
 ２０１７年４月特集展示「世界に目を向けて」

請求記号 書名 著者名 出版者名
070カ フォトジャーナリストが見た世界 川畑　嘉文 新評論
J159イ 僕らが世界に出る理由 石井　光太 筑摩書房
196フ ヨーロッパ聖地巡礼 イアン・ブラッドリー 創元社
211カ 日本人は世界をいかにみてきたか 河合　敦 ベストセラーズ
220ア 日本人が知らないアジア人の本質 麻生川　静男 ウェッジ
223マ わたしが見たポル・ポト 馬渕　直城 集英社
224フ アメリカに喧嘩を売る国 古谷　経衡 ベストセラーズ
280イ 現代世界の女性リーダーたち 石井　貫太郎 ミネルヴァ書房

289.1オ 緒方貞子戦争が終わらないこの世界で 小山　靖史 ＮＨＫ出版
290サ 奇界紀行 佐藤　健寿 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
290ス 図説世界の地域問題 漆原　和子 ナカニシヤ出版
290セ 世界ダークツーリズム 洋泉社編集部 洋泉社
290セ 世界の辺境案内 蔵前　仁一 洋泉社
290タ 世にも奇妙なマラソン大会 高野　秀行 本の雑誌社
290ナ 世界のどこかで居候 中山　茂大 リトルモア
290ハ ３６５日、今日行くべき世界で一番すばらしい場所 サラ・バクスター 日東書院本社
290フ 世界の市場めぐり ジョン・ブラントン 日経ナショナルジオグラフィック社

292オ 森とほほ笑みの国ブータン 大谷　映芳 木楽舎
B292マ アジア「罰当たり」旅行　改訂版 丸山　ゴンザレス 彩図社
292ミ ７５歳のエベレスト 三浦　雄一郎 日本経済新聞出版社
292ミ 素顔のアジア 三井　昌志 ソフトバンククリエイティブ

292ミ 見えないアジアを歩く 見えないアジアを歩く編集委員会 三一書房
B292ヨ マイナス５０℃の世界 米原　万里 角川学芸出版
293ク ラトヴィアの蒼い風　清楚な魅力のあふれる国 黒沢　歩 新評論
293タ ジプシーにようこそ！ たかの　てるこ 幻冬舎
294ヨ ヨシダ、裸でアフリカをゆく ヨシダ　ナギ 扶桑社
297ニ 面白南極料理人 西村　淳 春風社

B302エ イラクからの報告 江川　紹子 小学館
302ス 図説・ゼロからわかる世界情勢地図の読み方 世界情勢を読む会 実務教育出版

302.2ア 変わる中国　「草の根」の現場を訪ねて 麻生　晴一郎 潮出版社
302.2イ トモダチニナルタメニ　アフガニスタンが教えてくれたこと 今川　夏如 新日本出版社
302.2ナ インドのことはインド人に聞け！ 中島　岳志 講談社
302.2ハ イラクの中心で、バカとさけぶ 橋田　信介 アスコム
302.2ヘ ルポ終わらない戦争 別府　正一郎 岩波書店
302.2ヨ イラク崩壊 吉岡　一 合同出版
302.3フ 不思議フランス　魅惑の謎 藤野　敦子 春風社
302.4オ ぼくらのアフリカに戦争がなくならないのはなぜ？ 小川　真吾 合同出版
302.4オ 空から降ってきた男 小倉　孝保 新潮社
302.4タ 謎の独立国家ソマリランド 高野　秀行 本の雑誌社
302.4タ サンダルで歩いたアフリカ大陸 高尾　具成 岩波書店
302.4タ 恋するソマリア 高野　秀行 集英社
302.5サ ハイチ圧制を生き抜く人びと 佐藤　文則 岩波書店
309ヤ マオキッズ 八木澤　高明 小学館
J314ハ 話したくなる世界の選挙 コンデックス情報研究所 清水書院
316イ 二〇一〇年の南アフリカ 伊高　浩昭 長崎出版
316カ ドキュメントアメリカ先住民 鎌田　遵 大月書店
316ネ ブータン　「幸福な国」の不都合な真実 根本　かおる 河出書房新社
316ヘ ルポ過激派組織ＩＳ 別府　正一郎 ＮＨＫ出版
319イ 国際問題がわかる！世界地図の読み方 池上　彰 小学館
319ミ 日本人が知らない国際情勢の真実 宮家　邦彦 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
319ヨ よくわかる世界の紛争　最新版図説　２０１７ 毎日新聞外信部 毎日新聞出版
319ワ 硝煙の向こうの世界　渡部陽一が見た紛争地域 渡部　陽一 講談社
319.8フ フォトジャーナリスト１３人の眼 日本ビジュアル・ジャーナリスト協会 集英社
329カ 国際社会で働く 嘉治　美佐子 ＮＴＴ出版
333ク 世界を見る目危機を見る目 黒田　東彦 日経ＢＰ社
333ト グローバリズムが世界を滅ぼす エマニュエル・トッド 文藝春秋

338.9イ 池上彰のアフリカビジネス入門 池上　彰 日経ＢＰ社
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360ハ フォト・ドキュメンタリー人間の尊厳 林　典子 岩波書店
361.4カ こんなにちがうヨーロッパ各国気質 片野　優 草思社
361.6ハ クー・クラックス・クラン 浜本　隆三 平凡社
367.2キ 切除されて キャディ ヴィレッジブックス
367.2タ 日本の女性がグローバル社会で戦う方法 谷本　真由美 大和書房
367.2ワ わたしは１３歳、学校に行けずに花嫁になる。 プラン・ジャパン 合同出版
367.4サ 日本人の国際結婚　カナダからの報告 サンダース宮松敬子 彩流社
B368イ 絶対貧困 石井　光太 新潮社
368.2オ ＳＬＵＭ　世界のスラム街探訪 小神野　真弘 彩図社
368.2シ 世界の貧困　１日１ドルで暮らす人びと ジェレミー・シーブルック 青土社
J370タ 世界で大活躍できる１３歳からの学び 高橋　一也 主婦と生活社
372コ こんなに違う！世界の国語教科書 二宮　皓 メディアファクトリー
372サ ネパールに学校をつくる 酒井　治孝 東海大学出版部
382キ 世界の少数民族文化図鑑 ピアーズ・ギボン 柊風舎
382コ 世界を動かす少数民族 高　やすはる 幻冬舎メディアコンサルティング

382ト こっそり教える「世界の非常識」１８４ 斗鬼　正一 講談社
383.8セ 世界で一番恐ろしい食べ物 ニール・セッチフィールド エクスナレッジ
383.8モ 食べもの記 森枝　卓士 福音館書店
383.9コ 世界の不思議な家を訪ねて 小松　義夫 角川書店
385.4ハ キルギスの誘拐結婚 林　典子 日経ナショナルジオグラフィック社

388.8フ 世界の常識ｖｓ日本のことわざ 布施　克彦 ＰＨＰ研究所
471ノ 世界の四大花園を行く　カラー版 野村　哲也 中央公論新社
528ク 世界の変なトイレ モーナ・Ｅ．グレゴリー エクスナレッジ
538ア 集合、成田。行き先、宇宙。　宇宙旅行会社、始動 浅川　恵司 双葉社
539シ 独仏「原発」二つの選択 篠田　航一 筑摩書房
559モ 核に蝕まれる地球 森住　卓 岩波書店
601シ スローシティ 島村　菜津 光文社
611ハ ありあまるごちそう エルヴィン・ヴァーゲンホーファー 武田ランダムハウスジャパン

654イ 世界の森林破壊を追う 石　弘之 朝日新聞社
664イ 鯨人 石川　梵 集英社
748セ 世界の廃墟図鑑 キーロン・コノリー 原書房
748セ 世界の絶景の家 エクスナレッジ
748ネ 彼らがいなくなる前に ジミー・ネルソン パイインターナショナル

783.4イ フットボールｄｅ国歌大合唱！ いとうやまね 東邦出版
802ハ 亡びゆく言語を話す最後の人々 Ｋ．デイヴィッド・ハリソン 原書房
B915カ マレー蘭印紀行　改版 金子　光晴 中央公論新社
B915キ ブータンしあわせ旅ノート 岸本　葉子 角川学芸出版
B915シ あやしい探検隊アフリカ乱入 椎名　誠 山と溪谷社
915シ 秘密のミャンマー 椎名　誠 小学館
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
915ユ ピョンヤンの夏休み　わたしが見た「北朝鮮」 柳　美里 講談社
B935ク さあ、あなたの暮らしぶりを話して アガサ・クリスティー 早川書房
U36ミ ＜ＤＶＤ＞未来を写した子どもたち ロス・カウフマン アットエンタテインメント

U37セ ＜ＤＶＤ＞世界の果ての通学路 パスカル・プリッソン ＫＡＤＯＫＡＷＡ
U61ア ＜ＤＶＤ＞ありあまるごちそう エルヴィン・ヴァーゲンホーファー アンプラグド
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