
                                        画像提供　富岡市・富岡製糸場

世界遺産と世界の旅

世界遺産年報 2015 日本ユネスコ協会連盟/編 講談社 709

世界遺産年報 2014 日本ユネスコ協会連盟/編 朝日新聞出版 709

死ぬまでに絶対行きたい世界遺産300 小林 克己/著 PHP研究所 709

裏読み世界遺産 平山 和充/著 筑摩書房 YA S709

世界遺産姫路城を鉄骨でつつむ。 よみがえる白鷺城のすべて 文藝春秋/編 文藝春秋 521.8

世界遺産富士山絶景四季の撮影ナビ 中橋 富士夫/責任編集 モーターマガジン社 743.5

世界文化遺産富岡製糸場 東京書籍編集部/編 東京書籍 632.1

小笠原 　 ダイヤモンド・ビッグ社 291.3

世界遺産・小笠原 三好 和義/著 朝日新聞出版 748

名作の舞台をゆく ロム　インターナショナル/編 東京書籍 290.9

激動の世界史に出会う ロム　インターナショナル/編 東京書籍 290.9

アクティビティで選ぶ世界の旅 ロム　インターナショナル/編 東京書籍 290.9

めざせプチ秘境! 吉田 友和/著 角川書店 290.9

World journey 高橋 歩/編著 A-Works 290.9

もっと世界を、あたしは見たい 白川 由紀/著 ポプラ社 290.9

仙台藩士幕末世界一周 玉蟲 左太夫/著 荒蝦夷 290.9

父娘(おやこ)で航(い)く世界一周 浅野 三平/著 文芸社 290.9

ひとりぼっちの世界一周航海記 堀江 謙一/著 理論社 YA 290.9

グレートジャーニー1 関野 吉晴/著 筑摩書房 S 290.9

グレートジャーニー2 関野 吉晴/著 筑摩書房 S 290.9

世界の鉄道、新幹線と日本の鉄道

世界の鉄道紀行 小牟田 哲彦/著 講談社 S 290.9

世界鉄道の旅 櫻井 寛/編著 小学館 686.2

図説世界史を変えた50の鉄道 ビル　ローズ/著 原書房 686.2

絵入り鉄道世界旅行 小池 滋/著 晶文社 686

世界で一番美しい駅舎 　 エクスナレッジ 686.5

ヨーロッパ鉄道四季暦 山之内 秀一郎/文 写真 東京書籍 686.2

イタリア=鉄道旅物語 原口 隆行/文 東京書籍 686.2

ドイツ=鉄道旅物語 野田 隆/文 東京書籍 686.2

アジアの鉄道 和久田 康雄ほか/編 吉井書店 686.2

かもめ図書館　企画リスト　2015年5月号

　 ＰＣ ： https://ilisod001.apsel.jp/odawara-lib/wopc/pc/pages/TopPage.jsp 

小田原市立かもめ図書館　　平成２7年5月号

　　　　　　　　　　携帯： https://ilisod001.apsel.jp/odawara-lib/wopc/pc/mSrv?dsp=TP                            

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名

＊＊ インターネットから本の予約ができます！ ＊＊

出　版　社 請 求 記 号

旅する力：深夜特急ノート

沢木 耕太郎 著 新潮社

世界文化遺産富岡製糸場

東京書籍編集部‖編

「深夜特急」の作者による初の長編エッセイ。

旅の裏話や『旅論』の集大成

「恐れずに、しかし、気を付けて」

これから旅立つすべての人にー

平成26年6月、富岡製糸場と
絹産業遺産群が世界文化遺産

に登録されました。写真とイラストで

詳しく紹介しています。

過ごしやすい季節となり、旅行シーズンの到来です。今回は、旅の本を集めました。

世界遺産を見に行きますか？車窓を楽しみながら鉄道の旅もいいですよね。



書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　版　社 請 求 記 号

東海道新幹線1964 東海道新幹線開業50周年 夢の超特急誕生前夜 交通新聞社 686.2

東海道新幹線50年 須田 寛/著 交通新聞社 686.2

東海道新幹線歴史散歩 一坂 太郎/著 中央公論新社 S 291

全国鉄道絶景撮影地300 真島満秀写真事務所/写真　構成 JTB 743.5

全国鉄道博物館 白川 淳/著 JTBパブリッシング 686

ブルートレイン大全 寺本 光照/著 洋泉社 686.2

子どもに絶対ウケる!「パパ鉄」バイブル 笹田 昌宏/著 講談社 686.2

乗らずに死ねるか! 黒田 一樹/著 創元社 686.2

鉄道廃線跡を歩く 8 宮脇 俊三/編著 JTB 686.2

ひとり、ふらっと鉄道 大野 雅人/著 イースト・プレス 686.2

三陸鉄道情熱復活物語 笑顔をつなぐ、ずっと… 品川 雅彦/著 三省堂 686.2

鶴見線物語 サトウ マコト/著 230クラブ新聞社 686.2

通勤電車で行く小田急線全駅ぶらり散歩 　 弘済出版社 Ｋ 291.3

小田急線オール沿線風景 観光運行と生活運行を完全両立させた脅威の民鉄!! ベストカー/編 講談社 686.2

小さい駅の小さな旅案内 夏目 雄平/著 洋泉社 Ｋ 291.5

箱根登山鉄道125年のあゆみ 生方 良雄/著 JTBパブリッシング Ｋ 686

江ノ電沿線文人たちの風景 金子　晋/著 江の電沿線新聞社 910.2エノデ

江ノ電で行こう 江ノ電ファンクラブ/編著 江ノ電沿線新聞社 686.9

日本の駅舎 杉崎 行恭/著 日本交通公社出版事業局 686.5

絵解き東京駅ものがたり 　 イカロス出版 686.5

東京駅はこうして誕生した 林　 章/著 ウェッジ 686.5

徹底解剖!東京駅100年 　 JTBパブリッシング 686.5

東京・横浜上等なホテル レブン/著 メイツ出版 291.3

女子と鉄道 酒井 順子/著 光文社 686

旅行者の朝食 米原 万里/著 文藝春秋 596

旅のかけらの残し方 つるや ももこ/著 アスペクト 594

旅の小説、エッセイ、紀行文

駅物語 朱野 帰子/著 講談社 913.6アケノ

地下鉄(メトロ)に乗って 浅田 次郎/著 徳間書店 913.6アサダ

旅猫リポート 有川 浩/著 文藝春秋 913.6アリカ

南下せよと彼女は言う 有吉 玉青/著 小学館 913.6アリヨ

ひかげ旅館へいらっしゃい 加藤 元/著 早川書房 913.6カトウ

はじまりのうたをさがす旅 川端 裕人/著 文藝春秋 913.6カワバ

御師弥五郎 西條 奈加/著 祥伝社 913.6サイジ

旅者の歌　始まりの地 小路 幸也/著 幻冬舎 913.6シヨウ

図書館の水脈 竹内 真/著 メディアファクトリー 913.6タケウ

僕らが旅にでる理由 唯野 未歩子/著 文藝春秋 913.6タダノ

永遠の旅行者　上 橘 玲/著 幻冬舎 913.6タチバ

永遠の旅行者　下 橘 玲/著 幻冬舎 913.6タチバ

パリよ、こんにちは 林 真理子ほか/著 角川書店 913.6パリヨ

敬語で旅する四人の男 麻宮 ゆり子/著 光文社 913.6マミヤ

遙かなる水の音 村山 由佳/著 集英社 913.6ムラヤ

岸辺の旅 湯本 香樹実/著 文藝春秋 913.6ユモト

旅に生きて八十八年 岡田 喜秋/著 河出書房新社 914.6オカダ

港町食堂 奥田 英朗/著 新潮社 915.6オクダ

オーパ! 開高 健/著 集英社 915.6カイコ

深夜特急 4 沢木 耕太郎/著 新潮社 B 915.6サワキ

深夜特急 6 沢木 耕太郎/著 新潮社 B 915.6サワキ

旅する力 沢木 耕太郎/著 新潮社 915.6サワキ

異国の窓から 宮本 輝/著 光文社 915.6ミヤモ

ひとたびはポプラに臥す 2 宮本 輝/著 講談社 915.6ミヤモ

ひとたびはポプラに臥す 4 宮本 輝/著 講談社 915.6ミヤモ

辺境・近境 村上 春樹/著 新潮社 915.6ムラカ

モンキームーンの輝く夜に たかの てるこ/著 幻冬舎 292.3

旅する帽子 ロジャー　パルバース/著 講談社 933パルバ

ザ・ロード コーマック　マッカーシー/著 早川書房 933マツカ

観光 ラッタウット　ラープチャルーンサップ/著 早川書房 933ラタウ

旅のスケッチ トーベ　ヤンソン/著 筑摩書房 949.8ヤンソ
YA…ヤングアダルト　S…新書　K…郷土


