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933.7/ﾉｽ/ はるかなるわがラスカル スターリング・ノース ブッキング アメリカ ○

933.7/ﾌﾞﾗ/ ダ・ヴィンチ・コード　上・下 ダン・ブラウン 角川書店 フランス、イギリス ○

933.6/ﾄﾞｲ/ シャーロック・ホームズ　シリーズ コナン・ドイル 新潮社　他 イギリス ○

913.6/ｼﾝ/ 外交官黒田康作 シリーズ 真保 裕一 講談社
イタリア：『アマルフィ』
アメリカ：『天使の報酬』
スペイン：『アンダルシア』

○

913.6/ﾐﾔ/ 海辺の扉 　上・下 宮本 輝 文藝春秋　他 ギリシャ

913.6/ﾂｼﾞ/ サヨナライツカ 辻 仁成 世界文化社 タイ ○

913.6/ﾖｼ/ 虹 吉本 ばなな 幻冬舎 タヒチ

913.6/ﾑﾚ/ かもめ食堂 群 ようこ 幻冬舎 フィンランド ○

913.6/ﾅｼ/ 村田エフェンディ滞土録 梨木 香歩 角川書店 トルコ

913.6/ｵｵ/ 香港の甘い豆腐 大島 真寿美 理論社 中国・香港

932.7/ｼﾔ/ アマデウス ピーター・シェファー 劇書房 オーストリア ○

989.53/ｽｳﾞ/ コーリャ愛のプラハ　 ズデニェック・スヴェラーク 集英社 オーストリア ○

913.6/ﾊﾊ/ アフリカの蹄 帚木 蓬生 講談社　 アフリカ ○

949.93/ｼﾖ/ 牛乳屋テヴィエ ショレム・アレイヘム 岩波書店 ウクライナ ○

943.7/ﾂﾜ/ 名もなきアフリカの地で シュテファニー・ツワイク 愛育社 アフリカ ○

923.7/ﾎﾞﾝ/ 山の郵便配達 彭 見明 集英社 中国山岳部 ○

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

平成２６年 

５月２０日（火）～ 

    ６月１０日（火） 
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983/ﾌﾟｼ/ エヴゲーニイ・オネーギン　 プーシキン 群像社 ロシア・サンクトペテルブルク ○

936/ﾆﾙ/ 南極点より愛をこめて　 ジェリ・ニールセン 講談社 南極 ○

943.7/ﾀﾞﾊﾞ/ 天空の草原のナンサ ビャンバスレン・ダバー アーティストハウスパブリッシャーズ モンゴル ○

953.7/ｶﾞｳﾞ/ 恋するよりも素敵なこと　上・下 アンナ・ガヴァルダ 学研 フランス・パリ ○

292.29/ﾊﾗ/ チベットの七年 ハインリヒ・ハラー 白水社 チベット ○

933.7/ﾎﾂ/ カイト・ランナー カーレド・ホッセイニ アーティストハウスパブリッシャーズ アフガニスタン ○

933.7/ﾌﾛ/ 郷愁のモロッコ エスタ・フロイド 河出書房新社 モロッコ ○

933/ﾌｵ/ ジャッカルの日 フレデリック・フォーサイス 角川書店 フランス ○

778.21/ﾔﾏ/ 李香蘭私の半生 山口 淑子 新潮社 中国 ○

923.7/ﾊﾟｵ/ 初恋のきた道 鮑 十 講談社 中国 ○

963/ｶﾞﾙ/ エル・スール　 アデライダ・ガルシア=モラレス インスクリプト セビリア ○

949.73/ﾍﾞﾝ/ サブマリーノ　夭折の絆　 ヨナス・T.ベングトソン AC Books デンマーク・コペンハーゲン

K933/ﾓﾝ/ 赤毛のアン モンゴメリ 偕成社 カナダ ○

K933/ｶﾆ/ クローディアの秘密 カニグズバーグ 岩波書店 アメリカ

K933/ﾋﾟｱ/ トムは真夜中の庭で フィリパ・ピアス 岩波書店 イギリス

K933/ﾐﾙ/ クマのプーさん A.A.ミルン 岩波書店 （イギリス） ○

K933/ｷﾔ/ 不思議の国のアリス ルイス・キャロル 立風書房 （イギリス） ○

K933/ｷﾔ/ 鏡の国のアリス ルイス・キャロル 金の星社 （イギリス）

K933/ﾊﾟﾀ/ テラビシアにかける橋 キャサリン・パターソン 偕成社 アメリカ ○

K933/ｵﾙ/ 若草物語 ルイザ・メイ・オルコット 偕成社　 アメリカ ○

K933/ｳｴ/ あしながおじさん J.ウェブスター 偕成社　 アメリカ ○

K933/ﾜｲ/ 大草原の小さな家 ローラ・インガルス・ワイルダー 角川書店 アメリカ ○

K933/ﾊﾞﾈ/ 小公子 バーネット 文研出版 イギリス ○

一般書文学

児童文学
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K933/ｱﾄ/ 時の旅人 アリソン・アトリー 岩波書店 イギリス

K933/ﾄｳ トム・ソーヤーの冒険 マーク・トウェイン 集英社 アメリカ

E/ﾉﾑ/ 風のじゅうたん 野村 たかあき 講談社 イラン・イスファハン ○

K949/ﾘﾝ/ ちいさいロッタちゃん アストリッド・リンドグレーン 偕成社 スウェーデン ○

K943/ｹｽ/ 点子ちゃんとアントン エーリヒ・ケストナー 岩波書店 ドイツ・ベルリン ○

K913/ﾀﾞｻﾞ/ 走れメロス 太宰 治 偕成社 ギリシャ ○

915.6/ﾄｲ/ 遙かなるゲバラの大地 戸井 十月 新潮社 世界

293.33/ﾅﾐ/ 英国、花からはじまる旅 並木 容子 アノニマ・スタジオ イギリス

293.33// コッツウォルズ&ロンドンのマーケットめぐり ダイヤモンド・ビッグ社 イギリス

293.09/ﾍﾞﾆ/ ライン川を巡る旅 紅山 雪夫 実業之日本社 ドイツ

915.6/ﾏﾕ/ サランヘヨ　韓国に恋をして 黛 まどか／著 実業之日本社 韓国

J382.25/ｸﾓ/ ゴマの洋品店　ネパール・バネパの街から 公文 健太郎／著 偕成社　 ネパール

915.6/ｲｹ/ パリと南仏ねこ歩き 池田 あきこ エム・ピー・シー フランス

915.6/ｲｹ/ モロッコへ行こう 池田 あきこ エム・ピー・シー モロッコ

915.6/ﾅｼ エストニア紀行 梨木 香歩 新潮社 エストニア

915.6/ｲｹ/ 英国とアイルランドの田舎へ行こう 池田 あきこ エム・ピー・シー 英国、アイルランド

915.6/ｲｹ/ ドイツの古城とライン川を行こう　 池田 あきこ エム・ピー・シー ドイツ

915.6/ｲｹ/ 北欧へ行こう　 池田 あきこ エム・ピー・シー 北欧

915.6/ｲｹ/ イタリアへ行こう 池田 あきこ エム・ピー・シー イタリア

292.22/ﾀｶ/ 恋する上海 高杉 碧 SDP 上海

292.3/ﾂｸ/ アジアぐるりん旅日記　 ツク マナミ 文芸社 アジア

290.9/ｶﾈ/ 秘境添乗員 金子 貴一 文藝春秋 世界

296.2/ｽｽﾞ/ ブラジル×ジャパン 鈴木 美也子 書肆侃侃房　 ブラジル

児童文学

旅行記
作品紹介
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292.58// ネパール ブータン　ヒマラヤへのいざない 東京地図出版 ネパール、ブータン　

290.9/ﾐｾ/2 VOYAGE!　2　ヴォヤージュ:旅 Mrs.f フェリシモ 世界

290.9/ﾐｾ/3 VOYAGE!　3　ヴォヤージュ:旅 Mrs.f フェリシモ 世界

290.9/ﾅｶ/ 世界130カ国自転車旅行 中西 大輔 文藝春秋 世界

290.9/ｺﾝ/ 木曜日のボール 近藤 篤／著 日本放送出版協会 世界

290.9/ｼﾓ/ 世界遺産を巡る自転車旅 世界

290.87// 必ず行きたい珠玉の絶景遺跡 金子 貴一 文藝春秋 世界

709// いま本当に行くべき見るべき世界遺産111 宝島社 世界

709/ｺﾊﾞ/ 世界遺産一度は行きたい100選　アジア・アフリカ 小林 克己 　JTBパブリッシング アジア・アフリカ

709/ｻﾄ/ たった一つの地球　 佐藤 敦子 光村印刷 世界

748/ｽｶﾞ/ 世界の高峰(やま)を歩く　写真紀行　 菅原 富喜 無明舎出版 世界

748/ｲﾜ/ 岩合光昭の大自然100 岩合 光昭 小学館 世界

290.87// 人生一度の素晴らしい旅 パイインターナショナル 世界

290.87/ｴﾋﾞ/ 世界35ケ国・花模様 海老名 卓三郎 近代文藝社 世界

016.13/ﾊﾞｶ/ 大英図書館　秘蔵コレクションとその歴史 ニコラス・バーカー ミュージアム図書 イギリス

480.76/ｵｸ/ 世界の動物園　 奥宮 誠次 ランダムハウス講談社 世界

706.9/ﾗﾝ/ ルーヴル美術館の闘い　 ジャック・ラング 未來社 フランス

069.8/ﾛｳﾞ/ 世界の奇妙な博物館 ミッシェル・ロヴリック 筑摩書房 世界

706.9/ｻｸ/ ロンドンの美術館 桜井 武 平凡社 イギリス

010.2// 世界の夢の図書館 エクスナレッジ 世界

723.3/ﾃﾞﾉ/ 子供の美術館　 カロリーヌ・デノエット 河合楽器製作所・出版部 フランス

博物館
動物園
美術館
図書館

自然

世界遺産

旅行記
作品紹介


