！鉄道の信号
－－安全のキホン、乗って観察・見
て納得
（交通新聞社新書165）

土屋武之、栗原景、
伊原薫

交通新聞社 2022年10月

21 A24-922
橋とトンネル鉄道探究読本
－－渡りたい！くぐりたい！

小野田滋 河出書房新社 2022年10月

22 A24-923
鉄道車両の情報通信技術入門
－－車両制御情報システムと国際規
格

電気学会・鉄道車両
のICTに関する調査
専門委員会編

オーム社 2022年9月

23 A24-924
透視イラストでわかる鉄道のしくみ
図鑑
（イラストでわかる乗り物001）

松島浩一郎
天夢人、山と渓谷社
（発売）

2022年9月
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24 A25-1097
湘南電鉄と県立金沢文庫
－－楠山永雄コレクション鉄道資料
／鉄道開通150記念企画展

神奈川県立金沢文庫
編

神奈川県立金沢文庫 2022年7月

25 A25-1100
鉄道路線図（日本の鉄道開業150
年）
（「地図情報」2022年8月号）

地図情報センター 地図情報センター 2022年8月

26 A25-1101 資料で語る房総各線の運行史 佐藤信之 佐藤信之 2022年9月

27 A25-1102

にっぽんの鉄道150年
－－蒸気機関車から新幹線、リニア
へ
（平凡社新書1011）

野田隆 平凡社 2022年9月

28 A25-1103
小田急百貨店の展覧会
－－新宿西口の戦後50年

志賀健二郎 筑摩書房 2022年9月

29 A25-1104
地図帳の深読み
－－鉄道編

今尾恵介 帝国書院 2022年9月

30 A25-1105
知られざる国鉄遺産エキナカ
－－もう一つの鉄道150年

高木豊 日刊工業新聞社 2022年10月

31 A25-1106
鉄道の歴史を変えた街45
－－開業から現在まで、鉄道と縁の
深い地をめぐる

鼠入昌史 イカロス出版 2022年10月

32 A25-1107 三蟠鉄道記録集 三蟠鉄道研究会編
三蟠鉄道研究会、吉
備人出版（発売）

2022年9月

33 A25-1108
叡山電車100年のあゆみ
－－写真集

中田安治 成山堂書店 2022年9月

34 A25-1109

鉄道150年物語
－－感謝を込めて！愛され続けた鉄
道シーンに迫る
（「旅と鉄道」2022年増刊10月号）

「旅と鉄道」編集部
天夢人、山と渓谷社
（発売）

2022年10月

35 A25-1110

日本の鉄道150選
－－未来に伝えたい車両・鉄道シー
ン・車窓・名列車
（トラベルMOOK）

蜂谷あす美、坂正
博、楠井利彦、結解
喜幸、寺本光照、荒
木文宏、芝良二、
「鉄道ダイヤ情報」
編集部

交通新聞社 2022年9月
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36 A26.1-142

世界のすごい駅
－－旅情あふれる珠玉の鉄道駅と地
下鉄駅170選
（地球の歩き方W20 旅の図鑑シリー
ズ）

地球の歩き方編集室
編

地球の歩き方、
Gakken（発売）

2022年10月

37 A26.2-300
鉄路の輪、環状運転鉄道
（「地図中心」2022年10月号）

日本地図センター 日本地図センター 2022年10月

38 A26.2-301

おかえり！只見線全線復旧記念
－－135.2kmを走る感動の秘境ロー
カル線！
（「旅と鉄道」2022年増刊12月号）

「旅と鉄道」編集部
天夢人、山と渓谷社
（発売）

2022年12月

39 A26.3-44
中国鉄道年鑑2020
－－CHINA RAILWAY YEARBOOK

中国国家鉄路集団有
限公司編

中国鉄道出版社有限
公司

2021年12月

40 A26.3-90
中国高速鉄道の発展スピードはなぜ
速いのか

雷風行著、姚琴訳
グローバル科学文化
出版

2022年8月

41 A29-752
日本が心配だ！
－－JR東海名誉会長　葛西敬之のラ
ストメッセージ

葛西敬之 ワック 2022年8月

42 A29-756 我、鉄路を拓かん 梶よう子 PHP研究所 2022年9月

43 A31-402 道路法令総覧令和5年版 道路法令研究会編 ぎょうせい 2022年10月

44 A54-235
世界のコンテナ港とターミナルオペ
レーターの現状2022年度版

森隆行監修、関西物
流総合研究所編

大阪港埠頭、大阪港
振興協会

2022年10月

45 A61-551 ANA苦闘の1000日 高尾泰朗
日経BP、日経BPマー
ケティング（発売）

2022年9月

46 A61-552
エアライン・マネジメント
－－戦略と実践

日本航空 インプレス 2022年9月

【歴史・地理】

47 C-298
OPEN
－－「開く」ことができる人・組
織・国家だけが生き残る

ヨハン・ノルベリ
著、山形浩生、森本
正史訳

ニューズピックス 2022年4月
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【社会・経済】

48 D02-146 Slowdown減速する素晴らしき世界
ダニー・ドーリング
著、遠藤真美訳

東洋経済新報社 2022年7月

49 D11-356

データを疑う力
－－数学力より論理力　文系にこそ
読んでほしい24話
（TTS新書）

麻生一枝
東京図書出版、リフ
レ出版（発売）

2022年7月

50 D11-357 1からのデータ分析
古川一郎、上原渉編
著

碩学舎、中央経済グ
ループパブリッシン
グ（発売）

2022年9月

51 D16-41 全国市町村要覧令和4年版
市町村要覧編集委員
会編

第一法規 2022年11月

52 D21.1-300 経済論文の書き方
経済セミナー編集部
編

日本評論社 2022年9月

53 D21.1-301
ビジネスを学ぶためのミクロ経済学
入門

石田和之、高屋定美
編著

中央経済社、中央経
済グループパブリッ
シング（発売）

2022年7月

54 D25-120 小売物価統計調査年報令和3年 総務省統計局編 日本統計協会 2022年10月

55 D25-169 教養としての決済

ゴットフリート・レ
イブラント、ナター
シャ・デ・テラン
著、大久保彩訳、上
野博監修

東洋経済新報社 2022年9月

56 D28-117 個人所得指標2022年版
ゼンリンマーケティ
ングソリューション
ズ編

ゼンリンマーケティ
ングソリューション
ズ

2022年9月

57 D28-289
日本の消費者はどう変わったか
－－生活者1万人アンケートでわか
る最新の消費動向

松下東子、林裕之 東洋経済新報社 2022年10月

58 D43.2-262
日本のコーポレート・ガバナンス史
－－データ分析で読み解く

川本真哉
中央経済社、中央経
済グループパブリッ
シング

2022年10月

59 D43.4-401

広報・PR論〔改訂版〕
－－パブリック・リレーションズの
理論と実際
（有斐閣ブックス）

関谷直也、薗部靖
史、北見幸一、伊吹
勇亮、川北眞紀子

有斐閣 2022年9月
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60 D43.4-513 ビジネススクール意思決定入門 内田和成
日経BP、日経BPマー
ケティング（発売）

2022年8月

61 D43.4-514
アメリカ・マーケティング研究史15
講
－－対象と方法の変遷

堀越比呂志 慶應義塾大学出版会 2022年9月

62 D43.7-132

図解人材マネジメント入門
－－人事の基礎をゼロからおさえて
おきたい人のための「理論と実践」
100のツボ

坪谷邦生
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

2020年5月

63 D52-310
経営者が知っておくべきジョブ型雇
用のすべて

白井正人 ダイヤモンド社 2021年7月

64 D52-311
テレワークが変える仕事と社会
（「月刊統計」2022年6月号）

「統計」編集委員会
編

日本統計協会 2022年6月

65 D52-312
働き方改革の世界史
（ちくま新書1517）

濱口桂一郎、海老原
嗣生

筑摩書房 2020年9月

66 D52-313

リモートワークを科学する
I〔調査分析編〕
－－データで示す日本企業の課題と
対策／
II〔事例編〕
－－日本企業のケースから読み解く
本質

高橋潔、加藤俊彦編
著

白桃書房 2022年9月

67 D52-314
日本版ジョブ型人事ハンドブック
－－雇用・人材マネジメント・人事
制度の理論と実践

加藤守和
日本能率協会マネジ
メントセンター

2022年3月

68 D54-216 都市計画法令要覧令和5年版
都市計画法制研究会
編

ぎょうせい 2022年10月

69 D54-939 日本の都市特性評価DATABOOK2022
森記念財団都市戦略
研究所編

森記念財団都市戦略
研究所

2022年10月

70 D54-1101
地域プラットフォームの論理
－－プレイス・ブランディングに向
けて

長尾雅信、山崎義
広、八木敏昭

有斐閣 2022年10月

71 D54-1102
大都市はどうやってできるのか
（ちくまプリマー新書411）

山本和博 筑摩書房 2022年9月
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72 D54-1103
ウォーカブルシティ入門
－－10のステップでつくる歩きたく
なるまちなか

ジェフ・スペック
著、松浦健治郎監
訳、石村壽浩、内田
晃、内田奈芳美、長
聡子、益子智之訳

学芸出版社 2022年9月

73 D54-1104 フェミニスト・シティ
レスリー・カーン
著、東辻賢治郎訳

晶文社 2022年9月

74 D54-1105
都市経営からまちづくりを考える
－－まちづくりにイノベーションを
起こす方法

佐藤道彦 大阪公立大学出版会 2022年9月

75 D54-1106 図説都市計画
澤木昌典、嘉名光市
編著

学芸出版社 2022年11月

76 D54-1107
全47都道府県幸福度ランキング2022
年版

寺島実郎監修、日本
総合研究所編

日総研グループ、日
総研出版

2022年9月

【政治・法律】

77 E02-168
知事失格
－－リニアを遅らせた川勝平太「命
の水」の嘘

小林一哉 飛鳥新社 2022年8月

78 E60.8-35 EU政策法講義

中西優美子編著、佐
藤智恵、上田廣美、
多田英明、カール＝
フリードリヒ・レン
ツ、中西康著

信山社 2022年9月
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