
資料名 　著者名 　出版者 請求記号

1 世界の夢の図書館 　 　エクスナレッジ 010.2/セ

2 日本の最も美しい図書館 　立野井 一恵∥文 　エクスナレッジ 010.2/タ

3 世界で最も美しい書店 　清水 玲奈∥著 　エクスナレッジ 024/シ

4 世界の夢の本屋さん 　 　エクスナレッジ 024/セ

5 世界の古代遺跡 　アンリ　スティルラン∥[編]著 　創元社 202.5/セ

6 わたくしが旅から学んだこと 　兼高 かおる∥著 　小学館 289.1/カ

7 世界の聖地 　マーティン　グレイ∥著 　東洋書林 290/グ

8 奇界遺産　1 　佐藤 健寿∥編著 　エクスナレッジ 290/サ/1

9 奇界遺産　2 　佐藤 健寿∥編著 　エクスナレッジ 290/サ/2

10 世界の水辺の町 　ピーピーエス通信社∥写真 　パイインターナショナル 290/セ

11 世界一の写真集 　 　パイインターナショナル 290/セ

12 世界の小さな村 　ピーピーエス通信社∥写真 　ピエ・ブックス 290/セ

13 世界の街道 　ピーピーエス通信社∥写真 　ピエ・ブックス 290/セ

14 世界の雪景色 　海野 弘∥解説 　パイインターナショナル 290/セ

15 世界の路地 　PIE BOOKS∥編著 　パイインターナショナル 290/セ

16 地球一周空の旅 　PPS通信社∥写真 　パイインターナショナル 290/チ

17 秘密の地下世界 　ナショナルジオグラフィック∥編著 　日経ナショナルジオグラフィック社 290/ヒ

18 秘境国 　アマナイメージズ∥[ほか]写真 　パイインターナショナル 290/ヒ

19 まるで童話のような、世界のかわいい村と美しい街 　 　パイインターナショナル 290/マ

20 5日間の休みで行けちゃう!美しい街・絶景の街への旅 　A Works∥編集 　A-Works 290.9/イ

21 k.m.p.の、旅してぐるぐる。 　k.m.p.∥著　ブックデザイン 　エンターブレイン 290.9/ケ

22 奇界紀行 　佐藤 健寿∥著 　KADOKAWA 290.9/サ

23 またたび 　さくら ももこ∥絵と文 　新潮社 290.9/サ

24 死ぬまでに行きたい!世界の絶景　日本編 　詩歩∥著 　三才ブックス 290.9/シ

25 死ぬまでに行きたい!世界の絶景 　詩歩∥著 　三才ブックス 290.9/シ

26 50歳からのおしゃれ旅スタイル 　中山 庸子∥著 　海竜社 290.9/ナ

27 僕が旅に出る理由 　日本ドリームプロジェクト∥編集 　いろは出版 290.9/ボ

28 居ごこちのよい旅 　松浦 弥太郎∥文 　筑摩書房 290.9/マ

29 世界の市場 　松岡 絵里∥著 　国書刊行会 290.9/マ

30 -WONDER SPOT-世界の絶景・秘境100 　 　成美堂出版 290.9/ワ

31 鉄道おくのほそ道紀行 　芦原 伸∥著 　講談社 291.0/ア

32 全国ステキな古都さんぽ 　伊藤 美樹∥著 　メディアファクトリー 291.0/イ

33 かわいい鉄道の旅 　伊藤 美樹∥著 　メディアファクトリー 291.0/イ

34 美しい日本のふるさと　北海道・東北編 　清永 安雄∥撮影 　産業編集センター 291.0/ウ

35 美しい日本の風景1000 　フォトカルチャー倶楽部∥編 　日経ナショナルジオグラフィック社 291.0/ウ

36 ふらり旅いい酒いい肴　1 　太田 和彦∥著 　主婦の友社 291.0/オ/1

37 365日日本一周絶景の旅 　TABIPPO∥編 　いろは出版 291.0/サ

38 女流阿房列車 　酒井 順子∥著 　新潮社 291.0/サ

39 城あるきのススメ 　春風亭 昇太∥著 　小学館 291.0/シ

40 空から見る日本ふしぎ絶景spot 50 　渋川 育由∥編 　河出書房新社 291.0/ソ

41 神々の宿る日本の絶景 　富田 文雄∥写真 　パイインターナショナル 291.0/ト

42 日本の絶景 　富田 文雄∥写真 　パイインターナショナル 291.0/ト

43 日本の美しい里 　富田 文雄∥写真 　パイインターナショナル 291.0/ト

44 日本の山究極の絶景ガイド 　西田  省三／写真・文 　山と渓谷社 291.0/ニ

45 日本縦断空の旅 　 　パイインターナショナル 291.0/ニ

46 日本の世界遺産 　 　JTBパブリッシング 291.0/ニ

47 ちょっとそこまでひとり旅だれかと旅 　益田 ミリ∥著 　幻冬舎 291.0/ニ

48 47都道府県女ひとりで行ってみよう 　益田 ミリ∥著 　幻冬舎 291.0/マ

49 ガンジス河でバタフライ 　たかの てるこ∥著 　幻冬舎 292.0/タ

50 韓国女ひとり旅 　ミカヅキ カンナ∥原作 　中経出版 292.1/ミ

51 週末ちょっとディープな台湾旅 　下川 裕治∥著 　朝日新聞出版 292.2/シ
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52 感動中国! 　谷崎 光∥著 　文藝春秋 292.2/タ

53 アジアの秘境ゆったり旅行 　二村 忍∥著 　七つ森書館 292.2/ニ

54 1週間タイ 　山下 マヌー∥著 　メディアファクトリー 292.3/ヤ

55 くるくるバリ島ウブド! 　k.m.p.∥著 　JTBパブリッシング 292.4/ケ

56 かわいいバリ 　山下 マヌー∥著 　マーブルトロン 292.4/ヤ

57 イスタンブール路地裏さんぽ 　大和田 聡子∥執筆 　ダイヤモンド・ビッグ社 292.6/オ

58 ロシア日記 　高山 なおみ∥著 　新潮社 292.9/タ

59 ウズベキスタン日記 　高山 なおみ∥著 　新潮社 292.9/タ

60 タエコワーズのヨーロッパ・ヴァカンス便り 　内生蔵 妙子∥著 　二見書房 293.0/ウ

61 関口知宏のヨーロッパ鉄道大紀行 　関口 知宏∥著 　徳間書店 293.0/セ

62 人情ヨーロッパ 　たかの てるこ∥文&写真 　ダイヤモンド・ビッグ社 293.0/タ

63 純情ヨーロッパ 　たかの てるこ∥文&写真 　ダイヤモンド・ビッグ社 293.0/タ

64 ソリスト 　寺田 和代∥著 　KADOKAWA 293.0/テ

65 ヨーロッパ鉄道紀行 　西森 聡∥写真　文 　平凡社 293.0/ニ

66 7月のイギリスで2週間 　王 由由∥文 　東京書籍 293.3/オ

67 カナカナのかわいい東欧に出会う旅 　井岡 美保∥著 　産業編集センター 293.4/イ

68 プラハ旅物語 　沖島 博美∥文　写真 　東京書籍 293.4/オ

69 かわいいドイツに、会いに行く 　久保田 由希∥著 　清流出版 293.4/ク

70 ヨーロッパの首都ベルギー美味しい旅 　相原 恭子∥文と写真 　小学館 293.5/ア

71 フランスのおいしい休日 　伊藤 まさこ∥[著] 　集英社 293.5/イ

72 オランダ大好き! 　松崎 八千代∥監修 　JTB 293.5/オ

73 フランスで大の字 　小栗 左多里∥著 　ヴィレッジブックス 293.5/オ

74 プロヴァンスの幸せな旅時間 　小林 尚子∥著 　辰巳出版 293.5/コ

75 くるくるバルセロナ! 　k.m.p.∥著 　JTBパブリッシング 293.6/ケ

76 ポルトガルおいしい旅日記 　小波田 えま∥著 　河出書房新社 293.6/コ

77 わたしとバスク 　長尾 智子∥著 　マガジンハウス 293.6/ナ

78 大人の「ローマ散歩」 　内野 正樹∥著 　大和書房 293.7/ウ

79 イタリアからイタリアへ 　内田 洋子∥著 　朝日新聞出版 293.7/ウ

80 ぐるっとイタリア4000キロ! 　野村 佑香∥著 　イースト・プレス 293.7/ノ

81 カナカナのかわいいロシアに出会う旅 　井岡 美保∥著 　産業編集センター 293.8/イ

82 クロアチアの碧い海 　大桑 千花∥著　撮影 　産業編集センター 293.9/オ

83 くるくるラスベガス&グランド・キャニオン! 　k.m.p.∥著 　JTBパブリッシング 295.3/ケ

84 k.m.p.の、ハワイぐるぐる。 　k.m.p.∥著　ブックデザイン 　東京書籍 297.6/ケ

85 かわいいハワイ 　山下 マヌー∥著 　マーブルトロン 297.6/ヤ

86 星降る絶景 　沼澤 茂美∥著 　誠文堂新光社 440.8/ヌ

87 地図マニア空想の旅 　今尾 恵介∥著 　集英社インターナショナル 448.9/イ

88 地球の神秘 　新人物往来社∥編 　新人物往来社 451/チ

89 世界の動物園 　奥宮 誠次∥文　写真 　ランダムハウス講談社 480.7/オ

90 世界の魅惑のトンネル 　洋泉社編集部∥編 　洋泉社 514.9/セ

91 世界の自然遺産 　尾沢 和幸∥編集 　日経ナショナルジオグラフィック社 519.8/セ

92 世界の大宮殿 　アンリ　スティルラン∥[編]著 　創元社 520.8/セ

93 世界の寺院 　アフロ∥写真 　パイインターナショナル 520.8/セ

94 世界の美しい館 　 　パイインターナショナル 520.8/セ

95 世界の城と要塞 　アンリ　スティルラン∥[編]著 　創元社 520.8/セ

96 日本の建築遺産12選 　磯崎 新∥著 　新潮社 521.8/イ

97 町並 　森田 敏隆∥著 　光村推古書院 521.8/モ

98 城郭 　森田 敏隆∥著 　光村推古書院 521.8/モ

99 世界のタワー 　 　パイインターナショナル 523/セ

100 もう二度と見ることができない幻の名作レトロ建築 　伊藤 隆之∥著　写真 　地球丸 523.1/イ

101 死ぬまでに見たい洋館の最高傑作　1 　田中 禎彦∥監修 　エクスナレッジ 523.1/シ

102 世界の絶景 お城&宮殿 　 　学研パブリッシング 523.3/セ

103 世界の不思議な家、楽しい家 　 　エクスナレッジ 527/セ

104 世界の変なトイレ 　モーナ　E.グレゴリー∥[著] 　エクスナレッジ 528.1/グ

105 何度でも行きたい世界のトイレ 　ロンリー　プラネット∥編 　河出書房新社 528.1/ナ

106 世界のすごい室内装飾 　 　パイインターナショナル 529/セ



107 世界をたべよう!旅ごはん 　杉浦 さやか∥著 　祥伝社 596.0/ス

108 世界の美しい庭園図鑑 　大野 暁彦∥監修 　エクスナレッジ 629.2/セ

109 世界のお墓 　ネイチャー&サイエンス∥構成　文 　幻冬舎 629.8/セ

110 世界の店先 　 　パイインターナショナル 673.3/セ

111 世界の露店 　 　パイインターナショナル 673.3/セ

112 日本、絶景の道 　須藤 英一∥著 　河出書房新社 685.2/ス

113 世界の絶景鉄道 　PIE BOOKS∥編著 　パイインターナショナル 686.2/セ

114 世界の鉄道 　 　パイインターナショナル 686.2/セ

115 新・世界の駅 　 　パイインターナショナル 686.5/シ

116 世界の駅 　三浦 幹男∥写真 　ピエ・ブックス 686.5/ミ

117 路面電車すごろく散歩 　鈴木 さちこ∥著 　木楽舎 686.9/ス

118 世界の路面電車 　 　ピエ・ブックス 686.9/セ

119 世界の空港 　ピーピーエス通信社∥写真 　ピエ・ブックス 687.9/セ

120 世界で一番美しい空港 　 　エクスナレッジ 687.9/セ

121 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 689.2/ス

122 世界のホテル 　 　パイインターナショナル 689.8/セ

123 世界のポスト 　ベルンハルト M.シュミッド∥著 　ピエ・ブックス 693/シ

124 名景世界遺産　自然遺産編 　 　ピエ・ブックス 709/メ

125 名景世界遺産　夜景編 　 　パイインターナショナル 709/メ

126 日本の川 　佐藤 秀明∥写真 　ピエ・ブックス 748/サ

127 五つの旅の物語 　椎名 誠∥写真　文 　講談社 748/シ

128 世界の橋 　ベルンハルト M.シュミッド∥著 　ピエ・ブックス 748/シ

129 日本の夜桜 　庄子 利男∥写真　文 　光村推古書院 748/シ

130 新世界の路地裏 　 　ピエ・ブックス 748/シ

131 新世界の窓 　ベルンハルト M.シュミッド∥著 　パイインターナショナル 748/シ

132 世界の廃墟図鑑 　キーロン　コノリー∥[編]著 　原書房 748/セ

133 世界のきらめくイルミネーション 　グラフィック社編集部∥編 　グラフィック社 748/セ

134 世界一の珊瑚礁 　中村 征夫∥著 　クレヴィス 748/ナ

135 1日1鉄! 　中井 精也∥著 　インプレスジャパン 748/ナ

136 廃道 　丸田 祥三∥写真 　実業之日本社 748/マ

137 夜空のおはなし 　英和出版社書籍部∥編 　英和出版社 748/ヨ

138 世界のステンドグラス 　ピーピーエス通信社∥写真 　PIE International 751.5/セ

139 世界のモザイク 　 　パイインターナショナル 757/セ

140 絶対行きたい!世界の音楽祭 　田中 良幸∥著 　ヤマハミュージックメディア 760.6/タ

141 高峰秀子旅の流儀 　斎藤 明美∥編 　新潮社 778.2/タ

142 名作アニメの風景50 　 　パイインターナショナル 778.7/メ

143 世界をひとりで歩いてみた 　眞鍋 かをり∥著 　祥伝社 779.9/マ

144 眞鍋かをりの世界ひとり旅手帖 　眞鍋 かをり∥[著] 　祥伝社 779.9/マ

145 海外マラソンRunRun旅 　たかぎ なおこ∥著 　KADOKAWA 782.3/タ

146 作家の家 　F.プレモリ=ドルーレ∥文 　西村書店 902.0/サ

147 世界の作家が愛した風景 　 　パイインターナショナル 902.1/セ

148 世界の文豪の家 　阿部 公彦∥[ほか]監修 　エクスナレッジ 902.2/セ

149 林芙美子女のひとり旅 　林 芙美子∥[著] 　新潮社 910.2/ハ

150 文豪の家 　高橋 敏夫∥監修 　エクスナレッジ 910.2/ブ

151 世界の美しさをひとつでも多く見つけたい 　石井 光太∥著 　ポプラ社 914.6/イ

152 恋をしよう。夢をみよう。旅にでよう。 　角田 光代∥著 　ソニー・マガジンズ 914.6/カ

153 世界中で迷子になって 　角田 光代∥著 　小学館 914.6/カ

154 地球の細道 　安西 水丸∥著 　エーディーエー・エディタ・トーキョー 915.6/ア

155 ニッポン周遊記 　池内 紀∥著 　青土社 915.6/イ

156 旅のヒント 　五木 寛之∥著 　東京書籍 915.6/イ

157 旅だから出逢えた言葉 　伊集院 静∥著 　小学館 915.6/イ

158 西の果てまで、シベリア鉄道で 　大崎 善生∥著 　中央公論新社 915.6/オ

159 いつも旅のなか 　角田 光代∥著 　アクセス・パブリッシング 915.6/カ

160 深夜特急　第１便 　沢木 耕太郎∥著 　新潮社 915.6/サ/1

161 深夜特急　第２便 　沢木 耕太郎∥著 　新潮社 915.6/サ/2



162 深夜特急　第３便 　沢木 耕太郎∥著 　新潮社 915.6/サ/3

163 世界どこでもずんがずんが旅 　椎名 誠∥著 　角川書店 915.6/シ

164 エストニア紀行 　梨木 香歩∥[著] 　新潮社 915.6/ナ

165 美麗島紀行 　乃南 アサ∥著 　集英社 915.6/ノ

166 「どこへも行かない」旅 　林 望∥著 　光文社 915.6/ハ

167 ラオスにいったい何があるというんですか? 　村上 春樹∥著 　文藝春秋 915.6/ム

168 女三人のシベリア鉄道 　森 まゆみ∥著 　集英社 915.6/モ

169 ゆめみるハワイ 　よしもと ばなな∥著 　世界文化社 915.6/ヨ

170 サラスの旅 　シヴォーン　ダウド∥著 　ゴブリン書房 933/ダ

171 世界しあわせ紀行 　エリック　ワイナー∥著 　早川書房 935/ワ

172 ぼくの伯父さんの休暇 　ジャック　タチ∥原案 　中央出版株式会社アノニマ・スタジオ 953/カ

173 旅猫リポート 　有川 浩∥著 　講談社 F/ア

174 冷静と情熱のあいだ 　江国 香織∥著 　角川書店 F/エ

175 この本が、世界に存在することに 　角田 光代∥著 　メディアファクトリー F/カ

176 鉄童の旅 　佐川 光晴∥著 　実業之日本社 F/サ

177 夢より短い旅の果て 　柴田 よしき∥著 　角川書店 F/シ

178 冷静と情熱のあいだ 　辻 仁成∥著 　角川書店 F/ツ

179 星空ロック 　那須田 淳∥著 　あすなろ書房 F/ナ

180 もっと塩味を! 　林 真理子∥著 　中央公論新社 F/ハ

181 旅屋おかえり 　原田 マハ∥著 　集英社 F/ハ

182 空色ヒッチハイカー 　橋本 紡∥[著] 　新潮社 F/ハ

183 海辺のカフカ　上 　村上 春樹∥[著] 　新潮社 F/ム/1

184 海辺のカフカ　下 　村上 春樹∥[著] 　新潮社 F/ム/2


