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№ 書名 著者名 出版者 出版日付 請求記号▼

1 日本語に生まれて―世界の本屋さんで考えたこと 中村和恵 岩波書店 2013.11 024/N37

2 パリでメシを食う。 川内有緒 幻冬舎 2010.7 281.04/Ka98

3 民俗学の旅 宮本常一 [著] 講談社 1993.12 289.1/Mi77

4 TARABA・夜行列車に乗る : 愛と命のメッセージ 宮下忠子著 随想舎 2008.3 289.1/Mi83

5 琉球に上陸したジョン万次郎 : 絵物語

儀間比呂志文・版

画/神谷良昌原 沖縄タイムス社 2001.10 289.1/N33

6 まるで童話のような、世界のかわいい村と美しい街

アフロ, アマナイ

メージズ写真

パイインターナ

ショナル 2015.9 290.87/A18

7 行かずに死ねるか！―世界９万５０００ｋｍ自転車ひとり旅 石田ゆうすけ 幻冬舎 2007.6 290.9/I72

8 カフェで綴る、旅の記憶 : ただし、この本に世界遺産は出てきません。 小寺晳 幻冬舎 2019.8 290.9/Ko21

9 世界をひとりで歩いてみた―女30にして旅に目覚める 眞鍋かをり 祥伝社 2013.12 290.9/Ma43

10 Land land land : 旅するA to Z 岡尾美代子著 筑摩書房 2007.4 290.9/O45

11
世界一周ＴＲＡＶＥＬＥＲ’Ｓ　ＶＯＩＣＥ　若き旅人の声―旅人の声から

生まれた世界一周＆航空券ガイド

『世界一周NAVI』

編集部 イカロス出版 2013.10 290.93/Se22

12 世界中のアフリカへ行こう : 「旅する文化」のガイドブック 中村和恵編 岩波書店 2009.5 302.4/N37

13 旅、あきらめない : 高齢でも、障がいがあっても 鎌田實著 講談社 2007.10 369.26/Ka31

14 旅と食 (食の文化フォーラム:20) 神崎宣武編 ドメス出版 2002.10 383.8/Ka59

15 宇宙の地図 : 2013.1.1 - 12:00
観山正見, 小久保英

一郎著
朝日新聞出版 2011.12 440.8/Mi77

16 Google Earthで行く火星旅行 (岩波科学ライブラリー:196)

後藤和久, 小松吾

郎著 岩波書店 2012.8 445.3/G72

17 世界の地図を旅しよう (地球のカタチ) 今尾恵介著 白水社 2007.11 448.9/I46

18 地図をつくった男たち : 明治の地図の物語 山岡光治著 原書房 2012.12 448.9/Y42

19 世界の美しい色の建築/Beautiful color architecture in the world 大田省一著 エクスナレッジ 2017.10 520.87/O81

20 東京レトロ建築さんぽ
倉方俊輔著/下村

しのぶ写真
エクスナレッジ 2016.11 523.13/Ku52

21 お嬢さん、空を飛ぶ : 草創期の飛行機を巡る物語 松村由利子著 NTT出版 2013.12 538/Ma82

22 ようこそ、ちきゅう食堂へ 小川糸著 幻冬舎 2010.11 596.04/O24
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23 世界をたべよう!旅ごはん 杉浦さやか著 祥伝社 2016.10 596.04/Su48

24 全196ヵ国おうちで作れる世界のレシピ 本山尚義著 ライツ社 2017.12 596.2/Mo92

25
世界の豆料理 : 中東、アフリカ、米大陸、ヨーロッパ、アジアの郷土色あ

ふれる120のレシピ
誠文堂新光社編 誠文堂新光社 2016.10 596.37/Se17

26 世界のパン図鑑224 : 決定版 大和田聡子監修 平凡社 2013.10 596.63/Se22

27 かわいい市場 リイド社 2018.11 673.7/Ka93

28 英国パブサイン読本 : 酒場から読み解く歴史・文化・旅 井田俊隆編 創元社 2008.8 674.8/I18

29 海駅図鑑 : 海の見える無人駅 清水浩史著 河出書房新社 2017.2 686.21/Sh49

30
みんなの機内食 : 天空のレストランへようこそ!/Our in-flight meal :

welcome to the sky restaurant!

機内食ドットコム

著
翔泳社 2018.1 687.5/Ki41

31 観光再生 : 「テロ」からの出発 (沖縄タイムス・ブックレット:12) 沖縄タイムス社 沖縄タイムス社 2002.6 689.21/O52

32 日本人だけが知らない「ニッポン」の観光地 水津陽子著

日経BP社/日経

BPマーケティン 2014.9 689.21/Su52

33 旅はゲストルーム : 測って描いたホテルの部屋たち (知恵の森文庫) 浦一也〔著〕 光文社 2004.12 689.8/U81/1

34
ラトビア、リトアニア、エストニアに伝わる温かな手仕事 : バルト三国の

伝統的なハンドクラフトと街歩き案内 赤木真弓 誠文堂新光社
2014.6

750.23/A29

35 表参道のセレブ犬とカバーニャ要塞の野良犬 若林正恭 KADOKAWA 2017.7 779.14/W17

36 ももこの世界あっちこっちめぐり さくらももこ 集英社 1997.6 914.6/Sa46

37 バルセロナ・パリ母娘（ははこ）旅 銀色夏生 KADOKAWA 2015.1 915.6/G46

38 ニッポン周遊記 : 町の見つけ方・歩き方・つくり方 池内紀著 青土社 2014.7 915.6/I35

39 常世の樹 石牟礼道子著 葦書房 1982.10 915.6/I78

40 屋久島ジュウソウ 森絵都 集英社 2009.2 915.6/Mo45

41 エストニア紀行 : 森の苔・庭の木漏れ日・海の葦 梨木香歩 [著] 新潮社 2012.9 915.6/N55

42 何でも見てやろう 小田実 講談社 1979.7 915.6/O17

43 トレイルズ : 「道」と歩くことの哲学

ロバート・ムーア

著/岩崎晋也訳 エイアンドエフ 2018.1 934.7/Mo39

44 ジャガーの微笑 : ニカラグアの旅 (越境の文学/文学の越境)

サルマン・ラシュ

ディ著/飯島みど 現代企画室 1995.3 935/R88


