
特集本：本を読んで旅しよう
展示期間：2021.9.6～2021.10.30

資料ID タイトル 著者名 出版者 請求記号

0003006442 ブータンに魅せられて (岩波新書:新赤版 1120) 今枝由郎著 岩波書店 080/IW-4/1120

0003194189
女たちの韓流 : 韓国ドラマを読み解く

(岩波新書:新赤版 1427)
山下英愛著 岩波書店 080/IW-4/1427

0002888815 イザベラ・バード極東の旅 1 (東洋文庫:739, 743) イザベラ・バード著 平凡社 080/TO/739

0003211676 図説インド歴史散歩 小西正捷, 岩瀬一郎編 河出書房新社 225/KO

0200022493 ピラミッド大百科 マーク・レーナー著 東洋書林 242/LE

0003167888
朝鮮王宮で旅するソウル

(別冊太陽. 太陽の地図帖 : おとなの「旅」の道案内:015)
日下部行洋, 佐藤暁子編集 平凡社 292.14/KU

0003211532 イサーンの旅 梶原俊夫著 めこん 292.37/KA

0002458326 タイ楽しみ図鑑 (とんぼの本) 戸田杏子,佐藤彰著 新潮社 292.37/TO

0002733324 中国の旅、食もまた楽し 邱永漢著 新潮社 292.2/KY

0002645196
オーストラリア・ニュージーランド : 遥かなる南十字星

(知の旅シリーズ)
三輪晃久著 クレオ 297.1/MI

0003369631
韓国の暮らしと文化を知るための70章

(エリア・スタディーズ:112)
舘野晳編著 明石書店 302.21/TA

0003211363
観光コースでないベトナム : 歴史・戦争・民族を知る旅

新版
伊藤千尋著 高文研 302.231/IT

0003211514 タイのことがマンガで3時間でわかる本 : ASEANの中心国!

朝日ビジネスソリューション

(タイランド)[ほか]著

飛鳥幸子マンガ

明日香出版社 302.237/AS

0001626633 住んでみたシンガポ-ル : 驚きと発見の6年間 根津清著 サイマル出版会 302.39/NE

0002733253 アフリカを食べる 松本仁一著 朝日新聞社 302.4/MA

0003201965 サンダルで歩いたアフリカ大陸 : 特派員ルポ 高尾具成著 岩波書店 302.4/TA

0003369677 ソウルを歩く : 韓国文化研究はじめの一歩 平田由紀江, 山中千恵編著 関西学院大学出版会 361.5/HI

0002738721 東南アジア食紀行 (徳間文庫:も-6-1) 森枝卓士著 徳間書店 596.22/MO

0001788469 アジアごはん紀行 向山昌子著 晶文社 596.22/MU

アジア・アフリカ・オセアニア



特集本：本を読んで旅しよう
展示期間：2021.9.6～2021.10.30

0002557299 インド家庭料理入門 : アーユルヴェーダで食べる朝昼夕晩
ロイチョウドゥーリ・ジョイ,

ロイチョウドゥーリ・邦子著
農山漁村文化協会 596.22/RO

0002431825 酒井美代子の今夜はタイ料理 : 屋台料理から王宮料理まで 酒井美代子著 農山漁村文化協会 596.22/SA

0002666462
かんたん・おいしい点心

 : 台湾のプロが教える軽食・おやつ
游純雄, 王志雄著 池田書店 596.22/YU

0002848428 アジアンスイーツ 沙智著 柴田書店 596.6/SA

0001150107 中国美術の旅 吉村怜,吉村ちさ子/著 美術出版社 702.22/YO

0001573593 アンコ-ル遺跡見聞録 : Angkor photo guide 内田弘慈著 KDDクリエイティブ 702.23/UC

0001768270
半生の記/ハノイで見たこと/エッセイより

(松本清張全集:34)
松本清張著 文芸春秋 918.68/MA/34

0002481889 エジプトがすきだから。
ムラマツエリコ,

なかがわみどり著
日本交通公社 294.2/MU

0002685298 赤瀬川原平のブータン目撃 赤瀬川原平著 淡交社 748/AK

0002731768 夢陸 (吉野信自然美術館) 吉野信著 六耀社 748/YO

0002489107 オ-ストリア (読んで旅する世界の歴史と文化) 新潮社 293.46/OS

資料ID タイトル 著者名 出版者 請求記号

0002697001 インカを歩く : カラー版 (岩波新書:新赤版 738) 高野潤著 岩波書店 080/IW-4/738

0002742878 ニューヨーク (岩波新書:新赤版 775) 亀井俊介著 岩波書店 080/IW-4/775

0003247630 ケベックとカナダ : 地域研究の愉しみ 竹中豊著 彩流社 251.4/TA

0003306009
アメリカの歴史を知るための63章 第3版

(エリア・スタディーズ:10)

富田虎男, 鵜月裕典,

佐藤円編著
明石書店 253/TO

0003214319 ほとんど知らないハワイの歴史物語 アルトン・プライヤー著 風詠社 276/PR

0002980449 北米大陸鉄道の旅 改訂第2版 (地球の歩き方BY TRAIN:8) 「地球の歩き方」編集室編集 ダイヤモンド・ビッグ社 290.9/CH/8

0002544372 ガイドブック音楽と美術の旅 アメリカ 音楽之友社編 音楽之友社 290.9/ON/10

0001715233 カナダ-グレ-ト・カントリ-
ロバ-ト・フルフォ-ド文

ジョン・ドゥ・フィッサ-写真
ベ-スボ-ル・マガジン社 295.1/FU

アメリカ
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0300003641
「赤毛のアン」の故郷へ : いまよみがえる「アンの世界」

 (講談社カルチャーブックス:30)
掛川恭子文/吉村和敏写真 講談社 295.131/KA

0002649345
Prince Edward Island : 世界一美しい島の物語

 : 吉村和敏写真集
吉村和敏著 講談社 295.131/YO

0002489198 アメリカ (読んで旅する世界の歴史と文化) 新潮社 295.3/AM

0002737635 Boston : a photographic journey text by Bill Harris Crescent Books 295.3/HA

0003236511
アメリカ文学紀行 : マーク・トウェイン、ヘミングウェイか

らサリンジャーまで (名作ゆかりの地をさるく:[1])
那須省一著 書肆侃侃房 295.3/NA

0001425485 America

photographs by Jake Rajs

foreword by James A.

Michener.

Rizzoli 295.3/RA

0001501855 Los Angeles : photographs Santi Visalli Rizzoli 295.393/VI

0003046008 メキシコ風来 : コロニアル・シティの光と陰 飯田辰彦著 鉱脈社 295.6/ID

0001626624 住んでみたアメリカ : 土と車とクレジットカ-ド 松岡将著 サイマル出版会 302.53/MA

0003073667 私のテキサス日記 Keiko S. McCormick著 樹海社 302.53/MC

0001620211 住んでみたニュ-ヨ-ク : ワ-ルド・キャピタルの躍動 谷沢慎一郎著 サイマル出版会 302.532/TA

0003083832 アメリカの名作住宅に暮らす 田中厚子著/村角創一写真 建築資料研究社 523.53/TA

0003371300
見えない庭

 : アメリカン・ランドスケープのモダニズムを求めて

ピーター・ウォーカー,

メラニー・サイモ共著
鹿島出版会 629.253/WA

0003140190 FBI美術捜査官 : 奪われた名画を追え
ロバート・K. ウィットマン,

ジョン・シフマン著
柏書房 706.7/WI

0001696368 ニュ-ヨ-ク・ア-トガイド (美術ガイド) 篠田達美,梁瀬薫責任編集 美術出版社 706.9/BI

0001547477 スヌ-ピ-たちのアメリカ 廣淵升彦著 新潮社 726.1/HI

0003317397 Peanuts : the art of Charles M. Schulz
by Charles Schulz

edited by Chip Kidd
Pantheon 726.1/SC

0002986021 Silent night 吉村和敏写真, 石田衣良物語 小学館 748/YO

0002052584 若き数学者のアメリカ (新潮文庫) 藤原正彦/著 新潮社 916/FU

0003239067 赤毛のアンへの旅 : 秘められた愛と謎 松本侑子著 NHK出版 930.28/MA
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0003239058
赤毛のアンの島へ : プリンス・エドワード島&物語ガイド

 (Moe books)

吉村和敏写真, 山内史子文

MOE編集部編
白泉社 930.28/YO

900049081
100のキーワードでひも解くアメリカ

(Pen : high quality magazine 25巻4号 通号513)
ティビーエス・ブリタニカ

資料ID タイトル 著者名 出版者 請求記号

0003261783
古墳の地図帳 : 古代史めぐりの旅がもっと楽しくなる!

(タツミムック)
辰巳出版 210.2/KO

0003217703
楽しい古墳案内

(別冊太陽. 太陽の地図帖 : おとなの「旅」の道案内:023)
松木武彦[本文執筆] 平凡社 210.2/MA

0003213750 最高に楽しい大江戸MAP 岡本哲志著 エクスナレッジ 213.6/OK

0003310389 瀬戸内海モダニズム周遊 橋爪紳也著 芸術新聞社 217.4/HA

0001129031 民族のロマン瀬戸内歴史紀行
村上圭三著

海洋架橋調査会編
山陽新聞社 217.4/MU

0003373199 いちばん美しい季節に行きたい日本の絶景365日
TABIZINE,

PIE International著
パイインターナショナル 291.087/TA

0003347911 日本の美しい里の絶景 富田文雄写真 パイインターナショナル 291.087/TO

0003325979

日本の古道を歩く : 熊野、高野山、山の辺の道、竹内街道、

伊勢、秩父、箱根、日光

(別冊太陽. 太陽の地図帖 : おとなの「旅」の道案内:036)

日下部行洋 平凡社 291.09/KU

0003147000 英語で話す日本の名所 (Bilingual books:73) 松本美江著 講談社インターナショナル 291.09/MA

0003302430

一度はこの目で見てみたい!日本の世界遺産 : こんなワンダー

な風景が日本にあるなんて!

 (PHPビジュアル実用books)

三好和義著 PHP研究所 291.09/MI

0002679307
極上のホテル : 至福に満ちた空間で、豊潤な時間に浸る。

(Neko mook:124)
ネコ・パブリッシング 291.09/GO

0003228760 日本百名山 : 鳥瞰図で楽しむ 成美堂出版編集部編 成美堂出版 291.09/SE

日本
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0002675149
温泉力 : 日本最強の温泉場めぐり

(別冊太陽. 日本のこころ:107)
高橋洋二編集人 平凡社 291.09/TA

0003170492
ニッポン

 (講談社学術文庫:[1005]. ヨーロッパ人の眼で見た)
ブルーノ・タウト著 講談社 291.09/TA

0001611463 貧困旅行記 つげ義春/著 晶文社 291.09/TU

0003302421 いますぐ行きたい!日本の世界遺産 山本厚子著 エクスナレッジ 291.09/YA

0003192765 せんだいノート : ミュージアムって何だろう?
仙台・宮城ミュージアムアラ

イアンス(SMMA)編
仙台市市民文化事業団 291.23/SE

0003134352

古地図で歩く天皇家と宮家のお屋敷 : 歴史と地形で愉しむ明

治↔現代

(別冊太陽. 太陽の地図帖 : おとなの「旅」の道案内:009)

平凡社 291.3/KO

0003273792 瀬戸の島あるき : 地図で旅する香川沖26島 Rootsbooks編著 西日本出版社 291.82/RO

0003252711 あたらしい沖縄旅行 (New trip) セソコマサユキ著 WAVE出版 291.99/SE

0003094077 日本の路地を旅する 上原善広著 文藝春秋 361.86/UE

0002553924 屋久島 : 世界遺産の自然 青山潤三著 平凡社 450.9197/AO

0003158272 今むかし日本の名城88 東日本編 (別冊太陽) 平凡社 521.82/IM

0003158281 今むかし日本の名城88 西日本編 (別冊太陽) 平凡社 521.82/IM

0003261756 日本の最も美しい名建築 田中禎彦文/小野吉彦写真 エクスナレッジ 523.1/TA

0003323028 京都の洋館 石川祐一著/神崎順一写真 光村推古書院 523.162/IS

0003212780 死ぬまでに見たい洋館の最高傑作 田中禎彦[ほか]著 エクスナレッジ 523.136/TA

0003362776 表参道を歩いてわかる現代建築 米田明 [ほか] 著 大和書房 523.136/YO

0003109831 長崎の教会 (NHK美の壺) NHK「美の壺」制作班編 日本放送出版協会 523.193/NH

0003088962 森の旅森の人 : 北海道から沖縄まで日本の森林を旅する 稲本正文/姉崎一馬写真 世界文化社 652.1 /IN

0003244915 吉備路春秋 小寺守写真・文 748/KO

0003075821 橋を見に行こう (伝えたい日本の橋) 平野暉雄写真・文 自由国民社 748/HI

0003136338 月の都、京都 : 幻視行 : 平安京をめぐる旅 藤川桂介著 淡交社 915.6/FU

900048994
物語のあるホテルへ。

(Pen : high quality magazine 25巻3号 通号512)
ティビーエス・ブリタニカ
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900049322
ウポポイからボールパークまで北海道を、極める。

(Pen : high quality magazine 25巻7号 通号516)
ティビーエス・ブリタニカ

資料ID タイトル 著者名 出版者 請求記号

0002673805 ローマ散策 (岩波新書:新赤版 698) 河島英昭著 岩波書店 080/IW-4/698

0002724987 プラハを歩く (岩波新書:新赤版 757) 田中充子著 岩波書店 080/IW-4/757

0003323886 ヨーロッパの街角 : 中世香る町、愛らしい村 上野美千代写真・文 光村推古書院 293/UE

0002645178 地中海紀行 : 神々の海 神々の大地 (知の旅シリーズ) 三輪晃久著 クレオ 293.09/MI

0003332296 モリスの愛した村 : イギリス・コッツウォルズ紀行 斎藤公江著 晶文社 293.33/SA

0002663274 英国=湖水地方四季物語 辻丸純一文・写真 東京書籍 293.33/TU

0003083074 愛と革命のルネサンス 須藤元気著 講談社 293.4/SU

0002711980 山本容子プラハ旅日記 山本容子著 文化出版局 293.48/YA

0003203727 パリの秘密 (中公文庫) 鹿島茂著 中央公論新社 293.5/KA

0003170910

ジャック・ドゥミとヌーヴェル・ヴァーグの故郷を訪ねて :

シェルブールから、ロシュフォールまで : パリから向かうフ

ランス映画の港町

関根敏也, 小出ゆきみ著 リヴル・アンシャンテ 293.5/SE

0003170563 パリ・旅の雑学ノート : カフェ/舗道/メトロ (中公文庫) 玉村豊男著 中央公論新社 293.5/TA

0002645141 フェルメールとオランダの旅 (ショトル・ミュージアム) 星野知子著 小学館 293.59/HO

0002645203
スペインアンダルシア紀行 : 光と影永遠なる国

(知の旅シリーズ)
渡部雄吉著 クレオ 293.609/WA

0002645187 イタリア古都紀行 : 悠久なる時の流れ (知の旅シリーズ) 渡部雄吉著 クレオ 293.709/WA

0003108432 サルビア北欧日記 セキユリヲ著 ピエ・ブックス 293.89/SE

0002528556 フィンランド・ヘルシンキからラップランドまで ライモ・スイッカリ文・写真 RKS Tietopalvelu 293.892/SU

0003272973 それでも暮らし続けたいパリ 松本百合子著 主婦と生活社 302.353/MA

0003354685
限りなく完璧に近い人々 : なぜ北欧の暮らしは世界一幸せな

のか?
マイケル・ブース著 KADOKAWA 302.389/BO

0003354185 食で読み解くヨーロッパ : 地理研究の現場から 加賀美雅弘著 朝倉書店 383.8/KA

ヨーロッパ
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0003307453 ヨーロッパの大聖堂 : 美しい荘厳な芸術
ロルフ・トーマン編

アヒム・ベトノルツ写真
河出書房新社 523.3/TO

0003322370 ヨーロッパの美しい城 パイインターナショナル 523.3/YO

0003309733 パリの街並みと暮らし : 知られざる魅力
マリー・ル・ゴアジウ著

リズ・エルツォーグ絵
西村書店 523.35/LE

0003183202
フィンランドのマリメッコ手帖 : 世界中で愛される、フィン

ランドテキスタイルの誕生とデザイン
パイインターナショナル 589.2/FI

0001766829 英国おいしい物語 ジェイン・ベスト・クック著 東京書籍 596.23/CO

0003306189 ドイツパン大全 森本智子著 誠文堂新光社 596.6/MO

0002973444 フランス地方のやさしい焼き菓子 大森由紀子著 柴田書店 596.6/OM

0003154229 北欧からのやさしいお菓子 : まぜて焼くだけ 行正り香, Mai Knauer著 講談社 596.6/YU

0003252800 ルーヴル美術館へ。 (Pen books:003) ペン編集部編 阪急コミュニケーションズ 706.9/PE

0003181431 北欧デザインの巨人たち : あしあとをたどって。
萩原健太郎著

永禮賢写真
ビー・エヌ・エヌ新社 757.023/HA

0002912478
北欧のかわいいデザインたち : 日用品をたくさん集めてみま

した
pieni kauppa著 ピエ・ブックス 757.023/PI

0002999564 北欧 素顔のデザイナーに出会う旅 鈴木緑文・写真 東京書籍 757.023/SU

0002587117 リンボウ先生ディープ・イングランドを行く 林望写真と文 文藝春秋 915.6/HA

0003009676 ボローニャ紀行 井上ひさし著 文藝春秋 915.6/IN

0003031687 旅する絵描き : パリからの手紙 伊勢英子著 平凡社 915.6/IS

0003134816
ハリー・ポッターへの旅 : イギリス&物語探訪ガイド

(Moe books)
MOE編集部, 山内史子[著] 白泉社 930.28/MO

0002870153 不思議の国のアリスへの旅
SORTIE編集室文

山本光写真
河出書房新社 930.28/SO

900038515
フィンランド現地取材【かわいくて洗練されたデザインが人

気】マリメッコと北欧雑貨(月刊Moe 38巻7号 通号441)
偕成社

900045542 ムーミンに会いに行こう！ (月刊Moe 41巻5号 通号475) 偕成社

900046214 ハイジに出会うスイス旅(月刊Moe 41巻9号 通号479) 偕成社

900046884 北欧しあわせの魔法(月刊Moe 42巻1号 通号483) 偕成社


