
●行楽
タイトル 著者・編者 出版社 出版年 請求記号

おとなの温泉旅行術：本物の見分け方・入り方 松田忠徳 PHP研究所 2003 ///S（PHP新書253）

江戸を歩く 田中優子　石山貴美子[写真] 集英社 2005 ///S（集英社新書001V)

旅が10倍面白くなる観光列車：SLからイベント列車まで 野田隆 平凡社 2011 ///S（平凡社新書588）

るるぶ奥多摩青梅あきる野アウトドア＆レジャー[2011] 一 JTBパブリッシング 2011 ///T
ゆる〜り自転車さんぽ 東京・武蔵野 ー ネコ・パブリッシング 2010 ///T
大江戸事件帖お散歩マップ お江戸歴史探訪研究会 徳間書店 2011 219.3/OE
日本観光ガイド 酒井順子 光文社 2010 291/SA
日本楽園の旅ベスト50：日本の名景 渋川育由 河出書房新社 2010 291/SＨ
徹底東京花めぐり 山下喜一郎 講談社 2010 291.3/YA

東京公園散歩：見たことのない東京に出会う、公園の歩き方。 矢部智子　若菜晃子 ブルース・インターアクションズ 2009 291.3/YA

京都ロマンチック案内：「お散歩気分」でめぐる、レストラン・喫茶店、レトロ建物・
宿・ホテル、雑貨とおしゃれを探す旅

甲斐みのり 中央公論新社 2009 291.6/KA

出雲:古事記のふるさとを旅する:イザナキ・イザナミ、スサノオ、オオクニヌシに会いに 瀧音能之　畑中章弘 平凡社 2012 291.7/HA
旅する江戸絵画 : 琳派から銅版画まで 金子信久 ピエ・ブックス 2010 721/KA
色紀行：日本の美しい風景 吉岡幸雄　岡田克敏[写真] 清流出版 2011 750/YO
作家の旅 コロナ・ブックス編集部 平凡社 2012 910.6/KO
作家と温泉 : お湯から生まれた27の文学 草彅洋平 河出書房新社 2011 910.6/KU

●食欲
タイトル 著者・編者 出版社 出版年 請求記号

世界ぐるっと肉食紀行 西川治 新潮社 2011 ///S（新潮文庫に-19-3）

今夜もひとり居酒屋 池内紀 中央公論新社 2011 ///S（中公新書2118）

福を招くお守り菓子：北海道から沖縄まで 溝口政子　中山圭子 講談社 2011 383/MI
江戸時代の和菓子デザイン 中山圭子 ポプラ社 2011 383/NA
宮中のシェフ、鶴をさばく : 江戸時代の朝廷と庖丁道  西村慎太郎 吉川弘文館 2012 383/NI
イラストでわかる体を温める食べ物＆食べ方：決定版 石原結実 河出書房新社 2011 498/IS
The-soup：こころとからだが笑顔になれる愛と野菜のパワースープ！ 橋本明朱花　橋本朋果 学陽書房 2012 590/HA
世界のお弁当：心をつなぐ味レシピ55 服部直美 情報センター出版局 2008 590/HA
武士の食卓 緋宮栞那 幻冬舎 2011 590/HI
東京の喫茶店：琥珀色のしずく77滴 川口葉子 実業之日本社 2011 590/KA
人生食堂100軒 小山薫堂 プレジデント社 2009 590/KO
ごちそうの教科書：一生作り続けられる定番メニュー92 村田裕子 講談社 2008 590/MU
Tokyoこだわりの学食 大坪覚[他]　福田晋也[写真] ブルース・インターアクションズ 2011 590/OT
安くておいしい学生食堂：学生でなくても食べに行ける！ PHPエディターズ・グループ PHP研究所 2012 590/PH
世界をつなぐあこがれ企業の社員食堂レシピ TABLE FOR TWO 東洋経済新報社 2011 590/TA

これからの野菜の食べ方：ファーマーズマーケットが教えてくれた三〇の真実
青山・国連大学前ファーマーズ

マーケット男子野菜部
幻冬舎 2012 620/AO

コッツウォルズでティールーム：イギリスのお菓子に出合う 宮脇樹里 文化出版局 2008 673/MI
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●芸術
タイトル 著者・編者 出版社 出版年 請求記号

Tokyo図書館紀行 ー 玄光社 2012 010/TO
Tokyo大学博物館ガイド 大坪覚 ブルース・インターアクションズ 2009 069/OT
錯視芸術 ：遠近法と視覚の科学 フィービ・マクノートン 創元社 2010 145/MA

ツタンカーメンと出エジプトの謎 : 隠されたパピルスの秘密
アンドルー・コリンズ

クリス・オージルヴィー=ヘラルド
原書房 2004 242/CO

奇界遺産=The wonderland's heritage 佐藤健寿 エクスナレッジ 2010 290/SA//L
Cinema table　 Cinevine シネバイン 2008 590/SH
日本美術の歴史 辻惟雄 東京大学出版会 2005 702.1/TS
東京アートガイド 美術手帖編集部 美術出版社 2008 706/BI
Love forever : Yayoi Kusama, 1958-1968 草間彌生 淡交社 1999 708/KU/2/L
A to Z 奈良美智　グラフ フォイル 2006 708/NA//L
この絵、どこがすごいの? : 名画のひみつと鑑賞のルール 佐藤晃子 新人物往来社 2012 720/SA
すぐわかる絵巻の見かた 榊原悟 東京美術 2012 721/SU
奇想の天才絵師歌川国芳：幕末最大の人気を誇った反骨の絵師 歌川国芳 [画] 　新人物往来社 新人物往来社 2011 721/UT
名画の謎 : 中野京子と読み解く　ギリシャ神話篇 中野京子 文芸春秋 2011 723/NA
おしゃれな文字アート：もっと「手書き」を楽しもう！ さとだてゆめこ 日貿出版社 2008 728/SA
じいちゃんさま 梅佳代 リトルモア 2008 740/UM
小澤征爾さんと、音楽について話をする 小澤征爾　村上春樹 新潮社 2011 760/OZ
古典芸能 金原瑞人 プチグラパブリッシング 2007 772/KO
ヒエログリフを書いてみよう読んでみよう : 古代エジプト文字への招待 松本弥 白水社 2012 890/MA

怪談
ヤン・シュヴァンクマイエル

ラフカディオ・ハーン
国書刊行会 2011 933/HE
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