
 
 

 
 
 

 

   

   

   

   

 

 

 

期 間 場 所 
2014 年 10 月 16 日～11 月 17 日 関屋図書館 1・2 階閲覧室 



展 示 資 料 
日本 

書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 

流域紀行 朝日新聞社編 朝日新聞社 1976 080||A82||1-69 

みなと紀行 朝日新聞社編 朝日新聞社 1981 080||A82||1-177 

駅を旅する 種村直樹 中央公論社 1984 080||C64||738 

日本一周 3016 湯 高橋一喜 幻冬舎 2014 080||G34||340 

日本縦断徒歩の旅 : 65 歳の挑戦  石川文洋 岩波書店 2004 080||I95||O-891 

四国八十八カ所 : わたしの遍路旅 : 

カラー版  
石川文洋 岩波書店 2008 080||I95||O-1151 

終着駅の旅 種村直樹 講談社 1981 080||Ko19||A-636 

山を歩き山を画く  五百沢智也 講談社 1986 080||Ko19||A-821 

日本一周ローカル線温泉旅  嵐山光三郎 講談社 2001 080||Ko19||A-1569 

日本全国ローカル線おいしい旅 嵐山光三郎 講談社 2004 080||Ko19||A-1710 

ニッポン発見記  池内紀 講談社 2004 080||Ko19||A-1720 

日本全国離島を旅する 向一陽 講談社 2004 080||Ko19||A-1727 

小さな旅 河村立司画文 大阪書籍 1982 291.09||Ka95 

地下旅!  酒井順子 文藝春秋 2013 B||9001 

 

アジア 
書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 

シルクロードの旅 深田久弥 朝日新聞社 1977 080||A82||1-88 

逍遥游記 藤原新也 朝日新聞社 1983 080||A82||1-240 

サバ紀行 : その人間的記録 吉川公雄 中央公論社 1979 080||C64||553 

シルクロード・路上の 900 日 : 西安・

ローマ 1 万 2000 キロを歩く 
大村一朗 めこん 2004 292.09||O64 

韓国の古都を行く 増補新版 李進煕 学生社 2002 292.1||R32 

長安から河西回廊へ  シルクロード絲

綢之路 : 第 1 巻 
陳舜臣, NHK 取材班 日本放送出版協会 1980 292.28||Sh89||1 

ベトナムの食えない面々 木村聡写真・文  めこん 1997 292.3109||Ki39 

女ひとり漂泊のインド : 恵みの岸辺・

ヴァーラーナスィー 
渡辺みえこ 彩流社 1999 292.5||W46 

マリカの永い夜 ; バリ夢日記  吉本ばなな 幻冬舎 1994 913.6||Y29 

週末アジアでちょっと幸せ 
下川裕治著 ; 中田浩

資写真 
朝日新聞出版 2012 R||299 

 

オセアニア 
書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 

コンピュータ・ドリーミング : オーストラ

リア・アボリジニ世界への旅  
久保正敏 明石書店 1995 297.1||Ku11 

 

北アメリカ 
書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 

旅は犬づれ？ : My odysseia 1999 

travels with boy chrley1 
礒貝浩 清水弘文堂 1991 295.1||I85 

ニューヨークおいしい物語 
高林麻里文・イラスト

レーション 
東京書籍 1991 295.3||Ta28 

女一人アメリカ 17 州を行く : 自分探し

1 万キロの旅 
詩門友子 文芸社 2005 295.309||Sh54 

ストロベリー・ロード 上 石川好 早川書房 1988 302.53||I76||1 



ストロベリー・ロード 下 石川好 早川書房 1988 302.53||I76||2 

アメリカの歌声が聞こえる 亀井俊介 岩波書店 1994 302.53||Ka34 

アメリカの 61 の風景 長田弘 みすず書房 2004 915.9||O6 

アメリカ鉄道 3 万マイル 

テリー・ピンデル著 ; 

宮脇俊三, 小林理子 

訳 

角川書店 1993 935.97||P1 

ハワイで大の字 : さおり&トニーの冒

険紀行  

小栗左多里, トニー・

ラズロ 
ソニー・マガジンズ 2005 B||7141 

アメリカ居すわり一人旅 群ようこ 角川書店 1991 B||ム 6||1 

 

南アメリカ 
書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 

火の国・パタゴニア : 南半球の地の

果て 
津田正夫 中央公論社 1964 080||C64||49 

インカを歩く : カラー版 高野潤 岩波書店 2001 080||I95||O-738 

楽しき熱帯 奥本大三郎 講談社 2011 080||Ko19||C-2041 

メガロマニア : あるいは「覆された宝

石」への旅  
恩田陸 日本放送出版協会 2009 B||7817 

 

中近東 
書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 

イスラム・スペイン建築への旅 : 薄明

の空間体験  
栗田勇 朝日新聞社 1985 080||A82||A-273 

トルコのもう一つの顔 小島剛一 中央公論社 1991 080||C64||1009 

コンスタンティノープルを歩く  尚樹啓太郎 東海大学出版会 1988 292.66||Sh96 

見ることの塩 : パレスチナ・セルビア

紀行  
四方田犬彦 作品社 2005 292.79||Y81 

イラクの小さな橋を渡って 
池澤夏樹文 ; 本橋成

一写真 
光文社 2003 915.6||I5 

イスラム再訪 上 
V.S.ナイポール [著] ; 

斎藤兆史訳 
岩波書店 2001 935.7||N1||1 

イスラム再訪 下 
V.S.ナイポール [著] ;  

斎藤兆史訳 
岩波書店 2001 935.7||N1||2 

 

ヨーロッパ 
書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 

北緯 79 度 : 北欧・西欧紀行 飯塚浩二 筑摩書房 1980 080||C44||262 

ドナウ河紀行 : 東欧・中欧の歴史と文

化 
加藤雅彦  岩波書店 1991 080||I95||O-189 

ハプスブルク帝国を旅する 加賀美雅弘 講談社 1997 080||Ko19||A-1361 

南イタリアへ! : 地中海都市と文化の

旅  
陣内秀信 講談社 1999 080||Ko19||A-1446 

ハイジ紀行 : ふたりで行く『アルプス

の少女ハイジ』の旅 
新井満, 新井紀子 白泉社 1994 193.45||A62 

コーカサスの風 : My Silk Road 中村敦夫 テレビ朝日 1989 292.28||N37 

キプロス島歴史散歩 澁澤幸子 新潮社 2005 292.747||Sh21 

イギリスナショナル・トラストを旅する 横川節子 千早書房 2001 293.3||Y76 

スコットランド「ケルト」紀行 : ヘブリデ

ィーズ諸島を歩く 
武部好伸 彩流社 1999 293.32||Ta58 

ドイツおいしい物語  
大島愼子文 ; 白田環

絵 
東京書籍 1996 293.4||O77 

パリを食べよう こぐれひでこ絵と文 東京書籍 1995 293.5||Ko26 

南仏おいしい物語 
島静代文 ; 柏木リエ

絵 
東京書籍 1996 293.5||Sh35 



銀河を辿る : サンティアゴ・デ・コンポ

ステラへの道 
清水芳子 新評論 2003 293.5||Sh49  

ぶるぶるぶるブルターニュ大好き : 森

と海の国 
篠沢秀夫 近代文芸社 2009 293.5||Sh69 

パリやりくりひとり旅 オオトウゲマサミ 大和書房 2006 293.53||O86 

スペイン紀行 アンダ知宏 未來社 1991 293.6||A46 

スペイン断章 : 歴史の感興 堀田善衛 岩波書店 1979 293.6||H96 

ダリの国が見たい!  森枝雄司 大日本図書 1994 293.6||Mo47 

スペイン巡礼の道を行く : 世界遺産カ

ミノ・デ・サンティアゴ 

米山智美文 ; 古財秀

昭写真 
東京書籍 2002 293.6||Y84 

すっごくイタリア 新ヨーロッパ・イラス

ト紀行 ; 1 

ひらいたかこ, 磯田和

一 
東京創元社 1997 293.7||H64 

近代旅行記の中のイタリア : 西洋文

化移入のもう一つのかたち 
真銅正宏 日本図書センター 2011 293.7||Sh62 

北欧へ行こう ダヤンのスケッチ紀行   池田あきこ エム・ピー・シー 2007 293.89||I32 

イギリスはおいしい 林望 平凡社 1991 302.33||H48 

ヴァイキングの航海 : 「ガイア号」でア

メリカ大陸へ 

ジュディ・ローマック

ス著 ; 仙名紀訳 
図書出版社 1994 557.17||L83 

砂上のいのち : フラメンコと闘牛 勝田保世 音楽之友社 1978 764.7||Sh95 

憧れのまほうつかい さくらももこ 新潮社 1998 914.6||S38 

イタリアで大の字 
小栗左多里, トニー・

ラズロ 

ソニー・マガジンズ

(発売) 
2007 B||7144 

旅ボン, イタリア編 ボンボヤージュ ゴマブックス 2007 B||7569 

セーヌの川辺  池澤夏樹 集英社 2013 B||8964 

雨天炎天 : ギリシャ・トルコ辺境紀行 村上春樹 新潮社 1991 B||ム 5||16 

 

アフリカ 
書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 

奥地への旅 : 中央アフリカ・ニヤサラ

ンド紀行 

L.ヴァン・デル・ポスト

著 ; 佐藤佐智子訳 
筑摩書房 1982 080||C44||277 

アフリカ大陸一周ツアー : 大型トラッ

クバスで 26 カ国を行く 
浅井宏純 幻冬舎 2011 080||G34||210 

砂漠を旅する : サハラの世界へ 加藤智津子 八坂書房 2005 294.09||Ka86 

人類発祥の地アフリカ 関野吉晴文・写真 小峰書店 2004 294.09||Se37 

 

世界 
書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 

自転車五大陸走破 : 喜望峰への 

13 万キロ 
井上洋平 中央公論社 1995 080||C64||1241 

集落への旅 原広司 岩波書店 1987 080||I95||M-374 

トイレのない旅 : 住めば都 = 辺境の

地を行く  
星野知子 講談社 1994 290.9||H92 

旅のノートから 真木悠介 岩波書店 1994 290.9||Ma34 

地球でいちばん過酷な地を行く : 人

類に生存限界点はない! 

ニック・ミドルトン著 ; 

桑原透訳 

阪急コミュニケーシ

ョンズ 
2004 290.9||Mi14 

何でも見てやろう 小田実 講談社 1979 290.9||O17 

人生を変える旅 蔵前仁一編 幻冬舎 2003 B||6015 

深夜特急 1: 香港・マカオ 沢木耕太郎 新潮社 1994 B||8074||1 

深夜特急 2: マレー半島・シンガポー

ル 
沢木耕太郎 新潮社 1994 B||8074||2 

深夜特急 3: インド・ネパール 沢木耕太郎 新潮社 1994 B||8074||3 

深夜特急 4: シルクロード 沢木耕太郎 新潮社 1994 B||8074||4 

深夜特急 5: トルコ・ギリシャ・地中海 沢木耕太郎 新潮社 1994 B||8074||5 

深夜特急 6: 南ヨーロッパ・ロンドン 沢木耕太郎 新潮社 1994 B||8074||6 



脳がいちばん元気になる場所 米山公啓 PILAR PRESS 2011 B||8606 

あの空の下で 吉田修一 集英社 2011 B||8783 

地球を抱いて眠る 駒沢敏器 小学館 2009 B||9046 

 

旅をテーマにした本 
書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 

異国を楽しむ 池内紀 中央公論新社 2007 080||C64||1885 

旅について 岡田喜秋 講談社 1975 080||Ko19||A-389 

アジアの歩き方 野村進 講談社 2001 080||Ko19||A-1576 

旅 阿川弘之編 作品社 1983 081||N71||15 

宿 森敦編 作品社 1988 081||N71||67 

港 小川国夫編 作品社 1989 081||N71||79 

駅 宮脇俊三編 作品社 1990 081||N71||93 

巡礼 早坂暁編 作品社 1992 081||N71||別-21 

異国 西江雅之編 作品社 1995 081||N71||別-51 

On the road 
Jack Kerouac ; retold 

by John Escott   
Pearson Education 1999 083||P37||5 

もの食う人びと 辺見庸 共同通信社 1994 290.9||H52 

旅、さわやかな孤独へ。 香咲弥須子 立風書房 1991 295.3||Ka72 

旅の絵本 安野光雅 福音館書店 1977 726.6||A49 

ベンジーのふねのたび 世界傑作絵

本シリーズ アメリカの絵本 

マーガレット・ブロイ・

グレアムさく・え ;  

わたなべしげおやく  

福音館書店 1980 726.6||G76 

紅海のサメ タンタンの冒険旅行 11 
エルジェ作 ; 川口恵

子訳 
福音館書店 1989 726.6||H53 

きかんぼぼうやのうみのたび 

バルブロ・リンドグレ

ン作 ; エヴァ・エリク

ソン絵 ; おのでらゆり

こ訳 

佑学社 1984 726.6||L63 

バーバパパたびにでる 講談社のバ

ーバパパ絵本 1 

アネット=チゾン, タラ

ス=テイラーさく ; やま

したはるおやく 

講談社 1975 726.6||Ti7||1 

旅ゆけば物語  安野光雅 [ほか] 編 筑摩書房 1989 908||C2||13 

つばさよつばさ  浅田次郎 小学館 2007 914.6||A22 

ある旅行者の思想 加藤周一 平凡社 1979 918.6||K37||10 

アルケミスト : 夢を旅した少年 

パウロ・コエーリョ著 ; 

山川紘矢 ,山川亜希

子訳  

地湧社 1994 969.3||C 

インド夜想曲 
アントニオ・タブッキ 

[著] ; 須賀敦子訳  
白水社 1993 973||Ta12 

みどりの月 （[かかとのしたの空]） 角田光代 集英社 2003 B||7227 

エキゾティカ 中島らも 講談社 2010 B||8452 

死海のほとり 遠藤周作 新潮社 1983 B||エ 1||19 

ドナウの旅人 宮本輝 新潮社 1988 B||ミ 2||4 

 

古典 
書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 

ゲーテ スイス紀行 
ゲーテ著 ; 木村直司

編訳 
筑摩書房 2011 080||C44||ケ 6-6 

インド幻想紀行 上 
H.P.ブラヴァツキー

著 ; 加藤大典訳 
筑摩書房 2003 080||C44||フ 19-1 

インド幻想紀行 下 
H.P.ブラヴァツキー

著 ; 加藤大典訳 
筑摩書房 2003 080||C44||フ 19-2 

チベット旅行記 1 
河口慧海[著] ; 高山

龍三校訂 
講談社 1978 080||Ko19||C-263 



チベット旅行記 2 
河口慧海[著] ; 高山

龍三校訂 
講談社 1978 080||Ko19||C-264 

チベット旅行記 3 
河口慧海[著] ; 高山

龍三校訂 
講談社 1978 080||Ko19||C-265 

チベット旅行記 4 
河口慧海[著] ; 高山

龍三校訂 
講談社 1978 080||Ko19||C-266 

チベット旅行記 5 
河口慧海[著] ; 高山

龍三校訂 
講談社 1978 080||Ko19||C-267 

幕末遣欧使節団 宮永孝 講談社 2006 080||Ko19||C-1753 

榎本武揚シベリア日記 
榎本武揚[著] ; 講談

社編 
講談社 2008 080||Ko19||C-1877 

イブン・ジュバイルの旅行記 

イブン・ジュバイル 

[著] ; 藤本勝次, 池田

修監訳 

講談社 2009 080||Ko19||C-1955 

ビーグル号世界周航記 : ダーウィン

は何をみたか 

チャールズ・ダーウィ

ン [著] ; 荒川秀俊訳  
講談社 2010 080||Ko19||C-1981 

アンコール踏査行 
ドラポルト著 ; 三宅一

郎訳 
平凡社 1970 080||To82||162 

シリア縦断紀行 1 
G・L・ベル [著] ; 田隅

恒生訳 
平凡社 1994 080||To82||584 

大唐西域記 
玄奘 [著] ; 水谷真成

訳注 
平凡社 1999 080||To82||653 

マンデヴィルの旅  
大手前女子大学英

文学研究会 [訳]  
英宝社 1997 292.09||Ma43 

マルコ・ポーロ東方見聞録 

マルコ・ポーロ [著] ; 

月村辰雄, 久保田勝

一訳  

岩波書店 2012 292.09||P77 

 

文学者による紀行文 
書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 

ペルセポリスから飛鳥へ : 清張古代

史をゆく 
松本清張 日本放送出版協会 1979 226.3||Ma81 

上海游記 ; 江南游記 芥川龍之介 講談社 2001 908||K2||あ H-2 

インド酔夢行 田村隆一 講談社 2008 908||K2||た O-4 

海の泡 : 檀一雄エッセイ集 檀一雄 講談社 2002 908||K2||た Y-1 

海外見聞集（航西日記 森鴎外ほか） 松田清 [ほか] 校注  岩波書店 2009 910.8||S10||M-5 

街道をゆく オランダ紀行 司馬遼太郎 朝日新聞社 1991 915.6||S4 

自伝 1 （マレー蘭印紀行） 金子光晴 中央公論社 1976 918.6||K33||6 

有吉佐和子の中国レポート 有吉佐和子 新潮社 1983 B||ア 5||20 

アメリカ素描 司馬遼太郎 新潮社 1989 B||シ 7||59 

津軽 太宰治 新潮社 1968 B||タ 2||6 

アルプスの谷アルプスの村 新田次郎 新潮社 1979 B||ニ 2||16  

アポロの杯 三島由紀夫 新潮社 1982 B||ミ 6||31 

 
 

 

展示資料以外にも資料を所蔵しています。 

蔵書検索システム OPAC を使って検索してください。 

 

 


