
<展示<展示<展示<展示リスト> のりものリスト> のりものリスト> のりものリスト> のりもの温故知新温故知新温故知新温故知新～～～～路面電車路面電車路面電車路面電車とととと北海道新幹線北海道新幹線北海道新幹線北海道新幹線～～～～
展示期間:平成28年８月11日(木)～９月27日(火)

■北海道新幹線■北海道新幹線■北海道新幹線■北海道新幹線

書　名書　名書　名書　名 著　者　名著　者　名著　者　名著　者　名 出　版　社出　版　社出　版　社出　版　社 出版年出版年出版年出版年 資料番号資料番号資料番号資料番号 請求記号請求記号請求記号請求記号

貸出用貸出用貸出用貸出用

ありありありあり

アンテナショップ＆道の駅ガイドブック 道南アンテナショップ＆道の駅ガイドブック 道南アンテナショップ＆道の駅ガイドブック 道南アンテナショップ＆道の駅ガイドブック 道南

北海道新幹線から車で行ける北海道新幹線から車で行ける北海道新幹線から車で行ける北海道新幹線から車で行ける

北海道経済部食関連産業室北海道経済部食関連産業室北海道経済部食関連産業室北海道経済部食関連産業室 2016.32016.32016.32016.3 0119927721011992772101199277210119927721 KR291.8/ｱ/KR291.8/ｱ/KR291.8/ｱ/KR291.8/ｱ/

さようなら、カシオペア　栄光の豪華・寝台列車　別さようなら、カシオペア　栄光の豪華・寝台列車　別さようなら、カシオペア　栄光の豪華・寝台列車　別さようなら、カシオペア　栄光の豪華・寝台列車　別

冊宝島 2441冊宝島 2441冊宝島 2441冊宝島 2441

宝島社宝島社宝島社宝島社 2016.42016.42016.42016.4 0119936748011993674801199367480119936748 KR686.2/ｻ/KR686.2/ｻ/KR686.2/ｻ/KR686.2/ｻ/ ●

東京～札幌 鉄タビ変遷記東京～札幌 鉄タビ変遷記東京～札幌 鉄タビ変遷記東京～札幌 鉄タビ変遷記

青函連絡船から北海道新幹線へ青函連絡船から北海道新幹線へ青函連絡船から北海道新幹線へ青函連絡船から北海道新幹線へ

佐藤 正樹／著佐藤 正樹／著佐藤 正樹／著佐藤 正樹／著 交通新聞社交通新聞社交通新聞社交通新聞社 2016.22016.22016.22016.2 0119916245011991624501199162450119916245 KR686.2/ｻ/KR686.2/ｻ/KR686.2/ｻ/KR686.2/ｻ/ ●

フリーゲージ・トレインが運ぶ北海道の未来フリーゲージ・トレインが運ぶ北海道の未来フリーゲージ・トレインが運ぶ北海道の未来フリーゲージ・トレインが運ぶ北海道の未来

北海道新幹線を200%活用する北海道新幹線を200%活用する北海道新幹線を200%活用する北海道新幹線を200%活用する

佐藤 馨一／編著佐藤 馨一／編著佐藤 馨一／編著佐藤 馨一／編著 柏艪舎柏艪舎柏艪舎柏艪舎 2015.62015.62015.62015.6 0119705655011970565501197056550119705655 KR686.2/ｻ/KR686.2/ｻ/KR686.2/ｻ/KR686.2/ｻ/ ●

北海道の鉄道135話北海道の鉄道135話北海道の鉄道135話北海道の鉄道135話 太田 幸夫／著太田 幸夫／著太田 幸夫／著太田 幸夫／著 富士コンテム富士コンテム富士コンテム富士コンテム 2016.52016.52016.52016.5 0119797207011979720701197972070119797207 KR686.2/ｵ/KR686.2/ｵ/KR686.2/ｵ/KR686.2/ｵ/ ●

新幹線ぴあ　新時代編　まるごと一冊新幹線ガイ新幹線ぴあ　新時代編　まるごと一冊新幹線ガイ新幹線ぴあ　新時代編　まるごと一冊新幹線ガイ新幹線ぴあ　新時代編　まるごと一冊新幹線ガイ

ドドドド

ぴあぴあぴあぴあ 2016.42016.42016.42016.4 0119922003011992200301199220030119922003 KR686.2/ｼ/KR686.2/ｼ/KR686.2/ｼ/KR686.2/ｼ/ ●

徹底解剖!北海道新幹線徹底解剖!北海道新幹線徹底解剖!北海道新幹線徹底解剖!北海道新幹線 北海道新聞社／編北海道新聞社／編北海道新聞社／編北海道新聞社／編 北海道新聞社北海道新聞社北海道新聞社北海道新聞社 2016.42016.42016.42016.4 0119923332011992333201199233320119923332 KR686.2/ﾃ/KR686.2/ﾃ/KR686.2/ﾃ/KR686.2/ﾃ/ ●

徹底ガイド!北海道新幹線まるわかりBOOK徹底ガイド!北海道新幹線まるわかりBOOK徹底ガイド!北海道新幹線まるわかりBOOK徹底ガイド!北海道新幹線まるわかりBOOK マイナビ出版マイナビ出版マイナビ出版マイナビ出版 2016.32016.32016.32016.3 0119918928011991892801199189280119918928 KR686.2/ﾃ/KR686.2/ﾃ/KR686.2/ﾃ/KR686.2/ﾃ/ ●

北海道新幹線で行く北海道鉄旅ガイド北海道新幹線で行く北海道鉄旅ガイド北海道新幹線で行く北海道鉄旅ガイド北海道新幹線で行く北海道鉄旅ガイド JTBパブリッシングJTBパブリッシングJTBパブリッシングJTBパブリッシング 2016.42016.42016.42016.4 0119934420011993442001199344200119934420 KR686.2/ﾎ/KR686.2/ﾎ/KR686.2/ﾎ/KR686.2/ﾎ/ ●

北海道新幹線パーフェクト・ブック北海道新幹線パーフェクト・ブック北海道新幹線パーフェクト・ブック北海道新幹線パーフェクト・ブック

各種資料・データを満載した永久保存版!各種資料・データを満載した永久保存版!各種資料・データを満載した永久保存版!各種資料・データを満載した永久保存版!

双葉社双葉社双葉社双葉社 2016.22016.22016.22016.2 0119916070011991607001199160700119916070 KR686.2/ﾎ/KR686.2/ﾎ/KR686.2/ﾎ/KR686.2/ﾎ/ ●

北海道新幹線効果GUIDE [リーフレット]北海道新幹線効果GUIDE [リーフレット]北海道新幹線効果GUIDE [リーフレット]北海道新幹線効果GUIDE [リーフレット]

北海道新幹線が変えるものとは北海道新幹線が変えるものとは北海道新幹線が変えるものとは北海道新幹線が変えるものとは

札幌市新幹線推進室札幌市新幹線推進室札幌市新幹線推進室札幌市新幹線推進室 2015.122015.122015.122015.12 0119779502011977950201197795020119779502 KR686.2/ﾎ/KR686.2/ﾎ/KR686.2/ﾎ/KR686.2/ﾎ/ ●

北海道新幹線沿線GUIDE [パンフレット]北海道新幹線沿線GUIDE [パンフレット]北海道新幹線沿線GUIDE [パンフレット]北海道新幹線沿線GUIDE [パンフレット] 北海道新幹線建設促進関係自治体連絡協議会北海道新幹線建設促進関係自治体連絡協議会北海道新幹線建設促進関係自治体連絡協議会北海道新幹線建設促進関係自治体連絡協議会 2015.112015.112015.112015.11 0119779528011977952801197795280119779528 KR686.2/ﾎ/KR686.2/ﾎ/KR686.2/ﾎ/KR686.2/ﾎ/ ●

北海道新幹線 [リーフレット]北海道新幹線 [リーフレット]北海道新幹線 [リーフレット]北海道新幹線 [リーフレット]

鉄道建設・運輸施設整備支援機構北海道新幹線鉄道建設・運輸施設整備支援機構北海道新幹線鉄道建設・運輸施設整備支援機構北海道新幹線鉄道建設・運輸施設整備支援機構北海道新幹線

建設局建設局建設局建設局

2015.52015.52015.52015.5 0119909893011990989301199098930119909893 KR686.2/ﾎ/KR686.2/ﾎ/KR686.2/ﾎ/KR686.2/ﾎ/

●

書庫

ボクと新幹線　北海道新幹線についてボクと新幹線　北海道新幹線についてボクと新幹線　北海道新幹線についてボクと新幹線　北海道新幹線について

札幌市市民まちづくり局総合交通計画部新札幌市市民まちづくり局総合交通計画部新札幌市市民まちづくり局総合交通計画部新札幌市市民まちづくり局総合交通計画部新

幹線推進室／編幹線推進室／編幹線推進室／編幹線推進室／編

北海道新幹線建設促進関係自治体連絡協議会北海道新幹線建設促進関係自治体連絡協議会北海道新幹線建設促進関係自治体連絡協議会北海道新幹線建設促進関係自治体連絡協議会 2016.32016.32016.32016.3 0119909737011990973701199097370119909737 KR686.2/ﾎﾞ/KR686.2/ﾎﾞ/KR686.2/ﾎﾞ/KR686.2/ﾎﾞ/ ●

■路面電車■路面電車■路面電車■路面電車

書　名書　名書　名書　名 著　者　名著　者　名著　者　名著　者　名 出　版　社出　版　社出　版　社出　版　社 出版年出版年出版年出版年 資料番号資料番号資料番号資料番号 請求記号請求記号請求記号請求記号 貸出可貸出可貸出可貸出可

市電物語　さっぽろ文庫 22市電物語　さっぽろ文庫 22市電物語　さっぽろ文庫 22市電物語　さっぽろ文庫 22 札幌市教育委員会／編札幌市教育委員会／編札幌市教育委員会／編札幌市教育委員会／編 北海道新聞社北海道新聞社北海道新聞社北海道新聞社 1982.91982.91982.91982.9 0114138514011413851401141385140114138514

KR081.2/ｻKR081.2/ｻKR081.2/ｻKR081.2/ｻ

/22/22/22/22

●

地下鉄駅・市電周辺名所巡りマップ　コース19地下鉄駅・市電周辺名所巡りマップ　コース19地下鉄駅・市電周辺名所巡りマップ　コース19地下鉄駅・市電周辺名所巡りマップ　コース19

市電周辺の歴史 人物コース市電周辺の歴史 人物コース市電周辺の歴史 人物コース市電周辺の歴史 人物コース

札幌市交通局札幌市交通局札幌市交通局札幌市交通局 [2016][2016][2016][2016] 0119928422011992842201199284220119928422 KR291.5/ﾁ/19KR291.5/ﾁ/19KR291.5/ﾁ/19KR291.5/ﾁ/19 ●

地下鉄駅・市電周辺名所巡りマップ　コース20地下鉄駅・市電周辺名所巡りマップ　コース20地下鉄駅・市電周辺名所巡りマップ　コース20地下鉄駅・市電周辺名所巡りマップ　コース20

市電周辺の歴史 くらしコース市電周辺の歴史 くらしコース市電周辺の歴史 くらしコース市電周辺の歴史 くらしコース

札幌市交通局札幌市交通局札幌市交通局札幌市交通局 [2016][2016][2016][2016] 0119928448011992844801199284480119928448 KR291.5/ﾁ/20KR291.5/ﾁ/20KR291.5/ﾁ/20KR291.5/ﾁ/20 ●

地下鉄駅・市電周辺名所巡りマップ　コース21地下鉄駅・市電周辺名所巡りマップ　コース21地下鉄駅・市電周辺名所巡りマップ　コース21地下鉄駅・市電周辺名所巡りマップ　コース21

市電周辺の歴史 建物コース市電周辺の歴史 建物コース市電周辺の歴史 建物コース市電周辺の歴史 建物コース

札幌市交通局札幌市交通局札幌市交通局札幌市交通局 [2016][2016][2016][2016] 0119928463011992846301199284630119928463 KR291.5/ﾁ/21KR291.5/ﾁ/21KR291.5/ﾁ/21KR291.5/ﾁ/21 ●

地下鉄駅・市電周辺名所巡りマップ　コース22地下鉄駅・市電周辺名所巡りマップ　コース22地下鉄駅・市電周辺名所巡りマップ　コース22地下鉄駅・市電周辺名所巡りマップ　コース22

市電周辺の歴史 社寺コース市電周辺の歴史 社寺コース市電周辺の歴史 社寺コース市電周辺の歴史 社寺コース

札幌市交通局札幌市交通局札幌市交通局札幌市交通局 [2016][2016][2016][2016] 011992889011992889011992889011992889 KR291.5/ﾁ/22KR291.5/ﾁ/22KR291.5/ﾁ/22KR291.5/ﾁ/22 ●

路面電車の技術と歩み路面電車の技術と歩み路面電車の技術と歩み路面電車の技術と歩み 吉川 文夫／著吉川 文夫／著吉川 文夫／著吉川 文夫／著 グランプリ出版グランプリ出版グランプリ出版グランプリ出版 2003.92003.92003.92003.9 0118420454011842045401184204540118420454 KR546.5/ﾖ/KR546.5/ﾖ/KR546.5/ﾖ/KR546.5/ﾖ/

発掘カラー写真昭和30年代鉄道原風景発掘カラー写真昭和30年代鉄道原風景発掘カラー写真昭和30年代鉄道原風景発掘カラー写真昭和30年代鉄道原風景

路面電車編路面電車編路面電車編路面電車編

J.WALLY HIGGINS／著J.WALLY HIGGINS／著J.WALLY HIGGINS／著J.WALLY HIGGINS／著 JTBパブリッシングJTBパブリッシングJTBパブリッシングJTBパブリッシング 2005.12005.12005.12005.1 0118482629011848262901184826290118482629 KR686.2/ﾋ/KR686.2/ﾋ/KR686.2/ﾋ/KR686.2/ﾋ/ ●



路面電車ルネッサンス路面電車ルネッサンス路面電車ルネッサンス路面電車ルネッサンス 宇都宮 浄人／著宇都宮 浄人／著宇都宮 浄人／著宇都宮 浄人／著 新潮社新潮社新潮社新潮社 2003.92003.92003.92003.9 0118421981011842198101184219810118421981 KR686.9/ｳ/KR686.9/ｳ/KR686.9/ｳ/KR686.9/ｳ/ ●

札幌市電が走った街今昔　北の都の路面電車定点対比札幌市電が走った街今昔　北の都の路面電車定点対比札幌市電が走った街今昔　北の都の路面電車定点対比札幌市電が走った街今昔　北の都の路面電車定点対比 札幌LRTの会／編著札幌LRTの会／編著札幌LRTの会／編著札幌LRTの会／編著 JTBJTBJTBJTB 2003.32003.32003.32003.3 0113917538011391753801139175380113917538 KR686.9/ｻ/KR686.9/ｻ/KR686.9/ｻ/KR686.9/ｻ/ ●

札幌市電が走る街今昔　未来をめざす北の都定点対比札幌市電が走る街今昔　未来をめざす北の都定点対比札幌市電が走る街今昔　未来をめざす北の都定点対比札幌市電が走る街今昔　未来をめざす北の都定点対比 札幌LRTの会／編札幌LRTの会／編札幌LRTの会／編札幌LRTの会／編 JTBパブリッシングJTBパブリッシングJTBパブリッシングJTBパブリッシング 2012.92012.92012.92012.9 0119034817011903481701190348170119034817 KR686.9/ｻ/KR686.9/ｻ/KR686.9/ｻ/KR686.9/ｻ/ ●

さっぽろ市電路線図さっぽろ市電路線図さっぽろ市電路線図さっぽろ市電路線図 札幌市交通事業振興公社札幌市交通事業振興公社札幌市交通事業振興公社札幌市交通事業振興公社 2016.62016.62016.62016.6 0119927861 0119927861 0119927861 0119927861 KR686.9/ｻ/KR686.9/ｻ/KR686.9/ｻ/KR686.9/ｻ/

札幌・市電の走る街　昨日・今日・明日札幌・市電の走る街　昨日・今日・明日札幌・市電の走る街　昨日・今日・明日札幌・市電の走る街　昨日・今日・明日 札幌LRTの会／編札幌LRTの会／編札幌LRTの会／編札幌LRTの会／編 トンボ出版トンボ出版トンボ出版トンボ出版 1999.101999.101999.101999.10 0117088625011708862501170886250117088625 KR686.9/ｻ/KR686.9/ｻ/KR686.9/ｻ/KR686.9/ｻ/ ●

ＳＡＰＰＯＲＯ　ＣＩＴＹ　ＴＲＡＭ　２０１０ＳＡＰＰＯＲＯ　ＣＩＴＹ　ＴＲＡＭ　２０１０ＳＡＰＰＯＲＯ　ＣＩＴＹ　ＴＲＡＭ　２０１０ＳＡＰＰＯＲＯ　ＣＩＴＹ　ＴＲＡＭ　２０１０

路面電車と札幌の未来をみんなで考えてみませんか路面電車と札幌の未来をみんなで考えてみませんか路面電車と札幌の未来をみんなで考えてみませんか路面電車と札幌の未来をみんなで考えてみませんか

札幌市市民まちづくり局総合交通計画部／札幌市市民まちづくり局総合交通計画部／札幌市市民まちづくり局総合交通計画部／札幌市市民まちづくり局総合交通計画部／

［編］［編］［編］［編］

札幌市市民まちづくり局総合交通計画部札幌市市民まちづくり局総合交通計画部札幌市市民まちづくり局総合交通計画部札幌市市民まちづくり局総合交通計画部 [2010][2010][2010][2010] 0118266907011826690701182669070118266907 KR686.9/ｻ/10KR686.9/ｻ/10KR686.9/ｻ/10KR686.9/ｻ/10

市電70年のあゆみ市電70年のあゆみ市電70年のあゆみ市電70年のあゆみ 札幌市交通局事業管理部電車事業所／企画札幌市交通局事業管理部電車事業所／企画札幌市交通局事業管理部電車事業所／企画札幌市交通局事業管理部電車事業所／企画 札幌市交通局事業管理部電車事業所札幌市交通局事業管理部電車事業所札幌市交通局事業管理部電車事業所札幌市交通局事業管理部電車事業所 1997.111997.111997.111997.11 0111425419011142541901114254190111425419 KR686.9/ｼ/KR686.9/ｼ/KR686.9/ｼ/KR686.9/ｼ/ ●

市電沿線ぶらりまちあるきマップ　№１市電沿線ぶらりまちあるきマップ　№１市電沿線ぶらりまちあるきマップ　№１市電沿線ぶらりまちあるきマップ　№１

路面電車の街札幌路面電車の街札幌路面電車の街札幌路面電車の街札幌

市電の会／企画・編集市電の会／企画・編集市電の会／企画・編集市電の会／企画・編集 中央区地域振興課中央区地域振興課中央区地域振興課中央区地域振興課 2007.52007.52007.52007.5 0119550291011955029101195502910119550291 KR686.9/ｼ/1KR686.9/ｼ/1KR686.9/ｼ/1KR686.9/ｼ/1

●

書庫

市電沿線ぶらりまちあるきマップ　№２市電沿線ぶらりまちあるきマップ　№２市電沿線ぶらりまちあるきマップ　№２市電沿線ぶらりまちあるきマップ　№２

中島公園・豊平川の自然中島公園・豊平川の自然中島公園・豊平川の自然中島公園・豊平川の自然

市電の会／企画・編集市電の会／企画・編集市電の会／企画・編集市電の会／企画・編集 中央区地域振興課中央区地域振興課中央区地域振興課中央区地域振興課 2007.52007.52007.52007.5 0117423566011742356601174235660117423566 KR686.9/ｼ/2KR686.9/ｼ/2KR686.9/ｼ/2KR686.9/ｼ/2

●

書庫

市電沿線ぶらりまちあるきマップ　№３市電沿線ぶらりまちあるきマップ　№３市電沿線ぶらりまちあるきマップ　№３市電沿線ぶらりまちあるきマップ　№３

藻岩山とふもとの街藻岩山とふもとの街藻岩山とふもとの街藻岩山とふもとの街

市電の会／企画・編集市電の会／企画・編集市電の会／企画・編集市電の会／企画・編集 中央区地域振興課中央区地域振興課中央区地域振興課中央区地域振興課 2007.６2007.６2007.６2007.６ 0119550283011955028301195502830119550283 KR686.9/ｼ/3KR686.9/ｼ/3KR686.9/ｼ/3KR686.9/ｼ/3

●

書庫

市電沿線ぶらりまちあるきマップ　№４市電沿線ぶらりまちあるきマップ　№４市電沿線ぶらりまちあるきマップ　№４市電沿線ぶらりまちあるきマップ　№４

屯田兵の歴史のある街　山鼻・曙屯田兵の歴史のある街　山鼻・曙屯田兵の歴史のある街　山鼻・曙屯田兵の歴史のある街　山鼻・曙

市電の会／企画・編集市電の会／企画・編集市電の会／企画・編集市電の会／企画・編集 中央区地域振興課中央区地域振興課中央区地域振興課中央区地域振興課 2007.82007.82007.82007.8 0117423582011742358201174235820117423582 KR686.9/ｼ/4KR686.9/ｼ/4KR686.9/ｼ/4KR686.9/ｼ/4

●

書庫

市電沿線ぶらりまちあるきマップ　№５市電沿線ぶらりまちあるきマップ　№５市電沿線ぶらりまちあるきマップ　№５市電沿線ぶらりまちあるきマップ　№５

西線の街と美術館めぐり西線の街と美術館めぐり西線の街と美術館めぐり西線の街と美術館めぐり

市電の会／企画・編集市電の会／企画・編集市電の会／企画・編集市電の会／企画・編集 中央区地域振興課中央区地域振興課中央区地域振興課中央区地域振興課 2007.92007.92007.92007.9 0117423590011742359001174235900117423590 KR686.9/ｼ/5KR686.9/ｼ/5KR686.9/ｼ/5KR686.9/ｼ/5

●

書庫

市電沿線ぶらりまちあるきマップ　№６市電沿線ぶらりまちあるきマップ　№６市電沿線ぶらりまちあるきマップ　№６市電沿線ぶらりまちあるきマップ　№６

日本最北端・最東端の電停日本最北端・最東端の電停日本最北端・最東端の電停日本最北端・最東端の電停

市電の会／企画・編集市電の会／企画・編集市電の会／企画・編集市電の会／企画・編集 中央区地域振興課中央区地域振興課中央区地域振興課中央区地域振興課 2007.102007.102007.102007.10 0117423608011742360801174236080117423608 KR686.9/ｼ/6KR686.9/ｼ/6KR686.9/ｼ/6KR686.9/ｼ/6

●

書庫

市電沿線ぶらりまちあるきマップ　№７市電沿線ぶらりまちあるきマップ　№７市電沿線ぶらりまちあるきマップ　№７市電沿線ぶらりまちあるきマップ　№７

市電温故知新市電温故知新市電温故知新市電温故知新

市電の会／企画・編集市電の会／企画・編集市電の会／企画・編集市電の会／企画・編集 中央区地域振興課中央区地域振興課中央区地域振興課中央区地域振興課 2007.112007.112007.112007.11 0117423616011742361601174236160117423616 KR686.9/ｼ/7KR686.9/ｼ/7KR686.9/ｼ/7KR686.9/ｼ/7

●

書庫

路面電車すごろく散歩路面電車すごろく散歩路面電車すごろく散歩路面電車すごろく散歩 鈴木 さちこ／著鈴木 さちこ／著鈴木 さちこ／著鈴木 さちこ／著 木楽舎木楽舎木楽舎木楽舎 2014.92014.92014.92014.9 0119534295011953429501195342950119534295 KR686.9/ｽ/KR686.9/ｽ/KR686.9/ｽ/KR686.9/ｽ/ ●

世界の路面電車ビジュアル図鑑世界の路面電車ビジュアル図鑑世界の路面電車ビジュアル図鑑世界の路面電車ビジュアル図鑑 杉田 紀雄／著杉田 紀雄／著杉田 紀雄／著杉田 紀雄／著 北海道新聞社北海道新聞社北海道新聞社北海道新聞社 2013.112013.112013.112013.11 0119346229011934622901193462290119346229 KR686.9/ｽ/KR686.9/ｽ/KR686.9/ｽ/KR686.9/ｽ/ ●

セピア色が語る札幌市電セピア色が語る札幌市電セピア色が語る札幌市電セピア色が語る札幌市電 長南 敏雄／著長南 敏雄／著長南 敏雄／著長南 敏雄／著 中西出版中西出版中西出版中西出版 2011.82011.82011.82011.8 0118724939011872493901187249390118724939 KR686.9/ﾁ/KR686.9/ﾁ/KR686.9/ﾁ/KR686.9/ﾁ/ ●

函館の路面電車100年函館の路面電車100年函館の路面電車100年函館の路面電車100年 函館市企業局交通部／編函館市企業局交通部／編函館市企業局交通部／編函館市企業局交通部／編 北海道新聞社北海道新聞社北海道新聞社北海道新聞社 2013.62013.62013.62013.6 0119249423011924942301192494230119249423 KR686.9/ﾊ/KR686.9/ﾊ/KR686.9/ﾊ/KR686.9/ﾊ/ ●

マニアの路面電車マニアの路面電車マニアの路面電車マニアの路面電車 原口 隆行／著原口 隆行／著原口 隆行／著原口 隆行／著 小学館小学館小学館小学館 2002.52002.52002.52002.5 0113837462011383746201138374620113837462 KR686.9/ﾊ/KR686.9/ﾊ/KR686.9/ﾊ/KR686.9/ﾊ/

●

書庫

さっぽろ市電の旅さっぽろ市電の旅さっぽろ市電の旅さっぽろ市電の旅 山崎　長吉／著山崎　長吉／著山崎　長吉／著山崎　長吉／著 市電の会市電の会市電の会市電の会 1992.101992.101992.101992.10 0118301167011830116701183011670118301167 KR686.9/ﾔ/KR686.9/ﾔ/KR686.9/ﾔ/KR686.9/ﾔ/ ●

路面電車の走る街　No.3　講談社シリーズMOOK路面電車の走る街　No.3　講談社シリーズMOOK路面電車の走る街　No.3　講談社シリーズMOOK路面電車の走る街　No.3　講談社シリーズMOOK

函館市電・札幌市電函館市電・札幌市電函館市電・札幌市電函館市電・札幌市電

講談社講談社講談社講談社 2013.92013.92013.92013.9 0119320588011932058801193205880119320588 KR686.9/ﾛ/KR686.9/ﾛ/KR686.9/ﾛ/KR686.9/ﾛ/ ●

路面電車年鑑　2016　イカロスMOOK路面電車年鑑　2016　イカロスMOOK路面電車年鑑　2016　イカロスMOOK路面電車年鑑　2016　イカロスMOOK イカロス出版イカロス出版イカロス出版イカロス出版 2016.22016.22016.22016.2 0119916088011991608801199160880119916088 KR686.9/ﾛ/16KR686.9/ﾛ/16KR686.9/ﾛ/16KR686.9/ﾛ/16 ●


