
タ イ ト ル 著 者 表 示 請求記号
アジ紙－東欧を旅する雑貨店チャルカ
の、好きで好きで仕方のない紙のはなし。

チャルカ／著 585.7 ﾁ

アルケミスト
パウロ・コエーリョ／著　山川紘
矢／訳　山川亜希子／訳

969 ｺ

イタリアの市場を食べ歩く
池田匡克／文・写真　池田愛
美／文・写真

596.2 ｲ

五つの旅の物語－ONCE UPON A TIME
MORE STORIES－

椎名誠／写真・文 748 ｼ

インドまで行ってきた!－Asian deep
walking－(Big comic books　Back‐packer'

堀田あきお／著　堀田かよ／
著

M ﾎ

インパラの朝－ユーラシア・アフリカ大陸
684日－

中村安希／著 TE 292.0 ﾅ

絵本美術館のある旅(MOE BOOKS) MOE編集部／編 726.6 ｴ

エロイーズ、モスクワへいく
ケイ・トンプソン／文　ヒラリー・
ナイト／絵　井上荒野／訳

726.6 ﾅ

オデュッセイア　上(岩波文庫) ホメロス／[著]　松平千秋／訳 B 991 ﾎ 1
オデュッセイア　下(岩波文庫) ホメロス／[著]　松平千秋／訳 B 991 ﾎ 2

『オデュッセイア』を楽しく読む
ルチャーノ・デ・クレシェンツォ
／著　草皆伸子／訳

991 ﾎ

オーパ 開高健／著　高橋昇／写真 915 ｶｲ

オン・ザ・ロード－スクロール版－
ジャック・ケルアック／著　青山
南／訳

933 ｹﾙ

街道をゆく　1 司馬遼太郎著 915 ｼﾊﾞ 1
海狼伝(文春文庫) 白石一郎／著 B ｼﾗ
鎌倉江ノ電殺人事件－長篇トラベルミス
テリー－(TOKUMA NOVELS　十津川警
部シリーズ)

西村京太郎／[著] S ﾆｼ

かもめ食堂 群ようこ／著 ﾑﾚ
川物語－写真集日本の川を旅する－ 佐藤秀明／著 748 ｻ
ガンジス河でバタフライ たかのてるこ／著 292.0 ﾀ
岸辺の旅 湯本香樹実／著 ﾕﾓ
京都てくてくちょっと大人のはんなり散歩 伊藤まさこ／著 291.6 ｲ
『恐怖の報酬』日記－酩酊混乱紀行　イ
ギリス・アイルランド－

恩田陸／著 915 ｵﾝ

極北のインディアン(中公文庫) 原ひろ子／著 382.5 ﾊ
敬語で旅する四人の男 麻宮ゆり子／著 ﾏﾐ

コン・ティキ号探検記(ちくま文庫)
T.ヘイエルダール／著　水口
志計夫／訳

299.1 ﾍ

サン=テグジュペリ・コレクション　2　夜間
飛行

サン=テグジュペリ／[著]　山崎
庸一郎／訳

958 ｻ 2

幸せを呼び込むパワースポット 暁玲華／著 TB 291.0 ｱ
シッダルタ(岩波文庫　32-435-6) ヘッセ／作　手塚富雄／訳 B 943 ﾍﾂ
死ぬまでに行きたい世界の図書館－本に
囲まれた幸せな場所がきっと見つかる!!
ようこそ『ハリー・ポッター』魔法の世界へ
－(

010.2 ｼ

写真でつづる宮本常一 須藤功／編 289.1 ﾐﾔ
湘南アイデンティティ(ポストNOVELS　十
津川警部)

西村京太郎著 S ﾆｼ

白洲正子と楽しむ旅(とんぼの本) 白洲正子／[ほか]著 291.6 ｼ
深夜特急　1(新潮文庫)　香港・マカオ 沢木耕太郎／著 B 915 ｻﾜ 1
スウェン・ヘディン探検記　9　さまよえる スウェン・ヘディン／[著] 292.0 ﾍ 9
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展示テーマ：『こんな旅がしてみたい』



タ イ ト ル 著 者 表 示 請求記号
青春を山に賭けて(文春文庫　う1-6) 植村直己／著 786.1 ｳ
青年は荒野をめざす(文春文庫　い1-34) 五木寛之／著 B ｲﾂ
関野吉晴対談集－グレートジャーニー
1993〜2007－

関野吉晴／著　船戸与一／
[ほか述]

914 ｾｷ

全日本食えば食える図鑑 椎名誠／著 596.0 ｼ
旅ステージ 川上健一／著 ｶﾜ
旅する絵描き－パリからの手紙－ 伊勢英子／著 915 ｲｾ
旅する力－深夜特急ノート－ 沢木耕太郎／著 915 ｻﾜ
旅立ちの季節 デビット・ゾペティ／著 ｿﾞﾍﾟ
旅のスケッチ－トーベ・ヤンソン初期短篇
集－

トーベ・ヤンソン／著　冨原眞
弓／訳

949.8 ﾔ

旅のラゴス　改版(新潮文庫　つ-4-31) 筒井康隆／著 B ﾂﾂ
旅日和 山本祐布子／絵・文 726.6 ﾔ
旅屋おかえり 原田マハ／著 ﾊﾗ
ダライ・ラマに恋して たかのてるこ／著 292.2 ﾀ
ちいさな城下町 安西水丸／著 915 ｱﾝ
地球の細道 安西水丸／著 915 ｱﾝ
ちょっとそこまでひとり旅だれかと旅 益田ミリ／著 291.0 ﾏ
鉄子の旅　1(IKKI COMIX) 菊池直恵／著　横見浩彦／著 M ｷ 1
鉄童の旅 佐川光晴／著 ｻｶﾞ
鉄道ひとり旅入門(ちくまプリマー新書 今尾恵介／著 TE 686.2 ｲ
天国旅行 三浦しをん／[著] ﾐｳ
逃亡くそたわけ 絲山秋子／著 ｲﾄ
ドナウの旅人　上 宮本輝／著 ﾐﾔ 1
ドナウの旅人　下 宮本輝／著 ﾐﾔ 2
南下せよと彼女は言う－旅先の七つの物
語－

有吉玉青／著 ｱﾘ

何でも見てやろう 小田実／著 915 ｵﾀﾞ
虹の岬の喫茶店 森沢明夫／著 ﾓﾘ
パイヌカジ－沖縄鳩間島から　南風－ 羽根田治／著 291.9 ﾊ
走ル 羽田圭介／著 ﾊﾀﾞ
八月の六日間 北村薫／著 ｷﾀ

八十日間世界一周(岩波文庫)
ジュール・ヴェルヌ／作　鈴木
啓二／訳

B 953 ﾍﾞﾙ

HAPPY MOUNTAIN－山で見つける50の
幸せ－

山と溪谷社／編 TB 291.0 ﾊ

パリでしたい100のこと－大好きな街を暮
らすように楽しむ旅－

荻野雅代／著　桜井道子／著 TB 293.5 ｵ

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／[著]　山内史子
／[著]

930.2 ﾛ

春との旅 小林政広／著 ｺﾊﾞ
パレオマニア－大英博物館からの13の旅 池沢夏樹／著 915 ｲｹ
土方久功著作集　6　青蜥蜴の夢 文化の
果てにて

土方久功／著 382.7 ﾋ 6

ピスタチオ 梨木香歩／著 ﾅｼ
ひとり旅 吉村昭／著 914 ﾖｼ
ビートルズへの旅－The Beatles in
England－(とんぼの本)

リリー・フランキー／著　福岡
耕造／著

764.7 ﾘ

ブルー・ストーン ジミー／作・絵　岸田登美子／ 726.6 ｼﾞ
ベトナムめし楽食大図鑑 伊藤忍／著　福井隆也／著 596.2 ｲ
辺境からのEメール 桃井和馬／著 070.1 ﾓ
北欧のおいしい話－スウェーデンのカフェ
から、フィンランドの食卓まで　Hokuo
Book－(P-Vine BOOks)

森百合子／著 596.2 ﾓ

ホームズのヴィクトリア朝ロンドン案内(と
んぼの本)

小林司／著　東山あかね／著 293.3 ｺ



タ イ ト ル 著 者 表 示 請求記号
堀内誠一 旅と絵本とデザインと(コロナ・
ブックス　147)

コロナ・ブックス編集部／編 727.0 ﾎ

マレー鉄道の謎(講談社ノベルス　国名シ
リーズ　第6弾　[火村シリーズ])

有栖川有栖／著 S ｱﾘ

三島由紀夫全集－決定版－2　長編小説 三島由紀夫著 918.6 ﾐ 2
不思議航海(ミステリークルーズ)(TOKYO
NEWS MOOK　通巻56号)

内田康夫／著　早坂真紀／著 915 ｳﾁ

屋久島ジュウソウ 森絵都／著 915 ﾓﾘ
山女日記 湊かなえ／著 ﾐﾅ
ゆめみるハワイ よしもとばなな／著 915 ﾖｼ
夢より短い旅の果て 柴田よしき／著 ｼﾊﾞ
夢はトリノをかけめぐる 東野圭吾／著 915 ﾋｶﾞ
読むことは旅をすること－私の20世紀読
書紀行－

長田弘／著 915 ｵｻ

ライカと歩く京都(京都しあわせ倶楽部)
小山薫堂／著　アレックス・
ムートン／著

291.6 ｺ

ラオスにいったい何があるというんです
か?－紀行文集－

村上春樹／著 915 ﾑﾗ

旅者の歌－始まりの地－ 小路幸也／著 ｼﾖ
ロスト・シティZ－探検史上、最大の謎を
追え－

デイヴィッド・グラン／著　近藤
隆文／訳

296.2 ｸﾞ

渡りの足跡 梨木香歩／[著] 915 ﾅｼ

海辺の王国
ロバート・ウェストール／作　坂
崎麻子／訳

ｳｴ

海底二万海里(福音館古典童話シリーズ
11)

J・ベルヌ／作　清水正和／訳
A・ド・ヌヴィル／画

ﾍﾞﾙ

富士山にのぼる 石川直樹／著 291 ｲ
夢を追う人(アラスカの詩) 星野道夫／著 TE 295 ﾎ
たびにでよう(おはなしの花たば) 降矢なな／作 E ﾌﾘ
旅の絵本　[1] 安野光雅／[著] E ｱﾝ 1
旅の絵本　8 安野光雅／[著] E ｱﾝ 8
チムとゆうかんなせんちょうさん　新版(世
界傑作絵本シリーズ　イギリスの絵本　チ
ムシリーズ　1)

エドワード・アーディゾーニ／さ
く　せたていじ／やく

E ｱﾃﾞ

該当件数：102冊


