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国内旅行
No. 編著者 出版社 出版年月 所蔵場所 請求記号

1 山と渓谷社 2007年9月 多図開架 291/NI/1/L

2 山と渓谷社 2007年9月 多図開架 291/NI/2/L

3 夜景観光コンベンション・ビューロー著 光村推古書院 2013年5月 市図開架 291/YA

4 洋泉社 2010年10月 多図開架 291.3/SH

5
直島インサイトガイド制作委員会
企画・制作・著

講談社ビーシー
講談社 (発売)

2013年2月
市図開架
多図開架

291.8/NA

6 なかだえり著 淡交社 2013年4月
市図開架
多図開架

590/NA
596/NA

7 主婦の友社編 主婦の友社 2010年5月 田町開架 686/SH

8 藤川桂介著 淡交社 2010年10月 多図開架 915.6/FU

9 田村浩著 平凡社 2010年4月
市図開架
多図開架
小図開架

///S
/平凡社/520/S
786.5/Ta82

10 寺本敏子著 平凡社 2012年8月
市図開架
多図開架

///S
/平凡社/652/S

タイトル

「利尻礼文サロベツ」から「富士箱根伊豆」まで15の国立公園
 : 各地のレンジャーがフレッシュ&リアルなレポートを展開

日本の屋根「中部山岳」から最南の「西表石垣」まで14の国立公園
 : 各地のレンジャーがフレッシュ&リアルなレポートを展開

夜景手帳

首都圏バスでぶらり旅

Naoshima insight guide : 50 keywords about Naoshima

駅弁女子 : 日本全国旅して食べて

日本の駅100選 : 見直したい日本の「美」

月の都、京都 : 幻視行 : 平安京をめぐる旅

鉄道で広がる自転車の旅 : 「輪行」のススメ

東京の花と緑を楽しむ小さな旅 : カラー版
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海外旅行
No. 編著者 出版社 出版年月 所蔵場所 請求記号

1 クレイグ・ドイル編 ; 町田敦夫 [ほか] 訳
日経ナショナルジオグラフィック社
日経BPマーケティング (発売)

2010年10月 市図開架 290/DO//L

2 ピエ・ブックス 2009年12月
市図開架
多図開架

290/SE

3 菊地和男写真著 河出書房新社 2010年2月 多図開架 292/KI

4 下川裕治著 ; 中田浩資写真 双葉社 2011年2月 多図開架 292/SH//S

5 陣内秀信著 弦書房 2010年6月
田町開架
多図開架
小図閉架

293/JI
293/JI
293.7/J52

6 高木洋子著
プリズム
ヤマハミュージックメディア(発売)

2009年11月 市図開架 293/TA

7 トリコロル・パリ, 荻野雅代, 桜井道子著 大和書房 2011年8月 市図開架 293/TR

8 飯野正子, 竹中豊編著 明石書店 2012年10月
市図開架
多図開架

295/II

9 パイインターナショナル 2012年12月 市図開架 902/SE

10 MOE編集部, 山内史子[著] 白泉社 2011年6月 市図開架 930.7/RO

タイトル

世界のベストシーズン&プラン : 一生に一度だけの旅

世界一の写真集

茶人と巡る台湾の旅

世界の作家が愛した風景

ハリー・ポッターへの旅 : イギリス&物語探訪ガイド

鈍行列車のアジア旅

イタリアの街角から : スローシティを歩く

スペインの風景 : 音楽で彩る旅行ガイド

歩いてまわる小さなパリ : 日帰り旅行も!

カナダを旅する37章
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建築案内
No. タイトル 巻次 編著者 出版社 出版年月 所蔵場所 請求記号

1 アジアの現代都市紀行 : 変貌する都市と建築 樋口正一郎著 鹿島出版会 2013年2月 田町開架 292/HI

2 イタリア・バロック : 美術と建築 宮下規久朗著 山川出版社 2006年11月 田町開架 293/MI

3 フランス|スペイン|ポルトガル 新装版 羽生修二 [ほか] 編 エクスナレッジ 2012年1月 田町開架 520/SE/1

4 イギリス|アイルランド|北欧4国 新装版 渡邉研司 [ほか] 編 エクスナレッジ 2012年1月 田町開架 520/SE/2

5 イタリア|ギリシア 新装版 鵜沢隆, 伊藤重剛編 エクスナレッジ 2012年2月 田町開架 520/SE/3

6 ドイツ|スイス|オランダ|ベルギー 新装版 田所辰之助 [ほか] 編 エクスナレッジ 2012年2月 田町開架 520/SE/4

7
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

新装版 海老澤模奈人 [ほか] 編 エクスナレッジ 2012年2月 田町開架 520/SE/5

8 アメリカ|カナダ|メキシコ 新装版 黒川直樹 [ほか] 編 エクスナレッジ 2012年2月 田町開架 520/SE/6

9 旅。建築の歩き方 槻橋修編 彰国社 2006年12月
田町開架
小図閉架

520/TS
520.4/Ts62

10 インド建築案内 神谷武夫著・写真 TOTO出版 1996年9月
田町開架
多図開架
小図閉架

522/KA
522/KA
522.5/Ka39

11 中国歴史建築案内 楼慶西著 ; 高村雅彦日本語版監修 TOTO出版 2008年11月
田町開架
小図閉架

522/LO
522.2/L92

12 洋館さんぽ East インク・インコーポレーション編 グラフィック社 2010年11月 田町開架 523/IN/1

13 洋館さんぽ West インク・インコーポレーション編 グラフィック社 2010年11月 田町開架 523/IN/2

14 ロシア建築案内 リシャット・ムラギルディン著・写真 TOTO出版 2002年11月
田町開架
小図閉架

523/MU
523.38/Mu29

15 赤レンガ近代建築 : 歴史を彩ったレンガに出会う旅 佐藤啓子編著 青幻舎 2009年4月
田町開架
多図開架

523/SA
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