『経済指標 読み方がわかる事典』

資料室便り

森永康平著／日本実業出版社発行／2022 年６月／
四六判／320 ページ／1,980 円（税込）

景気や雇用など主要な経済指標 64 項目につい
て，読み方と使い方を解説した一冊。各データの
発表時期や入手方法なども記載されており，身近
な「経済」の基礎が学べる。また，本書では複数

交通専門図書館

交通経済研究所資料室

の指標を組み合わせて確認することも勧めている。
例えば物価の現状を知りたい場合は「消費者物価
指数」だけではなく，
「GDP デフレーター」も併
せてみる。そうすることによって単に物価が変動

今年も読書週間の時期を迎えています。交通に

しているかどうかだけでなく，企業がそれを国内

関心のある本誌読者のみなさまには，ぜひ，この

価格に転嫁できているか，といったところまで理

機会に資料室で所蔵している図書・雑誌をお楽し

解することができる。

みいただければと思います。
目次：国内全体の消費動向がわかる指標／業種別

新着書棚から（新しく受け入れた資料の紹介）
『ウェルビーイングを実現するスマートモビリティ
―事例で読みとく地域課題の解決策』

石田東生，宿利正史編著／学芸出版社発行／2022

の消費動向がわかる指標／海外取引の動きがわか
る指標／物価の変動がわかる指標／ほか

書庫のなかから（所蔵資料の紹介）

鉄道開業 150 年

年９月／A5 判／168 ページ／2,530 円（税込）

本書は，
地域課題を解決するために，
モビリティ

原

1872〜2022 年

第８回：災害対応

サービスをどのように活用するかについてまとめ

日本は毎年のように地震や水害，噴火等に見舞

たものである。モビリティサービスの価値を高め

われる自然災害の多い国です。本年，開業 150

ることは，
地域課題の解決につながり，
個人のウェ

周年を迎えた鉄道の歴史は，災害への対応と復旧

ルビーイング（心身も社会的にも健康で良い状態）

の連続といっても過言ではありません。事業者や

の実現を導くことができるが，持続可能なものと

行政機関はそれらを記録して後世へ伝えるために

していくことが重要である。モビリティサービス

工夫を凝らしてきました。たとえば，記録のなか

活用にあたっては，官民連携，複数のサービスの

で部署別に章を分けて情況を記述したり，構造物

組み合わせ，およびモビリティ・マネジメントに

の被害などハード面だけでなく，代替輸送や地域

ついて考慮して組織・人材づくりなどを進めると

関係者との協議などソフト面の記録に配慮したり

ともに，活用促進のために交通関連制度の変革や

しています。今回，こうした記録から，資料室で

データ環境の整備などが必要である。

所蔵している代表的なものをご紹介します。

目次：ウェルビーイングを実現するモビリティサー
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最寄駅：J R／東京メトロ 上野駅から徒歩３分

６ 再発見ディスカバー・ジャパン―協賛企画と国
鉄の営業活動に注目して
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