
タ イ ト ル 著 者 表 示 請求記号
アイルランドを知るための70章　第2版(エ
リア スタディーズ 44)

海老島均編著 山下理恵子編
著

302.3 ァ

アジアのかわいい刺繡 誠文堂新光社編 753.7 ｱ
アメリカの歴史を知るための62章　第2版
(エリア スタディーズ 10)

富田虎男編著 鵜月裕典編著
佐藤円編著

253 ァ

アンダルシアを知るための53章　(エリア
スタディーズ110)

立石博高編著 塩見千加子編
著

302.3 ァ

イギリス文学散歩(ショトル・ミュージアム) 和田久士写真 浜なつ子文 930.2 ﾊ
イスタンブール・西北トルコ(旅名人ブック
ス 55 「旅名人」編集部)

沖島博美文 岩間幸司写真 292.7 ｵ

イスラエル(岩波新書 新赤版 1182) 臼杵陽著 S 227.9 ｳ
英国ファンタジー紀行(Shotor travel) 山内史子文 松隈直樹写真 930.2 ﾔ
オーストラリアを知るための58章　第3版
(エリア スタディーズ7)

越智道雄著 302.7 ォ

おどろきの中国(講談社現代新書 2182)
橋爪大三郎著 大澤真幸著 宮
台真司著

302.2 ｵ

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)

舘野晰編著 302.2 ﾀ

カンボジアを知るための62章　第2版(エリ
ア スタディーズ56)

上田広美編著 岡田知子編著 302.2 ｶ

奇怪ねー台湾 青木由香著 黄碧君訳 302.2ｱ
ケニアを知るための55章　(エリア スタ
ディーズ101)

松田素二編著 津田みわ編著 302.4ｹ

現代イラクを知るための60章(エリア・スタ
ディーズ 115)

酒井啓子編著 吉岡明子編著
山尾大編著

302.2 ｹﾞ

現代エジプトを知るための60章(エリア・ス
タディーズ 107)

鈴木恵美編著 302.4 ｽ

現代カナダを知るための57章(エリア スタ
ディーズ83)

飯野正子編著 竹中豊編著 302.5ｹﾞ

現代スペインを知るための60章(エリア ス
タディーズ116)

坂東省次編著 302.3ﾊﾞ

現代スペイン情報ハンドブック　改訂版
坂東省次編 戸門一衛編 碇順
治編

302.3ｹﾞ

現代ドイツを知るための62章 第2版(エリ
ア・スタディーズ 18)

浜本隆志編著 高橋憲編著 302.3 ｹﾞ

現代バスクを知るための50章(エリア スタ
ディーズ98)

萩尾生編著 吉田浩美編著 302.3ｹﾞ

現代ベトナムを知るための60章　第2版(エ
リア スタディーズ39)

今井昭夫編著 岩井美佐紀編
著

302.2ｹﾞ

現代メキシコを知るための60章(エリア ス
タディーズ91)

国本伊代編著 302.5ｸ

現代ロシアを知るための60章　第2版(エリ
ア スタディーズ21)

下斗米伸夫編著 島田博編著 302.3ｹﾞ

幸福大国ブータン
ドルジェ・ワンモ・ワンチュック
著 今枝由郎訳

292.5 ﾄﾞ

スウェーデンの世界遺産紀行 宇野幹雄著 293.8 ｳ
スコッチウイスキー紀行 第3版(旅名人
ブックス 2 旅名人編集室)

邸景一文・写真 三島叡写真 588.5 ﾔ

スペインのガリシアを知るための50章(エリ
ア スタディーズ88)

坂東省次編著 桑原真夫編著
浅香武和編著

302.3ｽ
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展示テーマ：『あの国この国どんな国？』



タ イ ト ル 著 者 表 示 請求記号
スリランカを知るための58章(エリア スタ
ディーズ117)

杉本良男編著 高桑史子編著
鈴木晋介編著

302.2ｽ

図説英国湖水地方(ふくろうの本) 小野まり著 293.3 ｵ
図説北欧の建築遺産(ふくろうの本) 伊藤大介著 523.3 ｲ

図説メキシコ(ふくろうの本)
宮本雅弘編・写真 宮本雅弘
[ほか]著

256 ｽﾞ

図説ロンドン都市と建築の歴史(ふくろう
の本)

渡邉研司著 523.3 ﾜ

青花の道（NHKブックス　1104） 弓場紀知著 751.2ﾕ

世界のマラソンベスト50
ヒュー・ジョーンズ著 アレクサ
ンダー・ジェームズ著 浅野美
抄子訳

782.3 ｼﾞ

大統領選からアメリカを知るための57章
(エリア スタディーズ97)

越智道雄著 312.5ｵ

中央アジアを知るための60章　第2版(エリ
ア スタディーズ26)

宇山智彦編著 302.2ｳ

ツバルの夕暮れ 正木明写真・文 297.5 ﾏ
デンマークデザインの国 島崎信著 757.0ｼ
デンマークのにぎやかな公共図書館 吉田右子著 016.2 ﾖ
閉ざされた国ビルマ 宇田有三写真・文 302.2 ｳ
トルコを知るための53章(エリア・スタ
ディーズ 95)

大村幸弘編著 永田雄三編著
内藤正典編著

302.2 ﾄ

トルコ古代都市を歩く(コロナ・ブックス 62) 小田陽一文・写真 292.7 ｵ
ドイツ発、環境最新事情(Sym books) 今泉みね子著 519.8 ｲ

読書を支えるスウェーデンの公共図書館
小林ソーデルマン淳子著 吉田
右子著 和気尚美著

016.2ﾄﾞ

ドバイにはなぜお金持ちが集まるのか(青
春新書INTELLIGENCE PI-202)

福田一郎著 302.2 ﾌ

ビールへの旅 長尾伸著 588.5ﾅ
フィンランドの教育力（学研新書　041） リッカ・パッカラ著 [小林禮 372.3ﾊﾞ
ブータン 山本けいこ著 292.5ﾔ
ブータンに魅せられて(岩波新書 新赤版
1120)

今枝由郎著 S 302.2 ｲ

ブラジルの流儀(中公新書 2096) 和田昌親編著 302.6 ﾜ
ベルギービール入門(REAL Book) 藤原ヒロユキ著 588.5 ﾌ
北欧素顔のデザイナーに出会う旅 鈴木緑文・写真 757.0 ｽ
本当は恐ろしいアメリカの真実 エリコ・ロウ著 302.5 ﾛ
ぼくらのアフリカに戦争がなくならないの
はなぜ?

小川真吾著 302.4 ｵ

ボルドーvs.ブルゴーニュ ジャン‐R.ピット著 大友竜訳 588.5ﾋﾟ
またまたドイツビールへの旅 長尾伸著 588.5 ﾅ
マラウィを知るための45章　第2版(エリア
スタディーズ36)

栗田和明著 302.4ｸ

マリ近現代史 内藤陽介著 244.1 ﾅ
南太平洋を知るための58章(エリア スタ
ディーズ　82)

吉岡政徳編著 石森大知編著 302.7ﾐ

未来国家ブータン 高野秀行著 292.5 ﾀ
娘と映画をみて話す民族問題ってなに? 山中速人著 316.8 ﾔ
メルシーフランス 山本ゆりこ文・写真 596.2 ﾔ
森とほほ笑みの国ブータン 大谷映芳著 292.5 ｵ
モンゴルを知るための65章　第2版(エリア
スタディーズ　4)

金岡秀郎著 302.2ｶ

ヴァチカン物語(とんぼの本)
塩野七生ほか著 石鍋真澄ほ
か著

293.7 ﾊﾞ

該当件数66冊


