
№ タイトル 出版者 創刊年

1 世界旅行 早稲田大学世界旅行研究同行会 昭和35

2 ワールドトラベル ワールド・トラベル 昭和41

3 トラベルファン ジャポロ 昭和43

4 旅と海外 現代芸術社 昭和45

5 ドイツ旅行ニュース ドイツ観光局日本事務所 昭和49

6 季刊レ・バカンス 旅行読売出版社 昭和61

7 Scena 企画室ネコ 昭和61 № タイトル 出版者 創刊年

8 南船北馬 南船北馬舎 昭和61 1 鐡道 模型電気鉄道研究会 昭和4

2 鐡道文化 陸運協力会 昭和21

3 鉄道ピクトリアル 鉄道図書刊行会 昭和26

4 鉄道ファン 交友社 昭和36

№ タイトル 出版者 5 鉄道ジャーナル 鉄道ジャーナル社 昭和42

1 鉄道ジャーナル 鉄道ジャーナル社 6 季刊蒸気機関車 キネマ旬報社 昭和43

2 新幹線Explorer イカロス出版 7 Rail Photo 鉄道写真集出版会 昭和45

3 鉄道ファン 交友社 8 旅と鉄道 鉄道ジャーナル社 昭和46

4 土木施工 オフィス・スペース 9 鉄道史料 鉄道史資料保存会 昭和51

5 鉄道ジャーナル 鉄道ジャーナル社 10 月刊各駅停車 椿書院 昭和52

6 Rail Magazine ネコパブリッシング 11 満鉄研究資料情報 龍渓書舎 昭和59

7 鉄道ファン 交友社 12 JR East ジェイアール東日本企画 昭和62

8 旅の手帖 交通新聞社 13 Blue Signal 西日本旅客鉄道株式会社広報室 昭和62

9 旅と鉄道 朝日新聞出版

№ タイトル 出版者

1 新幹線Explorer イカロス出版 № タイトル 出版者 創刊年

2 土木施工 オフィス・スペース 1 最新SLダイヤ情報 弘済出版社 昭和47

3 旅と鉄道 朝日新聞出版 2 運賃表 JTB 昭和56

4 鉄道ピクトリアル 鉄道図書刊行会 3 京王帝都電鉄時刻表 京王帝都電鉄 昭和59

5 旅の手帖 交通新聞社 4 時刻表 交通新聞社 昭和62

6 鉄道ファン 交友社 5 都営地下鉄全駅標準時刻表 協和企画 昭和62

7 鉄道ジャーナル 鉄道ジャーナル社 6 Subring 地下鉄トラベルサービス 昭和63

8 旅行読売 旅行読売出版社 7 時刻表イクスプレス 平原社 昭和63

鉄道

鉄道――時刻表・運賃表

2016年3月

2016年3月

2016年3月

2016年4月増刊

出版年月次

旅――海外

2015年6月

2015年8月

2015年7月臨時増刊

ミニ展示　北海道新幹線3月26日開業

ミニ展示　北陸新幹線延伸開業1周年

出版年月次

2014年10月

2015年冬

2015年11月

2016年2月

2014年春

2015年2月

2015年3月増刊

2015年4月

2015年4月

2016年3月

創刊号に見る昭和の時代 その六 鉄道と旅の雑誌 

平成28年3月4日（金）～5月11日（水） 
休館日：4月7日（木）・4月17日（日） 

展示資料リスト 

都立多摩図書館「東京マガジンバンク」常設展示 



№ タイトル 出版者 創刊年 № タイトル 出版者 創刊年

1 航空朝日 朝日新聞東京本社 昭和15 1 レジャーアサヒ 国際評論社 昭和45

2 航空少年 誠文堂新光社 昭和16 2 トラベルダイジェスト トラベルダイジェスト出版 昭和48

3 るるぶ 日本交通公社出版事業局 昭和48

4 くりま 文芸春秋 昭和55

5 [東京都立航空工業高等専門学校]研究紀要 東京都立航空工業高等専門学校 昭和39

6 日本航空協会会報 日本航空協会
※この資料は
ガラスケースの
中にあります

昭和48

7 航空ジャーナル 航空ジャ-ナル社 昭和49 № タイトル 出版者 創刊年

8 エアワールド エアワールド 昭和52 1 旅の友 旅の友協会 昭和22

9 翼のある風景 日本航空宇宙工業会 昭和53 2 旅と宿 社線観光協社 昭和26

10 フライトインデックス カラリー 昭和55 3 週末旅行 朋文堂 昭和35

4 旅の手帖 ベースボール・マガジン社 昭和40

5 観光 日本観光協会 昭和40

6 旅行読売 旅行読売出版社 昭和41

7 読売レジャーライフ 読売新聞社 昭和42

8 月刊旅行 金園社 昭和43

№ タイトル 出版者 創刊年 9 レジャー産業 日本エコノミストセンター 昭和43

1 海と船 日本海事振興会 昭和18 10 ドライブ旅行 海潮社 昭和43

2 海務学院研究報告 海務学院 昭和23 11 月刊民宿 民宿情報センター 昭和47

3 神戸商船大学紀要 1類 文科論集 神戸商船大学 昭和28 12 旅と味覚 ライフ社 昭和48

4 神戸商船大学紀要 理工学篇 神戸商船大学 昭和29 13 レジャー&アドベンチャー エル・アンド・エー社 昭和48

14 旅の手帖 交通新聞社 昭和52

15 温泉ファン 婦人生活社 昭和58

6 海事史研究 日本海事史学会 昭和38 16 テス 全国観光と物産新聞社 昭和63

7 水路部研究報告 海上保安庁 昭和41

8 造船界 日本造船工業会 昭和44

9 造船工業 海文堂出版 昭和44

10 月刊海事と情報 成山堂書店 昭和46

11 船の雑誌 海洋協会 昭和47

12 船の科学館報 日本海事科学振興財団 昭和56

13 水路部技報 海上保安庁水路部 昭和58

5 世界の艦船 海人社
※この資料は
ガラスケースの
中にあります

昭和32

旅――国内

航空 旅――総合

4 東京大学航空研究所集報 東京大学航空研究所
※この資料は
ガラスケースの
中にあります

昭和33

船舶

3 航空技術 日本航空整備協会
※この資料は
ガラスケースの
中にあります

昭和30


