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913.6/ｶﾜ/ 伊豆の踊子 川端 康成 新潮社 静岡 ○

913.6/ｾﾉ/ 少年H　上・下 妹尾 河童 講談社　他 兵庫 ○

913.6/ﾓﾘ/ 人間の証明 森村 誠一 角川書店 群馬　富山

913.6/ﾅﾂ/ こころ 夏目 漱石 新潮社　他 鎌倉 ○

913.6/ｲｹ/ 鬼平犯科帳 池波 正太郎 文芸春秋 江戸（東京） ○

913.6/ｼﾊﾞ/ 竜馬がゆく 司馬 遼太郎 文芸春秋 高知 ○

913.6/ﾆﾂ/ 武田信玄　１～４ 新田 次郎 文芸春秋 甲府（山梨） ○

913.6/ｲｹ/ テンペスト　上・下 池上 永一 角川書店 琉球王国（沖縄） ○

913.6/ﾌｼﾞ/ たそがれ清兵衛　 藤沢 周平 新潮社 山形 ○

913.6/ﾐﾔ/ 天璋院篤姫　上・下 宮尾 登美子 講談社 鹿児島 ○

913.6/ﾂﾎﾞ/ 二十四の瞳 壺井 栄 光文社 小豆島 ○

913.6/ｲﾉ/ 風林火山 井上 靖 新潮社 山梨、新潟 ○

913.6/ﾀﾆ/ 細雪　 谷崎 潤一郎 中央公論社 兵庫県 ○

913.6/ﾖｼ/ キトキト! 吉田 康弘 メディアファクトリー 富山県高岡市 ○

913.6/ﾓﾓ/ きなこ 夢をおいかける犬 百瀬 しのぶ 小学館 香川県 ○

913.6/ｻｶ/ サンゴ・レンジャー　南の島をまもる愛の物語 さかい たまき 朝日新聞出版 沖縄県・石垣島 ○

913.6/ﾄｻ/ チェスト! 登坂 恵里香 ポプラ社 鹿児島県（錦江湾） ○

645.2/ｷﾂ/ 私、コスモの目になる! 盲目の馬と少女のこころの交流 橘内 美佳 主婦と生活社 青森県十和田市 ○

K913/ｱｸ/1～3 瀬戸内少年野球団　上・中・下 阿久 悠 金の星社 淡路島 ○

一般書文学

≪3 階展示コーナー≫ 

「あの物語のあの土地へ ～ゆかりの土地を訪ねる旅～」 
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E/ｱｶ/ ももたろう　
まつい ただし／ぶん
あかば すえきち／え

福音館書店 岡山 ○

K913/ｶﾄﾞ/ 魔女の宅急便 角野 栄子 福音館書店　 小豆島（撮影） ○

K913/ｲﾄ/ 鬼の橋 伊藤 遊 福音館書店　 京都

K913/ﾐﾔ/ なめとこ山の熊 宮沢賢治 古今社 岩手県

918.68/ﾅﾂ/ 坊ちゃん 夏目漱石 岩波書店 愛媛県松山市 ○

K913/ﾀﾞｻﾞ/ 走れメロス 太宰 治 旺文社 ギリシャ ○

913.6/ﾓﾘ/ <新釈>走れメロス 森見 登美彦 祥伝社 京都

K913/ﾆｲ/ ごんぎつね・おじいさんのランプ 新美 南吉 岩波書店 半田市

K916/ﾀｹ/ 子ぎつねヘレンがのこしたもの 竹田津 実 偕成社 北海道 ○

K913/ﾆｼ/3 日本の神話　3　イナバの白うさぎ 西野 綾子／文 ひくまの出版 因幡

E/ﾖﾅ/ 金太郎 米内 穂豊／画　千葉 幹夫／文・構成 講談社 神奈川 ○

E/ﾊｾ/ ぶんぶくちゃがま おざわ としお／さいわ くもん出版 群馬 ○

K913/ｲﾉ/ しろばんば 井上 靖 金の星社 豊橋

K914/ﾀｼ/ 絵の中のぼくの村 田島 征三 くもん出版　 高知県 ○

K913/ﾋﾛ/ 原野の子ら 広鰭 恵利子 汐文社 熊本県阿蘇市 ○

K913/ﾑｸ/ 月の輪グマ 椋鳩十 ポプラ社 長野県、静岡県

K913/ﾊｲ/ 太陽の子 灰谷 健次郎 理論社　 沖縄、神戸 ○

K916/ｻｶ/ ありがとう!山のガイド犬「平治」　 坂井 ひろ子／文 　 かみや しん／絵 偕成社 大分県 ○

K913/ｻｲ/ 象のいない動物園 斎藤 憐／作 偕成社 上野動物園 ○

175.96/ｶﾓ/ 下鴨神社と糺の森　 賀茂御祖神社 淡交社 京都

175.98/ﾌｼﾞ/ 金刀比羅宮　こんぴらさんへの招待　 藤田 健 筑摩書房 高松

175.96/ｶﾄ/ 熊野大神 加藤 隆久 戎光祥出版　 三重

175.93/ﾖｼ/ 鎌倉の神社小事典 吉田 茂穂 かまくら春秋社 神奈川

175.97/ﾆｼ/ 出雲大社ゆるり旅　 錦田 剛志 ポプラ社 島根

175.9/ｴﾋﾞ/ 恋の神さまと女性にやさしい神社めぐり 戎光祥出版編集部 戎光祥出版 日本

児童文学

神社仏閣
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175.93/ｶﾝ/ 関東の聖地と神社 Kankan JTBパブリッシング 関東

175/ﾄﾔ/ 日本の神々がわかる神社事典 外山 晴彦 成美堂出版 日本

175/ﾄﾔ/ 神社のことがよくわかる本 外山 晴彦 東京書籍　 日本

175.8/ｲﾅ/ 伊勢神宮　水のいのち、稲のいのち、木のいのち　 稲田 美織 亜紀書房　 三重

748/ｻｶ/ 伊勢神宮の四季 坂下 茂夫 東方出版 三重

175.5/ﾀｸ/ 狛犬かがみ たくき よしみつ バナナブックス 日本

718// 京都仏像めぐり JTBパブリッシング 京都

175.5/ﾀﾆ/ 鳥居 谷田 博幸 河出書房新社 日本

718.08/ｺﾏ/ 仏像巡礼　湖北の名宝を訪ねて 駒澤 琛道 青幻舎 滋賀県

291.36/ｱｶ/ 心と身体をリフレッシュ!東京パワースポットガイド 暁 玲華 ゴマブックス 東京

175.96/ｶﾜ/ 京のしあわせめぐり55 川合 章子 紫翠会出版 京都

913.6/ﾂﾅ/ 白瀬中尉南極探検記 綱淵 謙錠 新潮社 南極・豊田市

913.55/ｼﾞﾂ/ 東海道中膝栗毛 十返舎 一九 岩波書店 東海道

915.5/ｶﾄﾞ/ 奥の細道 松尾 芭蕉 角川書店 江戸～東北～新潟～北陸～岐阜

915.5/ﾏﾂ/ 野ざらし紀行 松尾 芭蕉 教育出版センター 伊賀上野

479.75/ｼﾖ/ 一度は見ておきたい名所の桜 庄子 利男 河出書房新社 日本

748/ｶﾄ/ ふる里　奥三河の四季　そしえて写真文庫 加藤 博 そしえて 奥三河

291.09/ｷﾀ/ 滝王国ニッポン 北中 康文 枻出版社 日本

J915.6/ｲｹ/ 川を旅する 池内 紀 筑摩書房 日本

709/ｱｷ/ 水と世界遺産　景観・環境・暮らしをめぐって 秋道 智彌 小学館 日本

748/ﾋｶﾞ/ 屋久島の四季 東田 裕二 東方出版 屋久島

748/ｳｴ/ 琵琶湖　美しい湖北をより美しく撮る 上杉 満生 光村推古書院 琵琶湖

709.19/ﾀｶ/ 沖縄の世界遺産　 高良 倉吉 JTBパブリッシング 沖縄

709.16// 京都奈良の世界遺産　 JTBパブリッシング 京都、奈良

709.1/ﾚｷ/ 日本の世界遺産ミステリーツアー 歴史雑学探偵団 東京書店 日本

神社仏閣

自然

世界遺産
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709.1/ﾌｼﾞ/ 日本の世界文化遺産を歩く 藤本 強 同成社 日本

709.1/ﾄﾑ/ 石見銀山と日本の世界遺産候補地 戸村 廣 毎日コミュニケーションズ 島根、岩手、長崎

481.72/ﾅｶ/ 水族館で珍に会う 中村 元 エンターブレイン 日本

480.76/ﾅﾙ/ 大人のための動物園ガイド 成島 悦雄 養賢堂 日本

291.36//09 三鷹の森ジブリ美術館 徳間書店 東京

706.9/ｱｷ/ 直島瀬戸内アートの楽園 　秋元 雄史 新潮社 瀬戸内

706.9/ｵｵ/ あの画家に会いたい個人美術館 　大竹 昭子 新潮社 日本

069.7/ｵｵ/ 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 東京

720.69/ｸﾎﾞ/ 無言館の青春 窪島 誠一郎 講談社 長野

723.1/ｴﾉ/ 榎木孝明ロケ地の情景 榎木 孝明 美術出版社 日本

480.76/ｻｶ/ さかなクンの水族館ガイド　このお魚はここでウォッチ! さかなクン ブックマン社 日本

388.22/ｷﾐ/ 「王さまと九人の兄弟」の世界 君島 久子 岩波書店 中国

910.26/ﾆｼ/ 西村京太郎　鉄道ミステリーの旅 西村 京太郎 小学館 日本

910.26/ｽｹ/ 東海の文学散歩 助川徳是 中日新聞本社 東海地区

A902/ｱｲ/ あいち文学散歩 愛知県国語教育研究会高等学校部会 浜島書店 東海地区

915.6/ｱﾝ/ ニッポン・あっちこっち 安西 水丸 家の光協会 日本

A596/ﾐｽﾞ/ 食べ歩き名古屋で世界旅行 水谷 洋子 風媒社　 名古屋

291.36/ｲｹ/ 江戸古地図散歩 池波 正太郎 江戸

C31.1/ﾊﾗ/ 名古屋今昔散歩 原島 広至 名古屋

910.26/ｷﾑ/ 太宰治と歩く文学散歩 木村 綾子 角川書店 津軽、大宮、甲府、三鷹

910.26/ｲｹ/ 池波正太郎と歩く京都 池波 正太郎 新潮社 京都

291.09/ﾀﾆ/ ローカル線こだわりの旅 谷川 一巳 角川学芸出版 日本

291.09/ｲｼ/ 癒されてきれいになるおひとりさま温泉 石井 宏子 朝日新聞出版 日本

915.6/ｱｻ/ 猫の目散歩 浅生 ハルミン 筑摩書房 関東

J291.51/ﾀｼ/ 今日はなんの日、富士山の日 田代 博 新日本出版社 富士山

世界遺産

博物館
動物園
美術館
図書館

旅行記
作品紹介


