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① 事典類で調べる
※所蔵館内でご覧ください。複写サービスがご利用できます。
（1 枚 10 円）

書

名

著者・編集者

出 版 社

出版年

請求記号

令和 2 年度

国土交通省
鉄道局

電気車
研究会

2020

R686.21/ﾃ
/20

全国駅名事典

星野真太郎

創元社

2016

R686.53/ﾎ

交通新聞
社

2002

686.21/ｼ

エンタテイ
ンメント
ビジネス
総合研究所

2019

R686.52
/ｴ/19

鉄道要覧

私鉄全線全駅
所沢の交通といえばやはり西武鉄道。遊園地やライオンズの
応援に行くのにも西武線はかかせませんね。また、JR 武蔵野線
も所沢と深い関わりがあります。普段なにげなく乗っている便
利な鉄道ですが、その歴史や車両の種類、市内の駅名など、あ
なたはどれくらいご存知ですか？知れば知るほど、鉄道を見る
目が変わります。きっと乗るのが楽しくなりますよ。

☆情報を幅広く集めるには、キーワードが必要です。
・今回のキーワード･･･所沢・西武線・武蔵野線・西武・鉄道
☆“請求記号”
（本の背ラベルの番号）で効率よく資料を探すこ
とができます。
・請求記号にＫが付くものは郷土資料、Ｒが付くものは参考図
書です。ともに所蔵している図書館内での閲覧になります。
貸出ができる資料もございますので、カウンターにご相談くだ
さい。
・請求記号の二ケタ表記は児童書、三ケタ以上は一般書です。
・今回の請求記号・・・213（所沢の歴史・郷土資料）
、
536（運輸工学・車両・運搬機械）
、546（電気鉄道）
、686（鉄道）
☆インターネット情報は各図書館のインターネット端末でご覧い
ただけます。契約データベース以外のプリントサービスはご利
用できません。

駅別乗降者数総覧

エンタテインメ
ントビジネス
総合研究所

※書名の後に、著者名、出版社、出版年、[請求記号]で表記してあります。

②貸出できる資料で調べる
『西武鉄道 1985-2020 赤電の終焉から Laview まで
西武鉄道 35 年間の車両の進化を振り返る』
イカロス出版 2020 年 [546.5/ｾ]
『新しい西武鉄道の世界』
交通新聞社 2019 年 [686.213/ｱ]
西武鉄道の現役車両全形式、全駅ガイド、歴史等を写真と共に掲載。
車両編成表などの各種資料も収録。

『地図と鉄道省文書で読む私鉄の歩み(関東 2)』
今尾恵介／著

白水社

2015 年

[686.21/ｲ]

『西武池袋線 街と駅の 1 世紀 西武池袋線各駅今昔散歩昭和
の街角を紹介』
矢嶋秀一／著 彩流社 2014 年 [686.213/ﾔ]
『西武新宿線 街と駅の 1 世紀 西武新宿線各駅今昔散歩昭和
の街角を紹介』
矢嶋秀一／著 彩流社 2014 年 [686.213/ﾔ]
『徹底カラー図解西武鉄道のしくみ』
マイナビ出版編集部／編

マイナビ出版

2016 年

[686.213/ﾃ]

『レイル No.92｢昭和中期の西武鉄道こぼればなし｣ 』
エリエイ／プレス・アイゼンバーン

2014 年

[536/ﾚ/92]

『西武鉄道のすべて』
「旅と鉄道」編集部／編

天夢人

2019 年

[686.067/ｾ]

アルファベータブックス

2020 年

[686.213/ﾏ]

『西武鉄道沿線アルバム』
牧野和人／解説

『西武全線

古地図さんぽ』

『新編ところざわ史話』

坂上正一／著

フォト・パブリッシング 2018 年 [686.213/ｻ]
『鉄道車輌ガイド vol.33』西武の黄色い 3 扉車
ネコ・パブリッシング 2021 年 [536/ﾃ/33]
『武蔵野線まるごと探見』
三好好三／著 垣本泰宏／著
ＪＴＢパブリッシング 2010 年 [686.213/ﾐ]

『武蔵野線 街と駅の半世紀。玉葉線（現・武蔵野線）建設決
定 60 周年記念出版！』
山下ルミコ／著

アルファベータブックス

2017 年

[686.213/ﾔ]
所蔵館内でご覧ください。複写サービスがご利用できます。
（1 枚 10 円）

③郷土資料で調べる
西武鉄道の前身となる川越鉄道と武蔵野鉄道。西武鉄道のルーツを調
べてみませんか？

『埼玉西部鉄道の歴史と駅名の変遷を探る』

根岸茂夫ほか／執筆 所沢市 1992 年 [213.4/ﾄ]
所沢市域駅名変遷や、川越鉄道の開通当日の様子などが書かれている。

『多摩幻の鉄道廃線跡を行く』
山田俊明／著 のんぶる舎 1999 年 [K686/ﾔ]
旧西武鉄道山口線の歴史を、おとぎ電車や廃線後の写真とともに紹介。
『日本鉄道史の研究』野田正穂ほか／編 八朔社 2003 年 [K686/ﾆ]
川越鉄道について本格的な研究が掲載されている。

『ところざわ歴史物語』
所沢市教育委員会／編 所沢市教育委員会 2020 年
川越鉄道と武蔵野鉄道の開通について掲載されている。

『東村山市史研究

第 13 号』

東村山ふるさと歴史館／編 東京都東村山市 2004 年
西武鉄道と狭山丘陵開発についての記載がある。

小畑雅哉／著
小畑雅哉 2003 年 [K686/ｵ]
鉄道の関連人物紹介、駅名の改称や廃止などのデータが掲載されてい
る。

『写真で見る西武鉄道 100 年』

『所沢車輌工場ものがたり

④データベースで調べる

上・下』

西尾恵介／著 ネコ・パブリッシング 2002 年 [546.5/ﾆ]
所沢で電車がつくられていた歴史を写真とともに振り返る。

『所沢市史 下』
所沢市史編纂委員会／編 所沢市 1992 年 [213.4/ﾄ/2]
西武鉄道の前身である川越鉄道と武蔵野鉄道の開設について詳しく書
かかれている。

『所沢市史-近代史料Ⅰ･Ⅱ』
所沢市史編纂委員会／編 所沢市 1982･1988 年
鉄道開設に関する史料が掲載されている。

[213.4/ﾄ]

『所沢市史研究 第 1 号』
所沢市史編集委員／編 所沢市史編さん室
川越鉄道の開業について書かれている。

1977 年

[213.4/ﾄ/1]

『多摩のあゆみ 第 73 号』
財団法人たましん地域文化財団 1993 年 [雑誌]
「特集 川越鉄道百年」として、1994 年で百年を迎えた川越鉄道の歴
史を紹介している。

『埼玉鉄道物語』
老川慶喜／著 日本経済評論社 2011 年
川越鉄道の開業について詳しく書かれている。

[686.213/ｵ]

[213.4/ﾄ]

[213.65/ﾋ/13]

ネコ･パブリッシング 2013 年 [686.067/ｼ]
2012 年に創立 100 周年を迎えた西武鉄道の歴史を写真で振り返る。
2021 年現在、所沢図書館内のインターネット端末でご覧いただけるデータベー
スです。
★朝日新聞社「聞蔵Ⅱ」
（1879 年創刊～／本館・分館で利用可）
★読売新聞社「ヨミダス歴史館」
（1874 年～／本館・分館で利用可）
★日本経済新聞社｢日経テレコン 21｣（過去 30 年分の記事/本館のみ利用可）
★国立国会図書館デジタルコレクション（本館・分館で利用可）

⑤インターネットで調べる
一般社団法人日本民営鉄道協会
加盟会社や鉄道についての情報を紹介。
https://www.mintetsu.or.jp/

西武鉄道 Web サイト
西武鉄道の利用案内や沿線の情報等を紹介。
https://www.seiburailway.jp/

国土交通省-鉄道
日本の鉄道を幅広く紹介。
http://www.mlit.go.jp/tetudo/

