
 ２０１６年５月特集展示「旅のコンシェルジュ　篠崎」

請求記号 書名 著者名 出版者名
069ト 東京マニアック博物館 町田　忍 メイツ出版
175ト 東京周辺ご朱印めぐり旅乙女の寺社案内 「江戸楽」編集部 メイツ出版
182タ アジア聖地行 滝口　鉄夫 論創社
185ノ アジア古寺巡礼 野地　秩嘉 静山社
186シ 知っておきたい日本の札所めぐり歩き方・楽しみ方徹底ガイドブック 八木　透 メイツ出版
209タ 戦争遺産探訪　日本編 竹内　正浩 文藝春秋
220ウ 廃墟巡礼 宇佐美　圭司 平凡社
227オ カッパドキア 大村　幸弘 集英社
227ヒ 地中海シルクロード遺跡の旅 樋口　隆康 日本放送出版協会

W290サ 奇界遺産 佐藤　健寿 エクスナレッジ
W290サ 奇界遺産　２ 佐藤　健寿 エクスナレッジ
290シ 地元の人しか知らない素敵な場所 ナショナルジオグラフィックトラベラー 日経ナショナルジオグラフィック社

290ス 高度１万メートルからの地球絶景 杉江　弘 講談社
290ス 絶対に行けない世界の非公開区域９９ ダニエル・スミス 日経ナショナルジオグラフィック社

290セ 世界の城塞都市 千田　嘉博 開発社
290セ 世界ダークツーリズム 洋泉社編集部 洋泉社
290セ 世界　伝説と不思議の物語 パイインターナショナル

290チ 珍国巡礼 イカロス出版
290ヒ 秘密の地下世界 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ワ Ｗｏｎｄｅｒｆｕｌ　Ｗｏｒｌｄ Ａ－Ｗｏｒｋｓ Ａ－Ｗｏｒｋｓ
291イ 民話と伝承の絶景３６ 石橋　睦美 山と溪谷社
291キ ニッポンの滝１００選 北中　康文 学研パブリッシング
291ク クラシックホテルさんぽ インク・インコーポレーション グラフィック社
291ニ ニッポンの洞窟 イカロス出版
291ニ 日本の夜景絶景ｓｐｏｔ５０ 渋川　育由 河出書房新社
291.3ト 水路をゆく　東京の川・運河を巡りつくす！！ イカロス出版
291.3ト 東京洞窟厳選１００ 中野　純 講談社
291.3ト 東京天然温泉ガイド メディアパル
291.3ト 東京の銭湯＆温泉 メディアパル
291.6ナ 奈良の平日 浅野　詠子 講談社
292イ 雲南の豚と人々 伊藤　真理 ＪＴＢ
292シ 世にも不思議なソコトラ島 新開　正 彩図社
292ハ カッパドキア 萩野矢　慶記 東方出版
293ク バルカンの花、コーカサスの虹 蔵前　仁一 旅行人

383.8シ 食の地図 帝国書院編集部 帝国書院
386ス 日帰りで行く関東の祭り 杉岡　幸徳 かんき出版
387サ 東京街角お地蔵・稲荷・石塔めぐり 佐藤　テツ 廣済堂出版
388マ 世界伝説歴史地図 ジュディス・Ａ．マクラウド 原書房
440ウ 宇宙旅行ガイド 福江　純 丸善
454セ 世界でいちばん美しい洞窟、魅惑の石窟 ＭｄＮ編集部 エムディエヌコーポレーション

455シ 地球全史の歩き方 白尾　元理 岩波書店
458ミ いい感じの石ころを拾いに 宮田　珠己 河出書房新社
471ノ 世界の四大花園を行く 野村　哲也 中央公論新社
480イ 岩合光昭と動物園・水族館を歩く 岩合　光昭 朝日新聞出版
480ト どうぶつアイドルに会いたい！ ジエ・エー・エフ出版社
487ナ クマノミ全種に会いに行く 中村　庸夫 平凡社
488ナ ペンギン全種に会いに行く 中村　庸夫 平凡社
489ワ イルカと泳ごう！ヒーリングアイランド小笠原 若月　佑輝郎 ビオ・マガジン
510セ 潜入！ＴＯＫＹＯ地下ダンジョン 宝島社
510ニ ニッポンの穴紀行 西牟田　靖 光文社
520キ 奇想遺産　２ 新潮社
520キ 奇想遺産 鈴木　博之 新潮社
523カ イタリア古寺巡礼 金沢　百枝 新潮社
523コ ここだけは行ってみたい　城のある景色 ピエ・ブックス
523セ 世界の絶景　お城＆宮殿 学研パブリッシング
523ヨ 洋館さんぽ　ＷＥＳＴ　にしにほんへん インク・インコーポレーション グラフィック社
523ヨ 洋館さんぽ　ＥＡＳＴ　ひがしにほんへん インク・インコーポレーション グラフィック社
526コ 可笑しなホテル ベティーナ・コバレブスキー 二見書房
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

1 江戸川区立篠崎図書館



 ２０１６年５月特集展示「旅のコンシェルジュ　篠崎」

請求記号 書名 著者名 出版者名
538ク 宇宙旅行 イアン・グラハム ランダムハウス講談社
538ス 宇宙で暮らす！ Ｇ．ハリー・スタイン 築地書館
596キ 京都の川床１１０ リーフ・パブリケーションズ リーフ・パブリケーションズ

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
629イ フランス庭園の旅 巖谷　國士 平凡社
653セ 世界の巨樹と絶景の森 濱野　周泰 学研パブリッシング
686イ 鉄道ファンのためのトレインビュー・ホテル 伊藤　博康 東京堂出版
686オ モスクワ地下鉄 岡田　讓 東洋書店
689オ 京都美の気配　老舗の宿「俵屋」を撮る 大川　裕弘 ピエ・ブックス
689ト ノスタルジック・ホテル物語 富田　昭次 平凡社
689ト 山の上ホテル物語 常盤　新平 白水社
689モ 山の上ホテルの流儀 森　裕治 河出書房新社
689ヤ 百年の品格クラシックホテルの歩き方 山口　由美 新潮社
706ナ 直島瀬戸内アートの楽園 秋元　雄史 新潮社
718フ 仏像探訪　戦国武将が愛した伝説の仏像たち 〓出版社
748シ 地下水道 白汚　零 草思社
751ミ 欧州（ヨーロッパ）陶磁紀行 南川　三治郎 世界文化社
751ミ 欧州（ヨーロッパ）ガラス紀行 南川　三治郎 世界文化社
751ヤ やきものを楽しむ旅 世界文化社
760タ 絶対行きたい！世界の音楽祭 田中　良幸 ヤマハミュージックメディア

766イ ひとりでも行けるオペラ極楽ツアー 石戸谷　結子 朝日新聞出版
771セ 世界で一番美しい劇場 エクスナレッジ
778ア アニメ探訪真聖地巡礼ガイド 真聖地巡礼委員会 カンゼン
778メ 名作アニメの風景５０ ピエ・ブックス

B786タ ツール・ド・フランスを見に行きたい！ たなか　そのこ 〓出版社
904タ 立松和平の旅する文学 立松　和平 洋々社
910サ 作家の旅 コロナ・ブックス編集部 平凡社
910サ 作家と温泉 草【ナギ】　洋平 河出書房新社
910ス 須賀敦子が歩いた道 須賀　敦子 新潮社
910フ 「文学」の地図帳 渡部　芳紀 技術評論社
912イ 箱根強羅ホテル 井上　ひさし 集英社
914イ なぎさホテル 伊集院　静 小学館
914ウ 明日は、いずこの空の下 上橋　菜穂子 講談社
914カ 世界中で迷子になって 角田　光代 小学館
914コ 幸田文旅の手帖 幸田　文 平凡社

B915イ あるシネマディクトの旅 池波　正太郎 文藝春秋
B915オ 東京骨灰紀行 小沢　信男 筑摩書房
915カ あしたはドロミテを歩こう 角田　光代 岩波書店

B915シ エーゲ海の頂に立つ 真保　裕一 集英社
915シ ニッポンありゃまあお祭り紀行 椎名　誠 カラット
915シ クレタ、神々の山へ 真保　裕一 岩波書店
915シ メコン・黄金水道をゆく 椎名　誠 集英社
915ス 地球を走る　アメリカ横断オートバイ旅行記 鈴木　光司 集英社

B915セ 寝台急行「昭和」行 関川　夏央 中央公論新社
915タ イギリス、湖水地方を歩く 谷村　志穂 岩波書店
915ツ 古寺巡礼 辻井　喬 角川春樹事務所
915ム 辺境・近境 村上　春樹 新潮社
915モ 女三人のシベリア鉄道 森　まゆみ 集英社
915ユ ピョンヤンの夏休み 柳　美里 講談社
B935ケ 孤独な旅人 Ｊ．ケルアック 河出書房新社
935ス チャーリーとの旅 ジョン・スタインベック ポプラ社
935ワ 世界しあわせ紀行 エリック・ワイナー 早川書房

B953ヘ 海底二万里 ジュール・ヴェルヌ 東京創元社
B953ヘ 地底旅行 ジュール・ヴェルヌ 東京創元社
K3-21 東京の「痕跡」 遠藤　ユウキ 同文舘出版
U29シ ＜ＤＶＤ＞シベリア鉄道
U29チ ＜ＤＶＤ＞青海チベット鉄道
U31キ ＜ＤＶＤ＞奇跡の島　沖ノ鳥島 東京都 毎日映画社
U52ト ＜ＤＶＤ＞東京遺産　第１巻 ＴＯＫＹＯ　ＦＭ出版
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