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約6万点の蔵書の中から、
今回の特集に関わりのある本を

ピックアップしました。
他にも多くの関連図書があります。

休館日、臨時休館日等を
ホームページでご確認の上、
ぜひ一度ご来館ください。

【選】旅の図書館副館長／主任研究員
大隅一志

特集関連蔵書
リスト

（財）国際交通安全学会 編
技報堂出版 ／1998

観光地交通計画の体系化
プロジェクト

魅力ある
観光地と交通
地域間交流活性化への提案

ポスト・モータリゼーション 21世紀の都市と交通戦略 北村隆一 編著 学芸出版社 ／2001
脱クルマ社会の交通政策 移動の自由から交通の自由へ MINERVA現代経済学叢書90 西村 弘 ミネルヴァ書房 ／2007

045825

永井 昇
内外出版 ／2000

観光発展と観光交通、
観光交通の発達史、
観光交通事業など全８章

観光交通論
050681

（財）国際交通安全学会 編
技報堂出版 ／2007

執筆 ： 中村良夫/中村英夫/
隈 研吾/水戸岡鋭治/岩貞るみこ/
矢野雅文/古川 修

デザインが
「交通社会」を変える

美しい国土、魅力ある交通

706898

塩見英治・堀 雅通 ほか編著
（株）成山堂書店 ／2017

各交通機関の
ビジネスと観光から
まちづくり、MICE、宿泊業まで

観光交通
ビジネス

089248

寺前秀一
東京交通新聞社 ／2001

情報化交通社会、
モバイル交通革命、
インターネット交通市場など全６章

モバイル
交通革命

706880

高田邦道 編著
成山堂書店 ／2013

高齢化がすすむ日本の、
よりよい交通環境づくりを目指す提言

シニア社会の交通政策
高齢化時代のモビリティを考える

（日本交通政策研究会研究双書26）

708685

藤井 聡・谷口綾子・松村暢彦 編著
学芸出版社 ／2015

クルマ依存から公共交通・自転車
などを賢く使う方向へ向かうには

モビリティを
マネジメントする
コミュニケーションによる交通戦略

086729

アーサー･ディ･リトル･ジャパン
日経BP社 ／2018

自動運転と、
カーシェア・ライドシェアなどの
サービスとの融合が世界を変える

モビリティー進化論
自動運転と交通サービス、
変えるのは誰か

090137

福田晴仁
白桃書房 ／2005

人口規模が小さく、
社会経済的主体が低密度に分散する
地域の公共交通とは

ルーラル地域の
公共交通
持続的維持方策の検討

706886

国際交通安全学会 編
技報堂出版 ／2005

執筆 ： 中村英夫/岡野行秀/
森田 朗/成田頼明/片山善博/
大西 隆/白石真澄

「交通」は地方再生を
もたらすか
分権時代の交通社会

706892

森野美徳 編著
日経BP社 ／2006

TDM（Transportation
Demand Management=）と、
まちづくりに

地域交通の未来
ひと・みち・まちの新たな絆

706891

香川正俊
㈱日本評論社 ／2017

地域公共交通の衰退と国の補助制度、
公共交通条例の内容と意義、課題

地域公共交通の
活性化・再生と
公共交通条例

088509

四日市大学総合政策学部 三岐鉄道
交通新聞社 ／2008

三岐鉄道の経営理念、経営戦略、
事業展開、今後の取組など

地域活性化に
地方鉄道が果たす役割
三岐鉄道の場合

072534

地域政策研究プロジェクト 編著
勁草書房 ／2014

執筆 ： 鈴木崇児/橋本成仁/
高木 亮/Jan-Dirk Schmöcker・
石川良文/山崎基浩/板谷和也

鉄道と
地域発展

083727

堀内重人
学芸出版社 ／2014

全国の事例から
地方鉄道の存続を考える

元気な
ローカル線の
つくりかた

084166

小嶋光信・森 彰英
交通新聞社 ／2014

地方公共交通の
再生とまちづくりへの挑戦、
地方鉄道の光と影などの7章

地方交通を救え! 
再生請負人・小嶋光信の処方箋

（交通新聞社新書 070）

084345

中村文彦・牧村和彦
（一財）計量計画研究所 ／2016

バスシステムの進化形としての
BRTについての全5章

バスがまちを
変えていく
BRTの導入計画作法

087785

706855
706842

交通は文化を育む 地域交通政策の提言 ～交通基本法と交通基本条例～ 可児紀夫 自治体研究社 ／2011706897
モビリティー革命2030 自動車産業の破壊と創造 デロイト トーマツ コンサルティング 日経BP社 ／2017088628
交通計画集成9 観光地域の交通需要マネジメント

〈地域科学〉まちづくり資料シリーズ25 交通計画集成
高田邦道 監修 地域科学研究会 ／1997706907

地域施策研究第13号 特集:まちづくりと公共交通の魅力 地方自治研究機構 （財）地方自治研究機構 ／2000707025
ビジョンとドリームのまちづくり まちと交通再生のための都市政策 土井 勉 神戸新聞総合出版センター ／2008071615
地方都市における地域公共交通の維持･活性化に関する調査研究

（国土交通政策研究 第120号）
国土交通省
国土交通政策研究所

国土交通省
国土交通政策研究所 ／2014

090250

日本の地方民鉄と地域社会 青木栄一 古今書院 ／2006068309
ローカル・ガバナンスと社会的企業 新たな地方鉄道経営 古平 浩 追手門学院大学出版会 ／2014083685
ライフスタイルを形成した鉄道事業 （情熱の日本経営史8） 老川慶喜・渡邉恵一 芙蓉書房出版 ／2014084354
日本一のローカル線をつくる たま駅長に学ぶ公共交通再生 小嶋光信 学芸出版社 ／2012080151
鉄客商売 JR九州大躍進の極意 唐池恒二 （株）PHP研究所 ／2016088914
観光列車が旅を変えた 地域を拓く鉄道チャレンジの軌跡（交通新聞社新書105） 堀内重人 交通新聞社 ／2016088252
日本の都市と路面公共交通 西村幸格 学芸出版社 ／2006068585
路面電車で広がる鉄の世界 チンチン電車と都市計画がわかる本 小川裕夫 秀和システム ／2012081538
バスでまちづくり 都市交通の再生をめざして 中村文彦 学芸出版社 ／2006068769
地域で守ろう! 鉄道・バス 堀内重人 学芸出版社 ／2012

※資料ＩＤは「旅の図書館」の識別ＩＤです。
706858
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