２F企画展示

展示期間：2021年12月1日-2022年1月9日

本で世界を巡る
気軽に海外旅行にいくことができない状況が続いている昨今、この冬は暖かい部屋で本の中から世界を知ることにしませんか？
旅行の目的は人それぞれです。
観光やグルメ、現地ならではの体験に関するものやいろんなテーマの紀行・旅行記を集めました。
本を読んで旅気分を味わうもよし、好奇心を刺激する内容・ヒントになる情報を得て、次なる旅行プランを考えるもよし。
また旅を楽しめる日常に戻る時を楽しみに、本をうまく活用してください。

書名

配置場所

請求記号

2F学生選書

151.6//B64//1150

2F学生選書

290.87//P15//1210

2F学生選書

290.9//A97//7968//西田蔵書

2F学生選書

290.9//H99//1149

じゃ、また世界のどこかで。 / 近藤大真著. -- KADOKAWA, 2018.7.

2F学生選書

290.9//KO73//1134

食べる。 / 中村安希著. -- 集英社, 2011.11.

2F学生選書

290.9//N37//7934//西田蔵書

2F学生選書

290.93//TA12//1132

2F学生選書

292.239//G47//3967

2F学生選書

292.31//N93//1125

2F学生選書

292.38//U26//1121

アイスランド紀行ふたたび / 小林理子著. -- 彩流社, 2018.8.

2F学生選書

293.897//KO12//1138

歴メシ! : 世界の歴史料理をおいしく食べる / 遠藤雅司著. -- 柏書房, 2017.8.

2F学生選書

383.8//E59//3806

辺境メシ : ヤバそうだから食べてみた / 高野秀行著. -- 文藝春秋, 2018.10.

2F学生選書

383.8//TA47//1133

2F学生選書

520.2//SE22//7229

澤模奈人 [ほか] 編 ; : 新装版. -- エクスナレッジ, 2012.2. -- (世界の建築・街並 2F学生選書

520.2//SE22//7230

世界幸福度ランキング上位13カ国を旅してわかったこと / マイケ・ファン・デ
ン・ボーム著 ; 畔上司訳. -- 集英社インターナショナル.
世界のかわいい村と街 / パイインターナショナル編著. -- パイインターナショ
ナル, 2017.10.
地球を遊ぼう! : 29 dream trips & adventures / A-Works編. -- A-Works,
2010.1.
地球に残したぼくたちの足跡 / 100人100旅プロジェクト編. -- ユーフォーブッ
クス, 2010.8. -- (100人100旅 / 100人100旅プロジェクト編 ; 3).

世界でいちばん旅が好きな会社がつくったひとり旅完全ガイド / TABIPPO著. - いろは出版, 2017.1.
九龍城探訪 : 魔窟で暮らす人々 / グレッグ・ジラード, イアン・ランボット著 ;
尾原美保訳. -- イースト・プレス, 2004.2.
観光コースでないサイゴン(ホーチミン) / 野島和男著. -- 高文研, 2017.7. -(もっと深い旅をしよう).
観光コースでないミャンマー(ビルマ) / 宇田有三著. -- 高文研, 2015.4. -- (もっ
と深い旅をしよう).

イギリス|アイルランド|北欧4国 / 渡邉研司 [ほか] 編 ; : 新装版. -- エクスナ
レッジ, 2012.1. -- (世界の建築・街並みガイド ; 2).
オーストリア|ポーランド|チェコ|スロヴァキア|ハンガリー|ルーマニア / 海老
みガイド ; 5).
世界の美しい市場. -- エクスナレッジ, 2017.5.

2F学生選書

673.7//SE22//1135

世界の露店. -- パイインターナショナル, 2016.1.

2F学生選書

673.7//SE22//1209

洞窟壁画を旅して : ヒトの絵画の四万年 / 布施英利著. -- 論創社, 2018.9.

2F学生選書

702.02//F96//6022

2F学生選書

709//A18//8337

名景世界遺産 ; 自然遺産編 -- ピエ・ブックス, 2010.7-.

2F学生選書

709//ME25//8339

名景世界遺産 ; 夜景編 -- ピエ・ブックス, 2010.7-.

2F学生選書

709//ME25//8340

名景世界遺産 ; 街並み編 -- ピエ・ブックス, 2010.7-.

2F学生選書

709//ME25//8341

名景世界遺産 ; 水辺編 -- ピエ・ブックス, 2010.7-.

2F学生選書

709//ME25//8342

名景世界遺産 ; 文化遺産編 -- ピエ・ブックス, 2010.7-.

2F学生選書

709//ME25//8343

ミステリアス世界遺産. -- パイインターナショナル, 2015.6.

2F学生選書

709//MI55//8338

2F学生選書

709//SE22//8330

2F学生選書

709//SE22//8331

3F開架新体系

164//SH69//5151

ロマンティック世界遺産 = Romantic world heritage / アフロ写真. -- パイイン
ターナショナル, 2014.9.

すべてがわかる世界遺産大事典 : 世界遺産検定1級公式テキスト / 世界遺産検
定事務局著 ; 上 -- 世界遺産アカデミー.
すべてがわかる世界遺産大事典 : 世界遺産検定1級公式テキスト / 世界遺産検
定事務局著 ; 下 -- 世界遺産アカデミー.
神話で訪ねる世界遺産 / 蔵持不三也監修. -- ナツメ社, 2015.8.

書名

配置場所

請求記号

3F開架新体系

230.5//SO34//1523

3F開架新体系

290.38//B76//3188//西田蔵書

3F開架新体系

290.87//MA13//3476

3F開架新体系

290.87//MA23//8163

3F開架新体系

290.9//A53//6901

3F開架新体系

290.9//MO78//9004//西田蔵書

3F開架新体系

290.9//O84//2486

3F開架新体系

290.9//Y85//0913

3F開架新体系

290.93//F92//4529

ダークツーリズム拡張 : 近代の再構築 / 井出明著. -- 美術出版社, 2018.8.

3F開架新体系

290.93//I19//9974//西田蔵書

ドライブイン探訪 / 橋本倫史著. -- 筑摩書房, 2019.1.

3F開架新体系

291.09//H38//4370

3F開架新体系

292.09//N37//0328

3F開架新体系

292.2//TA16//5736

3F開架新体系

292.91//N37//0257

3F開架新体系

293.333//H64//8605

3F開架新体系

294.33//O88//8244

3F開架新体系

295.6//O67//0414

3F開架新体系

296.8//R92//4428

極夜行 / 角幡唯介著. -- 文藝春秋, 2018.2.

3F開架新体系

297.8//KA28//1658

南極 : 国境のない大陸 / 武田剛著. -- 朝日新聞社, 2005.4.

3F開架新体系

297.9//TA59//6413

3F開架新体系

450.9//O63//4150

3F開架新体系

520.2//SE22//1338

老澤模奈人[ほか]編. -- エクスナレッジ, 2004.2. -- (世界の建築・街並みガイド 3F開架新体系

520.2//SE22//1339

魔女狩りの地を訪ねて : あるフェミニストのダークツーリズム / クリステン・
J・ソリー著 ; 松田和也訳. -- 青土社, 2021.9.
世界をまどわせた地図 / エドワード・ブルック=ヒッチング著 ; 関谷冬華訳. -日経ナショナルジオグラフィック社. -- (ナショナルジオグラフィック).
空中写真歴史図鑑 : 大自然と人類文明の映像遺産 / イーモン・マッケイブ,
ジェンマ・パドリー著 ; 月谷真紀訳. -- 原書房, 2020.7.
絶対に住めない世界のゴーストタウン / クリス・マクナブ著 ; 片山美佳子訳. -日経ナショナルジオグラフィック社. -- (National geographic).
旅、国境と向き合う / 青木怜子著. -- 論創社, 2019.6.
裸の眼 : マン・ウォッチングの旅 / デズモンド・モリス著 ; 別宮貞徳訳. -- 東
洋書林, 2001.6.
辺境へ / 大谷映芳著. -- 山と渓谷社, 2003.9.
世界ダークツーリズム : 人類の悲劇の歴史をたどる旅 / 洋泉社編集部編. -- 洋
泉社, 2016.3.
ダークツーリズム入門 : 日本と世界の「負の遺産」を巡礼する旅 / 風来堂編. -イースト・プレス, 2017.9.

インパラの朝 : ユーラシア・アフリカ大陸684日 / 中村安希著. -- 集英社,
2009.11.
中国古鎮をめぐり、老街をあるく / 多田麻美著 ; 張全写真. -- 亜紀書房,
2019.10.
シベリア最深紀行 : 知られざる大地への七つの旅 / 中村逸郎著. -- 岩波書店,
2016.2.
ゴーストを訪ねるロンドンの旅 / 平井杏子著. -- 大修館書店, 2014.12.
美しきアルジェリア : 7つの世界遺産を巡る旅 / 大塚雅貴写真・文. -- ダイヤモ
ンド・ビッグ社. -- (地球の歩き方gem stone ; 050).
極彩色メキシコ巡礼 / 小野一郎著. -- 晶文社, 2001.2.
煮えたぎる川 / アンドレス・ルーソ著 ; シャノン・N・スミス訳. -- 朝日出版
社, 2017.9. -- (TED books).

南極から美(ちゅ)ら海まで : エッセイとアルバムで世界をめぐる / 小元久仁夫
著 ; 第1部. -- 日本大学文理学部. -- (日本大学文理学部叢書 ; 8).
ドイツ/スイス/オランダ/ベルギー / 田所辰之助, 濱嵜良実, 矢代眞己編. -- エク
スナレッジ, 2004.2. -- (世界の建築・街並みガイド ; 4).
オーストリア/ポーランド/チェコ/スロヴァキア/ハンガリー/ルーマニア / 海
; 5).
アメリカ/カナダ/メキシコ / 黒川直樹, 田中厚子, 楠原生雄編. -- エクスナレッ
ジ, 2004.2. -- (世界の建築・街並みガイド ; 6).
フランス/スペイン/ポルトガル / 羽生修二, 入江正之, 西山マルセーロ編. -- エ
クスナレッジ, 2003.4. -- (世界の建築・街並みガイド ; 1).
イギリス/アイルランド/北欧4国 / 渡邉研司, 松本淳, 北川卓編. -- エクスナ
レッジ, 2003.4. -- (世界の建築・街並みガイド ; 2).
イタリア/ギリシア / 鵜沢隆, 伊藤重剛編. -- エクスナレッジ, 2003.5. -- (世界
の建築・街並みガイド ; 3).
世界の城の歴史文化図鑑 : ビジュアル版 / チャールズ・スティーヴンソン編 ;
村田綾子訳. -- 柊風舎, 2012.12.
プラハ、ウィーン、ブダペシュト建築探訪!. -- Opa Press. -- (NICHE mook ;
06).

3F開架新体系

520.2//SE22//1340

3F開架新体系

520.2//SE22//6474

3F開架新体系

520.2//SE22//6475

3F開架新体系

520.2//SE22//6751

3F開架新体系

520.2//ST5//3639

3F開架新体系

520//P97//0019//西田蔵書

書名

配置場所

請求記号

3F開架新体系

523.3//SU96//6085

3F開架新体系

523.36//TA86//8513

北欧建築紀行 : 幸せのかけらを探して / 和田菜穂子著. -- 山川出版社, 2013.10. 3F開架新体系

523.389//W12//3245

世界遺産をもっと楽しむための西洋建築入門 / 鈴木博之著. -- JTBパブリッシ
ング, [2013.12]. -- (楽学ブックス . 海外 ; 6).
バルセロナのガウディ建築案内 / 丹下敏明著. -- 平凡社, 2014.11. -- (コロナ・
ブックス ; 197).

スポメニック : 旧ユーゴスラヴィアの巨大建造物 / ドナルド・ニービル著 ; [堀
口容子翻訳]. -- グラフィック社, 2020.8.
世界食紀行 : マンハッタンからボルネオまで / 下渡敏治著. -- 筑波書房,
2021.5.
消滅遺産 : もう見られない世界の偉大な建造物 / ナショナルジオグラフィック
編. -- 日経ナショナルジオグラフィック社.
ドイツ職人紀行 / 池内紀著. -- 東京堂出版, 2018.10.
ガルシア=マルケス「東欧」を行く / G・ガルシア=マルケス著 ; 木村榮一訳. - 新潮社, 2018.10. -- (Obra de García Márquez ; 1957).
世界の夢の図書館. -- エクスナレッジ, 2014.1.
世界図書館遺産 : 壮麗なるクラシックライブラリー23選 / ギヨーム・ド・ロビ
エ写真 ; ジャック・ボセ著 ; 遠藤ゆかり訳. -- 創元社, 2018.5.
世界の秘密都市 : ビジュアルストーリー / ジュリアン・ビークロフト著 ; 大島
聡子訳. -- 日経ナショナルジオグラフィック社. -- (National geographic).
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. -- (ナショナルジオグラフィック).
世界の工場廃墟図鑑 : 環境問題と産業遺産 : フォトミュージアム / デイヴィッ
ド・ロス著 ; 岡本千晶訳. -- 原書房, 2020.6.
ぜんぶわかる世界遺産 : 大地の神秘と人類の祈り / 成美堂出版編集部編 ; 上-成美堂出版, [2013.10].
ぜんぶわかる世界遺産 : 大地の神秘と人類の祈り / 成美堂出版編集部編 ; 下 -成美堂出版, [2013.10].
恋するソマリア / 高野秀行著. -- 集英社, 2015.1.
世界まちかど地政学 : 90カ国弾丸旅行記 / 藻谷浩介著. -- 毎日新聞出版,
2018.2.
世界の大学 : 知をめぐる巡礼の旅 / 高橋史郎著. -- 丸善, 2003.3. -- (丸善ブック
ス ; 100).
中国D級グルメの旅 / 高倉洋彰著. -- 花乱社, 2019.8.
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,
2019.4.
アメリカは食べる。 : アメリカ食文化の謎をめぐる旅 / 東理夫 [著]. -- 作品社,
2015.8.
写真民俗学 : 東西の神々 / 芳賀日出男著. -- KADOKAWA, 2017.3.
地球の食卓 : 世界24か国の家族のごはん / ピーター・メンツェル, フェイス・
ダルージオ著 ; みつじまちこ訳. -- TOTO出版, 2006.5.
聖地巡礼 : 世界遺産からアニメの舞台まで / 岡本亮輔著. -- 中央公論新社,
2015.2. -- (中公新書 ; 2306).
世界一周!大陸横断鉄道の旅 / 櫻井寛著. -- PHP研究所, 2005.8. -- (PHP新書 ;
361).

3F開架新体系

523.393//N71//5325

3F開架新体系

596.04//SH54//9975

3F開架新体系

709//N57//7508

3F開架新体系

914.6//I35//1533//西田蔵書

3F開架新体系

965//G21//0538

3F開架大型本

L010.2//SE22//7045

3F開架新体系

L012//L36//7760//西田蔵書

3F開架新体系

L290.87//B32//9111//西田蔵書

3F開架大型本

L290.87//N57//9059

3F開架新体系

L526.5//R73//4282

3F開架大型本

L709//SE17//4172

3F開架大型本

L709//SE17//4173

4F開架新体系

302.453//TA47//4164

4F開架新体系

302//MO82//8522

4F開架新体系

377.2//TA33//5257

4F開架新体系

383.822//TA38//9161//西田蔵書

4F開架新体系

383.83//KA16//4341

4F開架新体系

383.853//H55//5417

4F開架新体系

386//H12//9507

4F開架大型本

L383.8//ME56//5394

4F新書版

161.3//O42//1229

4F新書版

290.9//SA47//0774

4F新書版

290.9//SE37//3198

4F新書版

290.93//I19//1190

グレートジャーニー : 地球を這う / 関野吉晴著 ; 1: 南米〜アラスカ篇, 2: ユー
ラシア〜アフリカ篇. -- 筑摩書房, 2003.3-. -- (ちくま新書 ; 390, 568 . カラー
新書).
悲劇の世界遺産 : ダークツーリズムから見た世界 / 井出明著. -- 文藝春秋,
2021.5. -- (文春新書 ; 1313).

書名

配置場所

請求記号

世界の鉄道旅行案内 / 櫻井寛著. -- 講談社, 2000.9. -- (講談社現代新書 ; 1518). 4F新書版

290.93//SA47//5899

インド旅案内 / 福永正明著. -- 筑摩書房, 1997.7. -- (ちくま新書 ; 118).

4F新書版

292.5//F79//3366

4F新書版

296.2//TA47//1222

4F新書版

296.6//N95//8913

4F新書版

296.809//TA47//1404

4F新書版

383.8//SA97//2953//西田蔵書

4F新書版

709.22//Y96//7979

4F新書版

709//SU56//9919

アマゾンの森と川を行く : カラー版 / 高野潤著. -- 中央公論新社, 2008.10. -(中公新書 ; 1969).
パタゴニアを行く : 世界でもっとも美しい大地 : カラー版 / 野村哲也著. -- 中
央公論新社, 2011.1. -- (中公新書 ; 2092).
マチュピチュ : 天空の聖殿 : カラー版 / 高野潤著. -- 中央公論新社, 2009.7. -(中公新書 ; 2012).
食と文化の世界地図 / 佐原秋生, 大岩昌子著. -- 名古屋外国語大学出版会,
2018.8. -- (名古屋外大新書 ; 01).
中国の世界遺産を旅する : 響き合う歴史と文化 / 湯浅邦弘著. -- 中央公論新社,
2018.5. -- (中公新書ラクレ ; 623).
世界遺産知られざる物語 / 須磨章, NHK世界遺産プロジェクト [著]. -KADOKAWA, 2016.3. -- (角川新書 ; [K-71]).

