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書名 巻次 著者名 出版者
四国八十八カ所ゆとりの旅 実業之日本社
ブラを捨て旅に出よう 歩　りえこ∥〔著〕 講談社
おとなの青春旅行 下川 裕治∥編著 講談社
秘境添乗員 金子　貴一∥著 文芸春秋
ヘンな名湯 岩本 薫∥著 みらいパブリッシン
週末ジャパンツアー 杉浦　さやか∥著 ワニブックス
百名山紀行 上 深田  久弥∥著 山と渓谷社
百名山紀行 下 深田  久弥∥著 山と渓谷社

ブラタモリ 1
ＮＨＫ「ブラタモリ」
制作班∥監修

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

インドなんて二度と行くか！ボケ！！ さくら　剛∥〔著〕 アルファポリス
アフリカにょろり旅 青山　潤∥著 講談社

チェ・ゲバラ　モーターサイクル南米旅行日記
エルネスト・チェ・ゲ
バラ∥著

現代企画室

祇園祭 アリカ∥編 新潮社

世界でいちばん美しい洞窟、魅惑の石窟 ＭｄＮ編集部∥編
エムディエヌコーポ
レーション

日本水族館紀行 島　泰三∥文 木楽舎
中村元の全国水族館ガイド125 中村 元∥写真  著 講談社ビーシー

世界の遺跡と名建築
ジョン  ズコウスキー
∥著

東京書籍

ヘンテコ城めぐり 長谷川 ヨシテル∥著 柏書房
日本の不思議な建物１０１ 加藤  純∥文 エクスナレッジ
図説ヨーロッパ１００名城公式ガイドブック 紅山　雪夫∥文 河出書房新社

世界のカレー図鑑
ハウス食品株式会社∥
監修

マイナビ出版

弾丸メシ 堂場 瞬一∥著 集英社

おいしいブラジル 麻生  雅人∥著
スペースシャワー
ネットワーク

沖縄離島の島あそび島ごはん 今村　治華∥著 青春出版社
パリ、カウンターでごはん 伊藤  文∥著 誠文堂新光社
アマゾンの料理人 太田 哲雄∥著 講談社
香港行ったらこれ食べよう! 清水 真理子∥著 誠文堂新光社
台湾の朝ごはんが恋しくて 台湾大好き編集部∥編 誠文堂新光社
インドでレシピを聞いてきた！ 中村　直也∥著 アスペクト
香港風味 野村 麻里∥著 平凡社
ニッポン駅弁大全 小林／しのぶ∥著 文芸春秋
駅弁女子 なかだ　えり∥著 淡交社
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地元菓子 若菜　晃子∥著 新潮社

アフタヌーンティーで旅するイギリス 新宅 久起∥著  編集
ダイヤモンド・ビッ
グ社

すぐわかる日本庭園の見かた 尼崎　博正∥監修 東京美術

世界の美しい公園
パイインターナショナ
ル∥編著

パイインターナショ
ナル

世界の夢のショッピングモール&デパート
パイインターナショナ
ル∥編著

パイインターナショ
ナル

ゼロからわかる豪華客船で行くクルーズの旅 上田  寿美子∥著 産業編集センター
私の地方私鉄探訪 小林 武∥著 光村印刷
全国鉄道博物館 白川　淳∥著 ＪＴＢパブリッシン
鉄道で旅するドイツ イカロス出版
みんなの機内食 機内食ドットコム∥著 翔泳社
みんなの機内食 Ｒｉｋｉｙａ∥著 翔泳社
日本懐かし遊園地大全 佐々木 隆∥著 辰巳出版
企画展だけじゃもったいない日本の美術館めぐり 浦島 茂世∥著 G.B.
美術館学ツーリズム 長谷川　栄∥文　写真 鹿島出版会

美しい廃墟 日本編 MdN編集部∥編
エムディエヌコーポ
レーション

異世界に一番近い場所 清水 大輔∥著
パイインターナショ
ナル

世界の廃墟図鑑
キーロン  コノリー∥
[編]著

原書房

世界街歩き ＭｄＮ編集部∥編
エムディエヌコーポ
レーション

南下せよと彼女は言う 有吉　玉青∥著 小学館
逃亡くそたわけ 糸山／秋子∥著 中央公論新社
玉村警部補の巡礼 海堂 尊∥著 宝島社
夢より短い旅の果て 柴田　よしき∥著 角川書店
ピスタチオ 梨木　香歩∥著 筑摩書房
旅屋おかえり 原田　マハ∥著 集英社
かもめ食堂 群／ようこ∥著 幻冬舎
心に輝く旅の宝石箱 交通新聞社
日本観光ガイド 酒井　順子∥著 光文社
この惑星（ほし）のうえを歩こう 鷺沢／萠∥著 大和書房
作家と一日 吉田  修一∥著 木楽舎
風の道雲の旅 椎名／誠∥著 晶文社
旅の素 阿川　佐和子∥著 旅行読売出版社
旅行鞄にはなびら 伊集院／静∥著 文芸春秋
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隅の風景 恩田　陸∥著 新潮社

いつも旅のなか 角田／光代∥著
アクセス・パブリッ
シング

女の旅じたく 岸本　葉子∥著 角川学芸出版
こういう旅はもう二度としないだろう 銀色 夏生∥著 幻冬舎
深夜特急 第１便 沢木／耕太郎∥著 新潮社
地球の穴場 乃南　アサ∥著 文芸春秋
曙光を旅する 葉室 麟∥著 朝日新聞出版
ぼくらは怪談巡礼団 東  雅夫∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
近江・大和 水上／勉∥著 河出書房新社
ラオスにいったい何があるというんですか？ 村上  春樹∥著 文芸春秋
「五足の靴」をゆく 森 まゆみ∥著 平凡社
七十五度目の長崎行き 吉村　昭∥著 河出書房新社
世界を知るために旅に出たら日本を知る旅だった 桑原 淳∥著 宝島社

スコット親子、日本を駆ける
チャールズ  Ｒ．ス
コット∥著

紀伊国屋書店

チャーリーとの旅
ジョン　スタインベッ
ク∥著

ポプラ社

日本細見 ドナルド・キーン∥著 中央公論社
もっとおいしいタイ料理 味沢  ペンシー∥著 旭屋出版
おうちで手軽に世界のレシピ 伊藤　エレーナ∥著 宝島社
家庭で作れるロシア料理 荻野　恭子∥料理 河出書房新社
家庭で楽しむモロッコ料理 小川　歩美∥著 河出書房新社
おいしい！韓国レシピ 金本／Ｊ．ノリツグ∥ ソニー・マガジンズ
世界のスープ図鑑 佐藤 政人∥著 誠文堂新光社
家庭で作るポルトガル料理 丹田　いづみ∥著 河出書房新社
ＯＨ！ベトナム 高橋　里枝∥料理 アップオン
韓国オモニの食卓 崔／智恩∥著 ＰＡＲＣＯ

ハンメの食卓
コリアンネットあいち
∥編著

ゆいぽおと

日本人が絶対好きになるタイごはん 番場  智子∥著
主婦の友インフォス
情報社

はじめての台湾料理 星野 奈々子∥著
パルコエンタテイン
メント事業部

全196カ国おうちで作れる世界のレシピ 本山 尚義∥著 ライツ社
家庭で楽しむペルシャ料理 レザ　ラハバ∥著 河出書房新社
にっぽん全国100駅弁 櫻井 寛∥著 双葉社
お茶の時間のイギリス菓子 砂古  玉緒∥著 世界文化社
Ｔｈｅハワイアンパンケーキレシピ 藤沢　セリカ∥著 河出書房新社
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総予算33万円・9日間から行く!世界一周大人の男
海外ひとり旅

伊藤 伸平∥著
ダイヤモンド・ビッ
グ社

離島ひとり旅 大畠 順子∥著 辰巳出版
漱石紀行文集 〔夏目  漱石∥著〕 岩波書店
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