
請求記号 書名 著者名 出版社 出版年
175.8//Ka31 お伊勢参り : 江戸庶民の旅と信心 鎌田 道隆 中央公論新社 2013.2

223.5//I84 アンコール・ワットへの道 : クメール人が築いた世界遺産 石沢 良昭 JTB [2000.3]

229.6//Ka86 シルクロードの古代都市 : アムダリヤ遺跡の旅 加藤 九祚 岩波書店 2013.9

237//Ta63 歴史を旅するイタリアの世界遺産 武村 陽子 山川出版社 2014.3

290.9//O17 何でも見てやろう 小田 実 講談社 1979.7

290.93//C44//* 地球の歩き方 地球の歩き方編集室 ダイヤモンド・ビッグ社 2012.9-

290.93//F89
異文化を旅する世界の秘境の歩き方
 : アジア・アフリカ・中東・中南米を120%楽しむ安心旅行術!

船尾 修 羊土社 2003.7

291.09//Y44 時代別・京都を歩く : 歴史を彩った24人の群像 蔵田 敏明 山と溪谷社 2003.2

291.093//C88//* ことりっぷ 昭文社出版編集部 昭文社 2012.3

291.51//Sa75 まいにち富士山 佐々木 茂良 新潮社 2011.6

291.73//Se24 古代出雲への旅 : 幕末の旅日記から原風景を読む 関 和彦 中央公論新社 2005.6

292.09//A16 アジアの人波、海の道 足立 倫行 文藝春秋 1990.1

292.09//H56 アジアへ! : 中国・ベトナム・カンボジア・インド夏紀行 樋口 聡 批評社 1997.6

293.33//Su14 北イングランド : ビートルズから世界遺産まで 須藤 公明 日経BP企画 2004.3

293.48//Ta84 プラハを歩く 田中 充子 岩波書店 2001.11

293.49//N72 ポーランド紀行 新名 哲明 批評社 1991.7

293.5//I32 フランス・ロマネスクへの旅 池田 健二 中央公論新社 2008.3

293.6//I32 スペイン・ロマネスクへの旅 池田 健二 中央公論新社 2011.3

293.7//I32 イタリア・ロマネスクへの旅 池田 健二 中央公論新社 2009.4

293.7//Ta26 南イタリアに行こう 田島 麻美 双葉社 2003.6

293.82//Ka36 北極圏のアウシュヴィッツ : 知られざる世界文化遺産 亀山 哲郎 ブッキング 2007.8

295.91//H56 キューバへ : カリブ楽園共和国探訪記 樋口 聡 批評社 1996.1

296.8//Ta47 マチュピチュ : 天空の聖殿 高野 潤 中央公論新社 2009.7

333.8//A87 途上国の旅:開発政策のナラティブ 浅沼 信爾 勁草書房 2013.9

380.8//Sa47//1 日本列島・北への旅 桜井 徳太郎 法蔵館 1992.11

380.8//Sa47//2 日本列島・南への旅 桜井 徳太郎 法蔵館 1992.12

402.9111//O81 知床・北方四島 : 流氷が育む自然遺産 大泰司 紀之 岩波書店 2008.5

519.8151//N93 世界遺産にされて富士山は泣いている 野口 健 PHP研究所 2014.6

601.1//C43 世界遺産の地域価値創造戦略 : 地域デザインのコンテクスト転換 地域デザイン学会 芙蓉書房出版 2014.6

632.133//I43 富岡製糸場と絹産業遺産群 今井 幹夫 ベストセラーズ 2014.3

2014年7月 図書館展示「旅に出よう」資料一覧

自然と人類の世界遺産の数は１００７件になった。あなたはいくつ行ったことがある？
知らない土地の風を肌で感じ、未だ見たことのない光景に心奪われる。それが、いつかあなたを輝かせる経験になる。

さあ、書をもって旅に出よう！この展示を、きっかけに。
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632.133//Sa83 日本のシルクロード : 富岡製糸場と絹産業遺産群 佐滝 剛弘 中央公論新社 2007.1

689//I26 観光文化学 : 旅から観光へ 飯田 芳也 古今書院 2012.1

702.37//O38 グランドツアー : 18世紀イタリアへの旅 岡田 温司 岩波書店 2010.9

709.08//Ma31//2 世界遺産 毎日新聞社 毎日新聞社 2001ー2002

709.08//Ma31//別 ユネスコ世界遺産全リスト 城戸 一夫 毎日新聞社 2002.2

709.1//Ma66 まるごと日本の世界遺産 増田 明代 講談社 2014.2

709.3//Ko19//4 ヨーロッパの世界遺産 講談社 講談社 2004.3-2004.10

709//A96 世界遺産 Audrerie Dominique 白水社 2005.7

709//G16 世界遺産に行こうSpecial 学研パブリッシング 学研パブリッシング 2014.3

709//H64 ディープな世界遺産 平川 陽一 大和書房 2014.4

709//U75 世界遺産 : 新たなる旅へ 角川書店 角川書店 [2004]

709//U75//20* ユネスコ世界遺産年報 日本ユネスコ協会連盟 日本ユネスコ協会連盟 1998.2-

837.7//W54 死ぬまでに行ってみたい世界遺産ベスト38 Wegner Nina IBCパブリッシング 2014.2

915.6//I35 異国を楽しむ 池内 紀 中央公論新社 2007.2

915.6//Mu43 辺境・近境 村上 春樹 新潮社 2008.2

915.6//Mu43 遠い太鼓 村上 春樹 講談社 1990.6

915.6//O17 小田実のアジア紀行 小田 実 大月書店 2003.1

915.6//Sa94//1 深夜特急 沢木 耕太郎 新潮社 1994

城西大学水田記念図書館
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