
◆知の集積地、それは一冊の本、そして博物館

離島の本屋 　朴 順梨∥著 　ころから      024     /ﾊﾟ      /        

本の街神保町古書店案内 　 　ピエ・ブックス      024     /ﾎ       /        

本屋さんに行きたい 　矢部 智子∥著 　アスペクト      024     /ﾔ       /        

こんなに面白い東京国立博物館 　新潮社∥編 　新潮社      069     /ｺ       /        

東京国立博物館ガイド 　東京国立博物館∥編集 　東京美術      069     /ﾄ       /        

東京マニアック博物館 　町田 忍∥監修 　メイツ出版      069     /ﾄ       /        

◆ひと味ちがった旅、町歩き

洗面器でヤギごはん 　石田 ゆうすけ∥[著] 　幻冬舎     B290    /ｲ       /        

あの日、僕は旅に出た 　蔵前 仁一∥著 　幻冬舎      290     /ｸ       /        

NHKニッポンの里山 　今森 光彦∥監修　写真 　NHK出版      291     /ｴ       /        

秘島図鑑 　清水 浩史∥著 　河出書房新社      291     /ｼ       /        

大人のまち歩き 　秋山 秀一∥著 　新典社      291.0   /ｱ       /        

一等三角点全国ガイド 　一等三角點研究會∥編著 　ナカニシヤ出版      291.0   /ｲ       /        

伊能忠敬を歩く 　「伊能忠敬の道」発掘調査隊∥編著 　広済堂出版      291.0   /ｲ       /        

軽登山を楽しむ 　伊藤 幸司∥著 　晩聲社      291.0   /ｲ       /        

原色日本島図鑑 　加藤 庸二∥著 　新星出版社      291.0   /ｶ       /        

日本ボロ宿紀行 　上明戸 聡∥[著] 　鉄人社      291.0   /ｶ       /        

日本百低山 　小林 泰彦∥著 　山と渓谷社      291.0   /ｺ       /        

日本の千年湯 　松田 忠徳∥監修 　新潮社      291.0   /ﾆ       /        

日本百名山登山ガイド　上・中・下 　 　山と溪谷社      291.0   /ﾆ       /1       

最長片道切符11195.7キロ 　原口 隆行∥著 　学研      291.0   /ﾊ       /        

展望の山50選　関東編 　藤本 一美∥著 　東京新聞出版局      291.0   /ﾌ       /        

ふるさと百名山 　日本経済新聞社∥編 　日本経済新聞社      291.0   /ﾌ       /        

最長片道切符の旅 　宮脇 俊三∥著 　新潮社      291.0   /ﾐ       /        

終着駅 　宮脇 俊三∥著 　河出書房新社      291.0   /ﾐ       /        

でかけよう　海へ！山へ！町へ！

　　太陽の日差しがまぶしくなってきました。散歩に出るのも、旅をするのも

　　楽しい季節の到来です。お気に入りの旅先、親しんだ散歩道もいいけれど、

　　ちょっと目先を変えて違う景色を楽しんでみませんか？

　　読んだら思わずでかけたくなる、そんな本を集めました。



すごい駅! 　横見 浩彦∥著 　メディアファクトリー      291.0   /ﾖ       /        

東京古道探訪 　荻窪　圭∥著 　青幻社      291.3   /ｵ       /        

週末縦走詳細ルートガイド 　 　枻出版社      291.3   /ｼ       /        

東京2時間ウォーキング　銀座・日本橋 　藪野 健∥著 　中央公論新社      291.3   /ﾄ       /        

東京の戦前昔恋しい散歩地図 　アイランズ∥編著 　草思社      291.3   /ﾄ       /        

東京発祥の地めぐり 　発祥の地探訪会∥編 　東京地図出版      291.3   /ﾄ       /        

ていねいに旅する沖縄の島時間 　かいはた みち∥著 　アノニマ・スタジオ      291.9   /ｶ       /        

旅をする木 　星野 道夫∥著 　文芸春秋      295     /ﾎ       /        

◆地面にこだわるか、空に恋するか、悩みます

国立科学博物館のひみつ 地球館探検編 　成毛 眞∥著 　ブックマン社      406     /ﾅ       /        

地図学の聖地を訪ねて 　松山 洋∥編著 　二宮書店      448     /ﾏ       /        

東京凸凹地形散歩　カラー版 　今尾　恵介∥著 　平凡社      454     /イ       /        

洞窟ばか 　吉田 勝次∥著 　扶桑社      454     /ﾖ       /        

化石ウォーキングガイド関東甲信越版 　相場 博明∥編著 　丸善出版      457     /ｱ       /        

日本の探鳥地 北海道編 　BIRDER編集部∥編集 　文一総合出版      488     /ﾆ       /        

日本の探鳥地 東北編 　BIRDER編集部∥編集 　文一総合出版      488     /ﾆ       /        

日本の探鳥地 首都圏編 　BIRDER編集部∥編集 　文一総合出版      488     /ﾆ       /        

日本の探鳥地 東海・西日本編 　BIRDER編集部∥編集 　文一総合出版      488     /ﾆ       /        

日本の探鳥地 関東・甲信越・北陸編 　BIRDER編集部∥編 　文一総合出版      488     /ﾆ       /        

日本の探鳥地 九州・沖縄編 　BIRDER編集部∥編 　文一総合出版      488     /ﾆ       /        

◆建造物や乗り物に魅せられて…　ついでに食べ歩き

土木遺産 ヨーロッパ編
　建設コンサルタンツ協会
『Consultant』編集部∥編 　ダイヤモンド社      510     /ﾄﾞ      /        

土木遺産 Ⅱ～Ⅴ
　建設コンサルタンツ協会
『Consultant』編集部∥編 　ダイヤモンド社      510     /ﾄﾞ      /2       

踏切天国 　小川 裕夫∥著 　秀和システム      516     /ｵ       /        

鉄橋物語 　塚本 雅啓∥著 　鉄道ジャーナル社      516     /ﾂ       /        

ダムマニア 　宮島 咲∥著 　オーム社      517     /ﾐ       /        

マンホール 　石井 英俊∥著 　ミネルヴァ書房      518     /ｲ       /        

厳選!デザインマンホール大図鑑 　カラーマンホール研究会∥編 　グラフィック社      518     /ｹﾞ      /        

世界の天空の城 　アフロ∥著 　青幻舎      520     /ｾ       /        

図説日本100名城の歩き方 　小和田 哲男∥著 　河出書房新社      521     /ｵ       /        

日本の町並み250 　ウエスト　パブリッシング∥著 　山と溪谷社      521     /ﾆ       /        

日本の名城地図帳 　名城研究会∥著 　電波社      521     /ﾆ       /        

日本の町並み　上・下 　苅谷 勇雅∥編著 　山川出版社      521     /ﾆ       /1       

日本100名城めぐりの旅 　萩原 さちこ∥著 　学研プラス      521     /ﾊ       /        

わくわく城めぐり 　萩原 さちこ∥著 　山と溪谷社      521     /ﾊ       /        

三津五郎城めぐり 　坂東 三津五郎∥著 　三月書房      521     /ﾊﾞ      /        



名建築に逢う 　東京新聞編集局∥編　著 　東京新聞出版局      521     /ﾒ       /        

名建築に逢う　続 　東京新聞編集局∥編　著 　東京新聞出版局      521     /ﾒ       /2       

お屋敷散歩 　内田 青蔵∥文 　河出書房新社      523     /ｳ       /        

東西名品昭和モダン建築案内 　北夙川 不可止∥文 　洋泉社      523     /ｷ       /        

自転車で東京建築さんぽ　明治・大正・昭和篇 　小林 一郎∥著 　平凡社      523     /ｺ       /        

ここだけは見ておきたい東京の近代建築　1,2 　小林 一郎∥著 　吉川弘文館      523     /ｺ       /1       

鎌倉の西洋館 　柴田 泉∥著 　平凡社      523     /ｼ       /        

長崎の教会 　白井 綾∥写真　文 　平凡社      523     /ｼ       /        

シブいビル 　鈴木 伸子∥著 　リトルモア      523     /ｽ       /        

国会議事堂 　田原 桂一∥[撮影] 　講談社      523     /ﾀ       /        

見に行ける西洋建築歴史さんぽ 　玉手 義朗∥文 　世界文化社      523     /ﾀ       /        

東京建築さんぽマップ 　松田 力∥執筆　写真撮影 　エクスナレッジ      523     /ﾏ       /        

TOKYOインテリアツアー 　浅子 佳英∥著 　LIXIL出版      526     /ｱ       /        

世界10000年の名作住宅 　 　エクスナレッジ      527     /ｾ       /        

日本のロープウェイ・ゴンドラ全ガイド 　中島 信∥著 　千早書房      536     /ﾅ       /        

日本おもてなし鉄道 　日経デザイン∥編 　日経BP社      536     /ﾆ       /        

ロープウエイ探訪 　松本 晋一∥著 　グラフィック社      536     /ﾏ       /        

クルマの図書館コレクション 　内野 安彦∥著 　郵研社      537     /ｳ       /        

灯台に恋したらどうだい? 　不動 まゆう∥著 　洋泉社      557     /ﾌ       /        

駅弁読本 　上杉 剛嗣∥著 　枻出版社      596     /ｳ       /        

東京パフェ学 　斧屋∥著 　文化学園文化出版局      596     /ｵ       /        

休日のカフェめぐり 　休日のカフェ製作委員会∥編 　幹書房      596     /ｷ       /        

小泉武夫のチュルチュルピュルピュル九州舌の旅 　小泉 武夫∥著 　石風社      596     /ｺ       /        

純喫茶へ、1000軒 　難波 里奈∥著 　アスペクト      596     /ﾅ       /        

地元菓子 　若菜 晃子∥著 　新潮社      596     /ﾜ       /        

日本の美しい庭園図鑑 　大野 暁彦∥著 　エクスナレッジ      629     /ｵ       /        

開運ご神木めぐり 　稲葉 朋子∥著 　イースト・プレス      653     /ｲ       /        

海駅図鑑 　清水 浩史∥著 　河出書房新社      686     /ｼ       /        

鉄道旅行術 　種村 直樹∥著 　自由国民社      686     /ﾀ       /        

日本鉄道美景 　田中 和義∥写真 　新潮社      686     /ﾀ       /        

珍駅巡礼 　西崎 さいき∥執筆 　イカロス出版      686     /ﾆ       /        

残したい日本の鉄道風景 　南 正時∥著 　双葉社      686     /ﾐ       /        

日本人だけが知らない「ニッポン」の観光地 　水津 陽子∥著 　日経BP社      689     /ｽ       /        

◆人が創り出した美を訪ねる

世界遺産高野山の歴史と秘宝 　井筒 信隆∥著 　山川出版社      702     /ｲ       /        

東洋美術をめぐる旅 　東京国立博物館∥編著 　平凡社      702     /ﾄ       /        

あの画家に会いたい個人美術館 　大竹 昭子∥著 　新潮社      706     /ｵ       /        

仕事帰りの寄り道美術館 　 　自由国民社      706     /ｼ       /        



京都奈良の世界遺産 　 　JTBパブリッシング      709     /ｷ       /        

国宝 　芸術新潮編集部∥編 　新潮社      709     /ｺ       /        

もにゅキャラ巡礼 　楠見 清∥著 　扶桑社      715     /ｸ       /        

平城京の仏たち 　金子 啓明∥監修 　東京美術      718     /ﾍ       /        

ミステリーな仏像 　本田 不二雄∥著 　駒草出版      718     /ﾎ       /        
旅の仏たち　地方仏紀行
１　みちのくの仏たち．東国の仏たち 　丸山尚一∥著 　毎日新聞社      718     /ﾏ       /1       
旅の仏たち　地方仏紀行
２　高志路の仏たち．湖国の仏たち 　丸山尚一∥著 　毎日新聞社      718     /ﾏ       /2       
旅の仏たち　地方仏紀行
３　伊勢路・紀伊路の仏たち．畿内の仏たち 　丸山尚一∥著 　毎日新聞社      718     /ﾏ       /3       旅の仏たち　地方仏紀行
４　山陽路・山陰路の仏たち．四国路の仏たち．西海の仏
た 　丸山尚一∥著 　毎日新聞社      718     /ﾏ       /4       

顔ハメ看板ハマり道 　塩谷 朋之∥著 　自由国民社      748     /ｼ       /        

文楽へようこそ 　桐竹 勘十郎∥著 　小学館      777     /ｷ       /        

◆苦しくても、人は山に登らすにはいられない

安心!山のぼりバイブル 　樋口 英子∥監修 　大泉書店      786     /ｱ       /        

自転車のある生活を楽しむ 　青山 安彦∥著 　技術評論社      786     /ｱ       /        

田部井淳子のはじめる!山ガール 　NHK出版∥編 　日本放送出版協会      786     /ﾀ       /        

日本の登山家が愛したルート50 　「岳人」編集部∥編 　東京新聞出版局      786     /ﾆ       /        

五五歳のときに登った山山 　本多 勝一∥著 　朝日新聞社      786     /ﾎ       /        

五〇歳から再開した山歩き 　本多勝一∥著 　朝日新聞社      786     /ﾎ       /        

山とスキーとジャングルと 　本多勝一∥著 　山と溪谷社      786     /ﾎ       /        

六〇歳の記念に登った山山 　本多 勝一∥著 　悠々社      786     /ﾎ       /        

道迷い遭難を防ぐ最新読図術 　村越 真∥著 　山と溪谷社      786     /ﾑ       /        

◆旅名人、散歩名人に学ぶ　

古事記学者(コジオタ)ノート 　三浦 佑之∥著 　青土社      913.2   /ﾐ       /        

旅の窓 　沢木 耕太郎∥著 　幻冬舎      914.6   /ｻ       /        

奥の細道温泉紀行 　嵐山 光三郎∥著 　小学館     B915.5  /ｱ       /        

奥の細道を歩く 　関屋 淳子∥監修 　JTBパブリッシング      915.5   /ｵ       /        

東京いい道、しぶい道 　泉 麻人∥著 　中央公論新社      915.6   /ｲ       /        

いつも旅のなか 　角田 光代∥著 　アクセス・パブリッシング      915.6   /ｶ       /        

旅する力 　沢木 耕太郎∥著 　新潮社      915.6   /ｻ       /        

深夜特急　第1便～第3便 　沢木 耕太郎∥著 　新潮社      915.6   /ｻ       /1       

にっぽん聖地巡拝の旅 　玉岡 かおる∥著 　大法輪閣      915.6   /ﾀ       /        

ラオスにいったい何があるというんですか? 　村上 春樹∥著 　文藝春秋      915.6   /ﾑ       /        

愛する海 　石田 貞夫∥著 　岩波書店      916     /ｲ       /        

世界しあわせ紀行 　エリック　ワイナー∥著 　早川書房      935     /ﾜ       /        
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