
書名 著者名 出版社 刊行年 所蔵館

1 今津町歴史散歩 2004 今津ほか

2 今津町史　第３巻 2001 今津ほか

3 今津町史　第４巻 2003 今津ほか

4 近江の先覚　第二集 1997 今津ほか

5 図説高島町の歴史 2003 今津ほか

6 企画展 ありし日の江若鉄道 大津・湖西を結ぶ鉄路 2006 今津ほか

7 江若鉄道の思い出 大津市歴史博物館／編
サンライズ出
版 2015 今津

8 近江学　第７号（２０１５．０１） 2015 今津ほか

9 レイル　Ｎｏ．84　江若鉄道 2012 今津ほか

10 京都大学鉄道研究会雑誌 第32号 2015 今津ほか

11 近江湖西路　くらしと共に５０年 1998 新旭ほか

12 四季の鉄道写真集　湖北旅情 石角　強／著
ブイツーソ
リューション 2017 今津ほか

13 新旭町誌 1985 今津ほか

14 高島町史 1983 今津ほか

15 関西の鉄道 第28号 1978
☆市内館
所蔵なし

16 鉄道史学 第2号　江若鉄道の成立と大津市 藤田　貞一郎／著 鉄道史学会 1985
☆市内館
所蔵なし

17 江若鉄道車輌五十年　【※館内閲覧のみ】
江若鉄道車輌五十年
編集スタッフ／編

鉄道史資料保
存会 1978

☆市内館
所蔵なし

18
鉄道史資料保
存会 1981

☆市内館
所蔵なし

19 私鉄の廃線跡を歩く 3 寺田裕一／著
ＪＴＢパブ
リッシング 2008

☆市内館
所蔵なし

20 滋賀県関係の鉄道建設と鉄道郵便印 2009 今津ほか

21 湖国と文化 ２０１２年（平成24年）冬 2012 今津ほか

22 湖国と文化 ’８６春 第３５号 1986 今津

23 湖国と文化 ’８６秋 第３７号 1986 今津

24 湖国と文化 ’８２夏 第２０号 1982 今津

25 琵琶湖の鉄道連絡船と郵便逓送 佐々木　義郎／編著 成山堂書店 2003 今津ほか

26 〈図説〉国鉄全史 2004 今津

27 廃線終着駅を訪ねる　国鉄・ＪＲ編 三宅　俊彦／著
ＪＴＢパブ
リッシング 2010 安曇川

28 国鉄＆ＪＲ保存車大全 笹田　昌宏／著 イカロス出版 2017 今津

29 ２０世紀なつかしの国鉄ローカル線 井上　広和／写真 山と渓谷社 2001 今津

今津町教育委員会／編

今津町史編集委員会／編集

今津町史編集委員会／編集

滋賀県教育会／編集

高島町史編さん委員会
（高島町歴史民俗資料館）

成安造形大学附属近江学研究所

京都大学鉄道研究会雑誌編集委員
会

大津市歴史博物館

エリエイ／プレス・アイゼンバー
ン

江若交通労働組合

新旭町誌編さん委員会／編集

高島町役場

「江若鉄道車輌五十年」補遺・他　【※館内閲覧のみ】

関西鉄道研究会

【裏面に続きます】

(財)滋賀県文化体育振興事業団

(財)滋賀県文化体育振興事業団

学研

Ｈ３０．２月 今津図書館エントランス展示 「高島の鉄道交通」 関連図書リスト

(財)滋賀県文化振興事業団

(財)滋賀県文化体育振興事業団

上田　敬

☆市内図書館に所蔵がないものはお取り寄せいたします。



書名 著者名 出版社 刊行年 所蔵館

30 消えゆく「国鉄特急」図鑑
安田　就視／写真・
文 彩流社 2001 マキノ

31 国鉄郵便・荷物気動車の歩み　上・下 千代村　資夫／著
ネコ・パブ
リッシング 2001 今津

32 国鉄・ＪＲ臨時列車ハンドブック 三宅　俊彦／著 新人物往来社 2002 今津

33 国鉄乗車券類大事典
近藤　喜代太郎、池
田　和政／著 ＪＴＢ 2004 今津

34 国鉄・懐かしの蒸気機関車 宮沢　孝一／編 新人物往来社 1997 今津

35 国鉄を考える 井上　ひさし／対談 岩波書店 1986 マキノ

36 全国鉄道博物館 白川　淳／著
ＪＴＢパブ
リッシング 2007 今津

37 ビジュアル日本の鉄道の歴史　１～３ 梅原　淳／著 ゆまに書房 2017 今津

38 日本の鉄道史セミナー 久保田　博／著
グランプリ出
版 2005 今津

39 日本鉄道史　幕末・明治篇 老川　慶喜／著 中央公論新社 2014 今津

40 今でも乗れる昭和の鉄道 小牟田　哲彦／著 東京堂出版 2008 新旭

41 鉄道切符ガイドブック 澤村　光一郎／著 ミリオン出版 2017 今津

42 木造駅舎の旅
米屋　浩二／写真・
文

ＩＮＦＡＳパブ
リケーションズ 2009 今津

43 ジョイフルトレイン図鑑 小賀野　実／著
ＪＴＢパブ
リッシング 2010 マキノ

44 鉄童の旅 佐川　光晴／著 実業之日本社 2014 今津ほか

45 汽車旅放浪記 関川　夏央／著 新潮社 2006 今津

46 西日本の機関車たち 高橋　脩／編著
ネコ・パブ
リッシング 2014 今津

47 追憶の蒸気機関車 久保田　博／著
グランプリ出
版 2002 朽木

48 蒸気機関車の風景 遠藤　純／撮影　文
ユーリード出
版 2002 今津

☆高島市立図書館ホームページの「催し物案内」はこちらから
　【URL】 https://lib.city.takashima.shiga.jp/event/index.html【QRコード→】

お問合せ先：高島市立今津図書館（水・木曜日、年末年始休館）
　【TEL】0740－22－3827　　【E‐mail】i-toshokan@city.takashima.lg.jp


