
 ２０１５年７月特集展示「これに乗ってどこかへ行こう」

請求記号 書名 著者名 出版者名
290ク ヴェルヌの『八十日間世界一周』に挑む　４ マシュー・グッドマン 柏書房
290サ 今すぐ乗りたい！「世界名列車」の旅 櫻井　寛 新潮社
290サ 三大大陸鉄道の旅 櫻井　寛 世界文化社
290シ 格安航空ＬＣＣで行くぶらり格安世界の旅 下川　裕治 ＰＨＰ研究所
290セ 世界のクルーズ旅 ナショナルジオグラフィック 日経ナショナルジオグラフィック社

290タ フェリー活用読本 谷川　一巳 中央書院
290ナ 世界１３０カ国自転車旅行 中西　大輔 文藝春秋
290ヤ 自転車ロングツーリング入門 山下　晃和 実業之日本社
291イ かわいい鉄道の旅 伊藤　美樹 メディアファクトリー
291オ おでかけトレイン 東京地図出版
291カ 東海道新幹線各駅停車の旅 甲斐　みのり ウェッジ
291サ 日本全国絶景列車の旅 櫻井　寛 世界文化社
291サ 女流阿房列車 酒井　順子 新潮社
291サ シェルパ斉藤の島旅はいつも自転車で 斉藤　政喜 二玄社
291サ 途中下車の愉しみ 櫻井　寛 日本経済新聞出版社
291サ 日本列島ローカル線紀行 櫻井　寛 世界文化社
B291ト 「はとバス」の乗り方・楽しみ方 野田　隆 ＰＨＰ研究所
291フ 船旅デート イカロス出版

291.3チ 輪行するなら千葉にしよう！ 小林　建一 彩流社
291.3ト 都バスで行く東京散歩 加藤　佳一 洋泉社
291.3ト 一日乗車券で出かける東京バス散歩 加藤　佳一 洋泉社
291.3ト 東京屋形船あそび 青幻舎
291.3ト 東京バス散歩 白井　いち恵 京阪神エルマガジン社

291.3ト ぷちバス散歩 講談社 講談社
291.5シ 電車でめぐる富士山の旅 甲斐　みのり ウェッジ
295コ キューバ自転車横断紀行 小林　建一 彩流社
299ク 星の航海術をもとめて ウィル・クセルク 青土社
299マ 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 朝日新聞出版
454ソ 空の旅の自然学 桑原　啓三 古今書院
536ノ 乗って旅する全国ＳＬパーフェクトガイド 野沢　敬次 講談社
536ヒ 旅用自転車ランドナー読本 平野　勝之 山と溪谷社
536ミ 日本全国レトロな乗り物の旅 三沢　春彦 光人社
537ハ はじめてのバイク スタジオタッククリエイティブ

538ア 宇宙旅行ハンドブック エリック・アンダーソン 文藝春秋
538ア 集合、成田。行き先、宇宙。 浅川　恵司 双葉社
538チ チャーリィ古庄の世界の旅客機「捕獲標本」 チャーリィ古庄 イカロス出版

596.4ウ 駅弁読本 上杉　剛嗣 〓出版社
596.4ウ 駅弁掛け紙ものがたり 上杉　剛嗣 けやき出版
596.4コ 全国美味駅弁決定版 小林　しのぶ ＪＴＢパブリッシング
596.4セ 全国五つ星の駅弁・空弁 小林　しのぶ 東京書籍
683ヤ そろそろクルーズはいかがですか 矢島　正枝 カナリア書房
685コ 高速バスの旅ハンドブック　２０１０ ベストカー 講談社
685ヒ 自転車生活の愉しみ 疋田　智 東京書籍
685マ 酷道ｖｓ秘境駅 松波　成行 イカロス出版
686ウ いまこそ楽しみたい新幹線の旅 梅原　淳 ＰＨＰ研究所
686ウ 秘境駅の歩き方 牛山　隆信 ソフトバンククリエイティブ

686サ 女子と鉄道 酒井　順子 光文社
686シ 鉄道旅行週末だけでこんなに行ける！ 所澤　秀樹 光文社
686テ ブルートレイン大全　１９４５～２０１２　増補改訂版 寺本　光照 洋泉社
686ト ＪＲ利用術　とことん知っ得！！ 富田　康裕 自由国民社
686ト とっておき寝台列車の旅 小学館
686ノ 定年からの鉄道ひとり旅 野田　隆 洋泉社
686ミ 魅惑の世界鉄道紀行 三浦　幹男 ケイエム・プランニング
686ミ いま乗っておきたいローカル線！ 南　正時 自由国民社
687サ みんなのマイレージ 櫻井　雅英 ＵＳＥ
687シ 格安エアラインＬＣＣローコストキャリアで飛ぼう 下川　裕治 講談社ビーシー
687チ ホントにある！！世界のビックリ空港探訪記 チャーリィ古庄 イカロス出版
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687ハ パラダイス山元の飛行機の乗り方 パラダイス山元 ダイヤモンド・ビッグ社
687ヤ 空飛ぶビーフはばたくチキン やまかづ 文芸社
748エ 駅舎 日本風景写真協会会員 光村推古書院
785タ カヌー＆カヤック入門 辰野　勇 山と溪谷社
786イ 大東京ぐるぐる自転車 伊藤　礼 東海教育研究所
786イ こぐこぐ自転車 伊藤　礼 平凡社
786オ 人生が変わるキャンピングカー生活大全 大岡　豪 ＷＡＶＥ出版
786オ オートキャンプ教書 地球丸
786キ 今日から“行ける”バイクツーリング ＢｉｋｅＪＩＮ編集部 〓出版社
786シ 車中泊マニュアル 武内　隆 地球丸
786タ 輪行サイクリングのすすめ 田中　真理 グラフィック社
786ハ クルマ旅大全 長谷川　英一 地球丸
B915ア 空旅・船旅・汽車の旅 阿川　弘之 中央公論新社
B915イ バスで田舎へ行く 泉　麻人 筑摩書房
B915イ 旅は青空 池波　正太郎 新潮社
B915サ 深夜特急　１　香港・マカオ 沢木　耕太郎 新潮社
915セ 大空の夢と大地の旅 瀬名　秀明 光文社

B933ウ タイム・マシン Ｈ・Ｇ・ウェルズ 東京創元社
933オ 名もなき人たちのテーブル マイケル・オンダーチェ 作品社
933キ 海のオベリスト Ｃ．デイリー・キング 原書房
B933ス 宝島 スティーヴンスン 光文社
933マ 奇跡の自転車 ロン・マクラーティ 新潮社
935ス チャーリーとの旅 ジョン・スタインベック ポプラ社

B953サ 夜間飛行　改版 サン＝テグジュペリ 新潮社
B953ヘ 八十日間世界一周　上 ヴェルヌ 光文社
B953ヘ 月世界へ行く　新版 ジュール・ヴェルヌ 東京創元社
B953ヘ 八十日間世界一周　下 ヴェルヌ 光文社
973ハ 海の上のピアニスト アレッサンドロ・バリッコ 白水社
B989チ 北欧の旅 カレル・チャペック 筑摩書房

Fア あなたと、どこかへ。 吉田　修一 文藝春秋
BFイ トラップ・ハウス 石持　浅海 光文社
Fキ ギザギザ家族 木下　半太 講談社
Fタ しょっぱいドライブ 大道　珠貴 文芸春秋

JFハ 空色ヒッチハイカー 橋本　紡 新潮社
JFミ 銀河鉄道の夜 宮沢　賢治 集英社

U29セ ＜ＤＶＤ＞世界の車窓から　４ ビクターエンタテインメント

U29セ ＜ＤＶＤ＞世界の車窓から　５ ビクターエンタテインメント

U29セ ＜ＤＶＤ＞世界の車窓から　〔０８〕 ｔｖ　ａｓａｈｉ
U29セ ＜ＤＶＤ＞世界の車窓から　〔１０〕 ｔｖ　ａｓａｈｉ
U29チ ＜ＤＶＤ＞青海チベット鉄道
U53ニ ＜ＤＶＤ＞ニッポンの蒸気機関車 ＴＢＳ
U54エ ＜ＤＶＤ＞栄光のトップスターＥＦ６５　５３５ テラダプロジェクト
U72フ ＜ＤＶＤ＞銀河鉄道の夜 藤城　清治 コロムビアミュージックエンタテインメント
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