
No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求記号 場所区分

1 島の名前 中村 庸夫文・写真 東京書籍 2004 29018/13/1 一般開架

2 世界「夢の旅」BEST50  Beautiful world 講談社 2001 29087/2 一般開架

3 世界「夢の旅」BEST50  Beautiful world  2 講談社 2003 29087/2/2 一般開架

4 歌と写真で綴る世界行脚 山形 元著 武田出版 2002 29087/3 一般書庫

5 世界遺産夢紀行    大いなる秘境 講談社 2003 29087/4/2 一般開架

6
知られざる世界12の秘境  10人のフォトグラ
ファーが贈る美しい地球の景観

ニュートンプレス 2004 29087/7 一般書庫

7 地球巡礼 野町 和嘉写真・文 新潮社 2005 29087/8 一般書庫

8 世界の聖地 マーティン・グレイ著 東洋書林 2009 29087/9 一般書庫

9 世界一の写真集  世界一の名景・絶景60 ピエ・ブックス 2009 29087/12 一般開架

10 奇界遺産    1 佐藤 健寿編著 エクスナレッジ 2010 29087/13 一般書庫

11 世界の街道 ピーピーエス通信社写真 ピエ・ブックス 2010 29087/14 一般書庫

12 秘境国  まだ見たことのない絶景 アマナイメージズほか写真 パイインターナショナル 2011 29087/15 一般開架

13 世界の広場 パイインターナショナル 2012 29087/16 一般開架

14 異次元の大地へ 野町 和嘉著 クレヴィス 2012 29087/17 一般開架

15 世界の廃墟・遺跡60 リチャード・ハッパー著 東京書籍 2017 29087/20 一般開架

16 絶対に住めない世界のゴーストタウン クリス・マクナブ著
日経ナショナル
ジオグラフィック社

2019 29087/21 一般開架

17 ワールドビーチガイド100 世界海岸選考委員会編 TBSブリタニカ 2002 29093/30 一般書庫

18 1001必ず見ておくべき世界の絶景 マイケル・ブライト著 昭文社 2007 29093/34 一般開架

19 世界のスピリチュアル・スポット レベッカ・ハインド著 ランダムハウス講談社 2008 29093/35 一般開架

20
一生に一度だけの旅 世界の食を愉しむ
BEST500

キース・ベローズほか著
日経ナショナル
ジオグラフィック社

2009 29093/41 一般開架

21
世界のベストシーズン&プラン
一生に一度だけの旅

クレイグ・ドイル編
日経ナショナル
ジオグラフィック社

2010 29093/43 一般開架

22 世界の市場めぐり ジョン・ブラントン著
日経ナショナル
ジオグラフィック社

2012 29093/45 一般開架

　　　千葉県立東部図書館　資料紹介コーナー

世界の旅を読む
展示期間:令和2年7月18日～9月18日　　　

世界の景色

今年の夏は、本を通じて世界を旅してみませんか？
世界各国を旅した旅行記、各地の風景を楽しめる写真集を集めました。
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23
世界「奇景」探索百科
 ヨーロッパ・アジア・アフリカ編

ジョシュア・フォア著 原書房 2018 29093/47/1 一般開架

24
世界「奇景」探索百科
南北アメリカ・オセアニア編

ジョシュア・フォア著 原書房 2018 29093/47/2 一般開架

25
世界遺産巡礼の道をゆく
カミーノ・デ・サンティアゴ

南川 三治郎著 玉川大学出版部 2007 2936/18 一般開架

26 世界の寺院 アフロ写真 パイインターナショナル 2011 52087/41 一般開架

27 アジアンリゾート タン・ホック・ベン著 グラフィック社 2003 5223/3 一般書庫

28 世界のタワー パイインターナショナル 2012 523/11 一般開架

29 世界のアーケード アフロ写真 青幻舎 2017 52667/20 一般開架

30 世界遺産なるほど地図帳 講談社編 講談社 2007 709/46 一般書庫

31 石川文洋  Vol.4　90日間地球一周船の旅 石川 文洋写真・文 ルック 1998 748/165/4 一般書庫

32 世界の美しいスタジアム パイインターナショナル編著 パイインターナショナル 2019 748/830 一般開架

33 世界の作家が愛した風景 パイインターナショナル 2012 90205/32 一般開架

No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求記号 場所区分

34 オフ・ザ・マップ  世界から隔絶された場所 アラステア・ボネット著 イースト・プレス 2015 2904/7 一般開架

35
一〇〇年前の世界一周  ある青年が撮った
日本と世界

ワルデマール・アベグ
日経ナショナル
ジオグラフィック社

2009 29087/11 一般開架

36
環太平洋インナーネット紀行  モンゴロイド系
先住民の叡智

星川 淳著 NTT出版 1997 2909/8 一般書庫

37
希望号の大冒険  小さな自作ヨットによる世界
一周9万キロの航海

藤村 正人著 舵社 1998 2909/10 一般書庫

38 旅人たちのピーコート 蔵前 仁一著 講談社 1998 2909/12 一般書庫

39 豪華列車はケープタウン行 宮脇 俊三著 文芸春秋 1998 2909/15 一般書庫

40 絵ごころの旅  一人ひとりの辺境 吉田 桂二ほか著 東京堂出版 1998 2909/16 一般書庫

41 90日間世界一周  客船「にっぽん丸」航海記 土井 全二郎著 光人社 1999 2909/25 一般書庫

42 カミハタ探検隊熱帯魚の秘境を行く    上巻 神畑 重三著 新日本教育図書 2000 2909/33/1 一般書庫

43 カミハタ探検隊熱帯魚の秘境を行く    下巻 神畑 重三著 新日本教育図書 2000 2909/33/2 一般書庫

44 世界発掘探訪記 佐藤 登著 鳥影社 2000 2909/34 一般書庫

45 辺境の旅悠久のロマン 小谷 明著 実業之日本社 2000 2909/35 一般書庫

46
憩いのロビーで  旅のやすらぎ、ホテルとの出
会い

青木 保著 日本経済新聞社 2000 2909/36 一般書庫

47 乗る旅・読む旅 宮脇 俊三著 JTB 2001 2909/37 一般書庫

世界を旅する
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48
それでも私は旅に出る  チマ・チョゴリの日本
人、世界へ

金 纓著 岩波書店 2001 2909/38 一般書庫

49 世界の川を旅する 野田 知佑著 世界文化社 2001 2909/40 一般開架

50 自転車旅行にでかける本 一条 裕子文と・絵 アテネ書房 2001 2909/42 一般書庫

51
100日間地球ひとまわり  豪華客船「飛鳥」世
界一周の旅

青木 由紀子文 光人社 2001 2909/43 一般書庫

52 Private world 下田 昌克著 山と渓谷社 2002 2909/49 一般書庫

53
世界路地裏・食紀行  商社マン、世界を駆け
めぐる 続

財前 宏著 丸善 2002 2909/50 一般書庫

54 無敵のバリアフリー旅行術 おそど まさこ著 岩波書店 2002 2909/54 一般書庫

55 遙かなるホテルへ 稲葉 なおと著 日本経済新聞社 2003 2909/57 一般書庫

56 全世界紀行  民族と歴史、そして冒険 南里 章二著 ナカニシヤ出版 2003 2909/58 一般書庫

57 旅行記でめぐる世界 前川 健一著 文芸春秋 2003 2909/59 一般書庫

58 旅に夢みる 吉永 小百合著 講談社 2003 2909/60 一般書庫

59 辺境へ 大谷 映芳著 山と渓谷社 2003 2909/62 一般書庫

60 井上円了・世界旅行記 井上 円了著 柏書房 2003 2909/65 一般書庫

61
世界は希望に満ちている
 「友情と博愛」を紡ぐ23のストーリー

クリスチャン・ド・
ボワルドン著

バジリコ 2004 2909/67 一般書庫

62 百年前の留学記 槇山 栄次著 新風舎 2005 2909/73 一般書庫

63 世界よ踊れ  歌って蹴って!28ケ国珍遊日記 中村 直人著 幻冬舎 2006 2909/79 一般書庫

64 ホノルル、ブラジル  熱帯作文集 管 啓次郎著 インスクリプト 2006 2909/81 一般書庫

65 世界夢鉄道旅行 夢野鉄路著 文芸社 2007 2909/83 一般書庫

66 世界の運河めぐり 及川 陽著 文芸社 2008 2909/84 一般書庫

67 島秀雄の世界旅行  1936-1937 高橋 団吉文 技術評論社 2009 2909/86 一般開架

68 日本初の海外観光旅行  九六日間世界一周 小林 健著 春風社 2009 2909/88 一般開架

69
ある明治女性の世界一周日記
日本初の海外団体旅行

野村 みち著 神奈川新聞社 2009 2909/89 一般開架

70 仙台藩士幕末世界一周  玉蟲左太夫外遊録 玉蟲 左太夫著 荒蝦夷 2010 2909/91 一般開架

71 松葉杖で歩く世界の山 島津 俊樹著 白山書房 2012 2909/94 一般開架

72 世界は球の如し  日本人世界一周物語 熊田 忠雄著 新潮社 2013 2909/96 一般開架

73
伊達侍と世界をゆく  「慶長遣欧使節」とめぐ
る旅

篠田 有史写真
河北新報
出版センター

2014 2909/100 一般開架

74 グレートジャーニー  地球を這う  1 関野 吉晴著 筑摩書房 2003 29091/7/1 一般書庫

75 グレートジャーニー  地球を這う  2 関野 吉晴著 筑摩書房 2005 29091/7/2 一般書庫

76 大冒険時代  世界が驚異に満ちていたころ マーク・ジェンキンズ編 早川書房 2007 29091/12 一般開架

77 世界の鉄道旅行案内 桜井 寛著 講談社 2000 29093/23 一般書庫

78 世界豪華列車の旅 桜井 寛編著 小学館 2001 29093/24 一般開架

79 名作の舞台をゆく 思い出のシーンを探す旅50 ロム・インターナショナル編 東京書籍 2002 29093/27 一般開架

3 ページ



80
最高のホテル極上の部屋
世界のスイート厳選61

美野 香著 新潮社 2003 29093/31 一般開架

81 世界の聖地 松岡 絵里著 国書刊行会 2011 29093/44 一般開架

82 ホクレア  星が教えてくれる道 内野 加奈子著 小学館 2008 2991/11 一般開架

83 コロンブスそっくりそのまま航海記 ロバート・F.マークス著 朝日新聞出版 2009 2995/1 一般開架

84 アフリカにょろり旅 青山 潤著 講談社 2007 29481/1 一般開架

85 うなドン  南の楽園にょろり旅 青山 潤著 講談社 2011 2975/9 一般開架

86
にょろり旅・ザ・ファイナル  新種ウナギ発見
へ、ロートル特殊部隊疾走す!

青山 潤著 講談社 2013 29248/5 一般開架

87 世界鉄道探検記    1 秋山 芳弘著 成山堂書店 2003 6862/8 一般開架

88 世界鉄道探検記    2 秋山 芳弘著 成山堂書店 2004 6862/8/2 一般開架

89 世界鉄道探検記    3 秋山 芳弘著 成山堂書店 2012 6862/8/3 一般開架

90 世界鉄道の旅 櫻井 寛編著 小学館 2008 6862/11 一般開架

91 いつも旅のなか 角田 光代著 アクセス・パブリッシング 2005 9156/ｶﾐ4 一般書庫

92 世界一周恐怖航海記 車谷 長吉著 文藝春秋 2006 9156/ｸﾁ2 一般開架

No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求記号 場所区分

93 中国を行く 吉江 惠造著 東洋出版 2000 2922/23 一般書庫

94 シルクロード旅遊  現代中国紀行  上 杉野 圀明著 文理閣 2002 2922/32/1 一般書庫

95 シルクロード旅遊  現代中国紀行  下 杉野 圀明著 文理閣 2002 2922/32/2 一般書庫

96 チベット滞在記 多田 等観著 白水社 1999 29229/9 一般書庫

97 観光コースでないミャンマー<ビルマ> 宇田 有三著 高文研 2015 29238/10 一般開架

98 チンドウィン川紀行  インパール作戦の残像 森田 勇造著 三和書籍 2018 29238/14 一般開架

99 海のグレートジャーニー 関野 吉晴著 クレヴィス 2012 2924/9 一般開架

100 ブルネイ王国 森山 正信著 青幻舎 2010 29243/4 一般開架

101 新ゴーゴー・インド 蔵前 仁一著 旅行人 2001 2925/11 一般書庫

102 トルコの幸せな食卓 細川 直子著 洋泉社 1999 29274/3 一般書庫

103 シベリアの旅 コリン・サブロン著 共同通信社 2001 29291/3 一般書庫

104 シルク・ロード紀行 松田 壽男著 岩波書店 2006 29296/13 一般書庫

105
インド・大いなる母  三等列車の旅八〇〇〇
キロ

ヘザー・ウッド著 図書出版社 1993 933/U27 書庫ＣＬ

アジア
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No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求記号 場所区分

106 珍世界紀行  ヨーロッパ編 都築 響一写真・文 筑摩書房 2004 29309/36 一般開架

107 ヨーロッパ「ケルト」紀行  ビジュアル版  上巻 武部 好伸写真・文 彩流社 2010 29309/41/1 一般開架

108 ヨーロッパ「ケルト」紀行  ビジュアル版  下巻 武部 好伸写真・文 彩流社 2010 29309/41/2 一般開架

109
英国「乗物遺産」探訪
SLとナローボートで巡る、古きよきイギリス

秋山 岳志著 千早書房 2008 2933/38 一般開架

110 イングランド「ケルト」紀行  アルビオンを歩く 武部 好伸著 彩流社 2006 29333/10 一般書庫

111 ゴーストを訪ねるロンドンの旅 平井 杏子著 大修館書店 2014 29333/13 一般開架

112 英国貴族に出会う旅 津野 志摩子文・写真 東京書籍 2003 29333/8 一般開架

113 ウェールズ「ケルト」紀行  カンブリアを歩く 武部 好伸著 彩流社 2004 29335/1 一般書庫

114
北アイルランド「ケルト」紀行  アルスターを歩
く

武部 好伸著 彩流社 2001 29338/1 一般書庫

115 アイルランド幻想紀行 近藤 耕人著 彩流社 1999 29339/8 一般書庫

116 アイルランド夢随想 花田 久徳著 論創社 2003 29339/11 一般書庫

117 ドイツロマンティック街道物語 沖島 博美著 実業之日本社 2000 2934/17 一般書庫

118 ドイツ・遙かな僕の道  無一文で放浪200日 ミヒャエル・ホルツァハ著 三修社 2003 2934/23 一般開架

119 クリスマスの本場ドイツふれあい紀行 伊関 武夫文・写真 角川学芸出版 2008 2934/31 一般開架

120
アルプス鉄道夢紀行
氷河急行からPTTバスまで

桜井 寛文・写真 東京書籍 1997 29345/3 一般書庫

121 スイス・フラワートレイルの旅 秋本 和彦著 新潮社 1998 29345/7 一般書庫

122 スイス温泉紀行 堀 淳一著 作品社 2006 29345/23 一般開架

123 ハンガリーのいなか町で 森本 初美著 文芸社 1999 29347/1 一般開架

124 気ままに歩くフランスの旅 小森谷 武美著 東京図書出版会 2002 2935/23 一般開架

125 パリ旅物語  サン・シャルル街に雨が降る 三木原 浩史著 彩流社 2002 2935/25 一般書庫

126 ファーブル昆虫記の旅 奥本 大三郎著 新潮社 2006 2935/41 一般開架

127 「フランスの美しい村」全踏破の旅 吉村 和敏著 講談社 2009 2935/45 一般開架

128 巴里物語 渡部 雄吉著 グラフィック社 1997 29353/1 一般書庫

129 オランダ歩けば… 林 丈二著 広済堂出版 2000 29359/2 一般書庫

130 フェルメールとオランダの旅 星野 知子著 小学館 2000 29359/5 一般開架

ヨーロッパ
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131 南スペイン・アンダルシアの風景 川成 洋編 丸善 2005 2936/16 一般開架

132 聖地サンティアゴ巡礼  世界遺産を歩く旅
日本カミーノ・デ・
サンティアゴ友の

ダイヤモンド社 2010 2936/21 一般開架

133 イタリア文学を歩く 井手 正隆著 あざみ書房 2000 2937/21 一般書庫

134 イタリアの魔力  怪奇と幻想の「イタリア紀行」 島村 菜津著 同朋舎 2001 2937/26 一般書庫

135 南イタリア・シチリア紀行 佐々木 清文・絵 東京書籍 2002 2937/28 一般開架

136 林達夫・回想のイタリア旅行 田之倉 稔著 イタリア書房 2008 2937/41 一般開架

137 北欧=鉄道旅物語 野田 隆文・写真 東京書籍 1998 29389/4 一般開架

138 めるへんいっぱいデンマーク紀行 宮沢 乃里子文 東京書籍 1999 29389/5 一般開架

139
北欧ナチュラルライフに出会う旅
スウェーデン・デンマーク

植月 縁文 東京書籍 1999 29389/6 一般開架

140 北欧空間事典 フィンランド政府観光局 2004 29389/12 一般書庫

141 アイスランド紀行  氷と火の島から 小林 理子著 彩流社 2007 29389/15 一般開架

142 古き町にて  北欧紀行 東山 魁夷著 講談社 2010 29389/18 一般開架

143 ヨーロッパSL鉄道の旅 杉江 弘著 誠文堂新光社 1998 748/179 一般書庫

144
ありのままのアンデルセン
ヨーロッパ独り旅を追う

マイケル・ブース著 晶文社 2017 9497/ﾌﾏ1 一般開架
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No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求記号 場所区分

145 アフリカを行く  カラー版 吉野 信著 中央公論新社 2002 29409/4 一般書庫

146 観光コースでないアフリカ大陸西海岸 桃井 和馬著 高文研 2004 29409/5 一般開架

147 ナイル河紀行 野町 和嘉著 新潮社 1996 2942/3 一般書庫

148 ある夜、ピラミッドで 田中 真知著 旅行人 2000 2942/4 一般書庫

149 チュニジア旅の記憶 高田 京子著 彩流社 1992 2943/TA28 書庫ＣＬ

150 モロッコ流謫 四方田 犬彦著 新潮社 2000 29434/1 一般開架

151
ツアコン探訪記マサイマラに楽園をみた
心へのビタミンとふれあい一人旅ケニア編

降分 小鹿著 文芸社 2004 29454/3 一般開架

152
バオバブ島写真探検記  <世界冒険学位>受
賞写真家による

橋本 僐元著 健友館 1998 29491/1 一般開架

153
マダガスカルの風
子どもの笑顔の素敵な国を歩く

鈴木 正行著 学文社 2004 29491/2 一般書庫

154 52歳、駆け抜けたアフリカ  越境記 2 戸井 十月著 新潮社 2001 9156/ﾄｼ4 一般開架

No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求記号 場所区分

155 カナダ歴史紀行 木村 和男著 筑摩書房 1995 2951/1 一般書庫

156
追憶のアメリカ大陸横断  ドライブ旅行10000
キロ

渡辺 卓著 MBC21 1998 2953/7 一般書庫

157
アメリカ文学紀行  マーク・トウェイン、ヘミング
ウェイからサリンジャーまで

那須 省一著 書肆侃侃房 2012 2953/27 一般開架

158 アメリカ南部の旅 猿谷 要著 岩波書店 1979 2953/SA69 書庫ＣＬ

159 ロバート・レッドフォード アウトローの道を行く ロバート・レッドフォード著 評論社 1979 29538/1 一般書庫

160 モンタナの風 原田 純夫著 新潮社 2002 29538/3 一般書庫

161 アラスカ極北飛行 湯口 公文・写真 須田製版 2008 29539/15 一般開架

162 メキシコ多文化思索の旅 高山 智博著 山川出版社 2003 2956/4 一般開架

163 メキシコ-世界遺産と音楽舞踊を巡る旅 さかぐち とおる著 柘植書房新社 2012 2956/7 一般開架

アフリカ

北アメリカ・南アメリカ
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164
キューバ紀行  南の島の「社会主義観光国」
を歩く

ウィルソン・夏子著 彩流社 2006 29591/4 一般開架

165
派遣ドクターの知られざる国々体験ルポ  中
近東・南米を旅する

美濃部 欣平著 日本図書刊行会 1998 2967/1 一般書庫

166 アンデス奇祭紀行 鈴木 智子著 青弓社 2002 2968/7 一般開架

167 キューバ音楽を歩く旅 さかぐち とおる著 彩流社 2016 76259/6 一般開架

168
キューバ、愛!  ブエナ★ビスタ★ソシアル★ク
ラブと音楽揺籃の地への旅

板垣 真理子著 作品社 2000 7647/89 一般書庫

169 ガイアナとブラジルの九十二日間 イヴリン・ウォー著 図書出版社 1992 935/W82 書庫ＣＬ

No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求記号 場所区分

170 北極星号航海記 阿川 尚之著 講談社 2000 2909/31 一般書庫

171
オセアニア・アフリカ鉄道夢紀行  ザ・ガン号
からブルートレインまで

桜井 寛文・写真 東京書籍 1998 29709/1 一般書庫

172 オーストラリア辺境(フロンティア)物語 大津 彬裕著 大修館書店 1998 2971/3 一般書庫

173 シドニーの午後  My days in Australia 遠藤 雅子著 三修社 1983 2971/E59 書庫ＣＬ

174 ニュージーランドすみずみ紀行 佐藤 圭樹著 凱風社 1999 2972/3 一般書庫

175 南極大陸単独横断行 大場 満郎著 講談社 2001 2979/5 一般開架

176 面白南極料理人 西村 淳著 春風社 2001 2979/7 一般開架

177 ペンギンと泳ぐ旅  南極エコツーリズム 西森 有里写真・文 NTT出版 2003 2979/10 一般開架

178
南極で宇宙をみつけた!  生命の起源を探す
旅

中山 由美著 草思社 2010 2979/13 一般開架

179 地の果てに挑む  マナスル・南極・北極 村山 雅美著 東京新聞出版局 2005 40297/5 一般開架

180 すてきな地球の果て 田邊 優貴子著 ポプラ社 2013 40297/18 一般開架

オセアニア・北極南極
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