
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「僕がこの旅に出たのは大学四年次であった。もちろ
ん仏教のことなど何も知らない。就職活動を放棄し
て四国行きの深夜バスに飛び乗ったのである。」

「この旅に出て僕に少しだけ変化したことがあるとす
れば、それはちょっとだけ人間を好きになったこと」

僕が遍路になった理由(わけ) : 野宿で行
く四国霊場巡りの旅 / 早坂 隆

四国八十八カ所霊場巡り、全行程約1400Km。テントも寝袋も持たない
徒歩旅行。心にしみ入る森の静けさ、海の広がり、忘れられない出会いと
親切。日本の原風景の中で心洗われてゆく歩き旅を描く。

第2開架閲覧室
186.9||H47

0697774

配架場所 資料ID

旅行先は国内でお探しですか？
では、思い切って歩いて旅に出てみては？

こんないい季節はどこかに出かけたく

なりますね！そんなあなたに旅行に

まつわる物語、エッセイなどをご紹介。

どこへでも行ける素敵な旅をご案内し

ます！

ココが

心に残る

ポイント！

女子鉄道ファンの先駆者である著者が、餘部鉄橋、「あさかぜ」「さくら」
リニアモーターカーから痴漢問題、Suicaペンギン、鉄道と睡眠の考察ま
で、男性とは全く異なる視点から鉄道を綴ったエッセイ。

0766643
第2開架閲覧室
936||Ku78

第2開架閲覧室
914.6||Sa29

0787398

配架場所 資料ID

配架場所 資料ID

シャドウ・ダイバー : 深海に眠るUボートの謎を解

き明かした男たち / ロバート・カーソン

1991年、レックダイバーがアメリカ・ニュージャージー州沖の海底で第2
次世界大戦時のUボートを発見するものの、沈没の記録が見つからな
い。ダイバーたちは歴史から忘れられたUボートの全貌解明を試みる…。

女子と鉄道 / 酒井 順子

著者は列車に乗ったら寝てしまうくらい、ゆる～い鉄
道好き。マニアじゃなくても、鉄道は好きになって良
い！と自信が持てます。

まるで自分も一緒に水深70ｍにいるかのような緊迫
感、Uボートの調査への飽くなき好奇心、ダイバーた
ちが織り成す人間ドラマに胸が熱くなります‼

普通の旅では物足りない？
では、謎に満ちたこんな旅行先はいかがでしょう…

何も考えずにのんびりしたい？
そんなあなたには、こんな旅をご提案します

ココが

おすすめ！

ココが

おすすめ！

銅像歴史散歩 / 墨威 宏

古事記 : 日本の原風景を求めて / 梅原 猛 他

0860170

幻島図鑑 : 不思議な島の物語  / 清水 浩史

本好きのためのウォーキング入門 / 武村 岳男

第2開架閲覧室
291.09||Sh49

犬の伊勢参り / 仁科 邦男
第2開架閲覧室
175.8||N85

第2開架閲覧室
388.1||Y91

0848541

0842581

0707912日本伝説紀行ガイド / 吉元 昭治

第2開架閲覧室
216.2||N83

0872719

第2開架閲覧室
291.09||Ta63

ニッポン周遊記 : 町の見つけ方・歩き方・つく
り方 / 池内 紀

地球のはぐれ方 : 東京するめクラブ / 村上春樹 他

地霊に導かれ、怨霊の声を頼りに京都の町中を歩く。そこから見えてく
る、本物の京都の姿とは? 「中世」をキーワードに、神と仏、聖と穢が繰り
広げる怪しい京都の奥深く、地下水脈に潜入する。これまでにない、まっ
たくユニークな京都案内。

第2開架閲覧室
913.2||K-U

0866395

第2開架閲覧室
915.6||I35

0853793

第2開架閲覧室
915.6||Mu43

0756665

京都異界紀行 / 西川 照子

0839343

0798159

北海道地名をめぐる旅 / 合田　一道

ニッポン神社紀行 : いま神さまがおもしろい
/ 大野 芳

北海道関係図書ｺｰﾅｰ

291.1||G55

第2開架閲覧室
175||O67

第2開架閲覧室
715||Su57

0873161

配架場所 資料ID

日本のことは意外と知らない。

身近なのに新たな発見がたくさん！

旅の発見 / 日本エッセイスト・クラブ編 0776991

0844653

第2開架閲覧室
913.6||H11

0806479

第2開架閲覧室
913.6||Y86

0811737

第2開架閲覧室
914.6||Ta12

第2開架閲覧室
933||P21

0729374

第2開架閲覧室
933||D53

0797979

第2開架閲覧室
933||Sw7

0786207

恋をしよう。夢をみよう。旅にでよう。 / 角田 光代

本のなかの旅 / 湯川 豊

旅立つ理由 / 旦 敬介

あの空の下で / 吉田 修一

号泣する準備はできていた / 江國 香
　　　　　　　　　　　　(『現代女性文学を読む』に収録)

デイヴィー荒野の旅 / エドガー・パングボーン

第2開架閲覧室
913.6||D35

0848611

第2開架閲覧室
913.68||G34

0785139

第2開架閲覧室
914.6||Ka28

0776196

オス猫のナナは5年前にサトルに拾われ、幸せにくらしてきた。事情が
あってナナを手放すことになったサトルは、引き取り手をさがすため、銀
色のワゴンに乗って旅に出る。サトルとナナが出会う、素敵な風景、なつ
かしい人々。そしてついに一人と一匹の最後の旅が始まる…。

走ル / 羽田 圭介

旅猫リポート / 有川 浩

配架場所 資料ID

0845997

第2開架閲覧室
913.6||A71

第2開架閲覧室
902||Y97

完訳ロビンソン・クルーソー / ダニエル・デフォー

ガリヴァー旅行記 / ジョナサン・スウィフト原作

あなたにとって旅とは何だろう？

旅での出会いは新たな気づきを与えて

くれる。想像の旅にさあ出かけよう！

チャーリーとの旅 / ジョン・スタインベック

星の王子さま : 新訳  / サンテグジュペリ 0767508

第2開架閲覧室
963||C29||1,2

0845637

第2開架閲覧室
935||St3

0791605

第2開架閲覧室
953||Sa22

ドン・キホーテ : 新訳(前・後編) / セルバンテス

文庫本コーナー
B953||V62

0670338

2001年宇宙の旅 / アーサー・C.クラーク
文庫本コーナー
B933||C76

0670644

路上 / ジャック・ケルアック

文庫本コーナー
B913.6||Sh29
||1,4-11,17-19

0863002
他

文庫本コーナー
B933||Ke57

0669073

文庫本コーナー
B953||V62||1,2

0817316
0817315

文庫本コーナー
B953||V62

0849604

十五少年漂流記 / ジュール・ヴェルヌ

八十日間世界一周(上・下) / ジュール・ヴェルヌ

アルケミスト : 夢を旅した少年 / パウロ・コエー
リョ

キノの旅 : the beautiful world
/ 時雨沢 恵一

地底旅行 / ジュール・ヴェルヌ

文庫本コーナー
B969||C83

0660723

第2開架閲覧室
388.1||Ta33

0768725

この地球(ほし)を受け継ぐ者へ / 石川 直樹

配架場所 資料ID

星宙(ほしぞら)の飛行士 / 油井亀美也

他

グレートジャーニー : 地球を這う / 関野 吉晴

 (1.南米～アラスカ篇、2.ユーラシア～アフリカ篇 )

第2開架閲覧室
538.9||Y97

0874531

第2開架閲覧室
290.9||I76

0706718

第2開架閲覧室
290.9||Se37

||1,2

0734342
0769502

油井宇宙飛行士の初の単行本。 宇宙から宇宙を撮影した、他では見られ
ない貴重な写真の数々を撮影時のエピソードを交えながら1点1点紹介
している。天体マニアである油井宇宙飛行士しか話せない宇宙空間での
「星の探し方」など内容盛りだくさん！

旅するシネマ / 秋山 秀一
第2開架閲覧室
778.04||A38

0697431

浦島太郎はどこへ行ったのか / 高橋 大輔

人とは違う旅がしたい。

もっとロマンを求めたい。

旅の限界に挑む!? ワンランク上の旅。

わたしとバスク / 長尾 智子

深夜特急 (1～3) / 沢木 耕太郎
第2開架閲覧室
915.6||Sa94
||1-3

0338871
0338872
0338873

第2開架閲覧室
294.34||O43

0765251

第2開架閲覧室
294.8||A58

世界一周夢の旅図鑑 / ジョン・マン 他

著者が大学卒業後、2年間かけてユーラシア大陸からアフリカ大陸の47
か国を旅した記録エッセイ。その旅で出会ったのは、イメージとはかけ離
れた世界の人々の姿。バスのトラブル、体調不良、治安の悪さなど様々な
問題が降りかかるが、それでも作者は自分の感覚に従って、旅を続ける。

0791627

第2開架閲覧室
292.09||N37

0824172

突然ですが、僕モロッコ行ってきます
: サハラ→ドバイ旅日記 / 岡村 豊彦

アフリカにょろり旅  / 青山 潤

表参道のセレブ犬とカバーニャ要塞の野良
犬 / 若林 正恭

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

第2開架閲覧室
293.809||Sa85
||1,2

0868440
0868534

第2開架閲覧室
290.9||Se22

0800034

第2開架閲覧室
292.09||Ta47

0701640

第2開架閲覧室
293.609||N17

0789126

十五の夏 (上・下) / 佐藤 優

ガンジス河でバタフライ / たかの てるこ

エキゾ音楽超特急 / サラーム海上

第2開架閲覧室
295.91||W17

1002632

第2開架閲覧室
297.609||O26

0771855

第2開架閲覧室
762||Sa69

0811964

インパラの朝 : ユーラシア・アフリカ大陸
684日 / 中村 安希

配架場所 資料ID

外国に行ったことがある人もない人も。

本を広げるとそこは異国の地。

準備いらずの海外旅行はこちらへどうぞ。

女子鉄道ファンの先駆者である著者が、餘部鉄橋、「あさかぜ」「さくら」
リニアモーターカーから痴漢問題、Suicaペンギン、鉄道と睡眠の考察ま
で、男性とは全く異なる視点から鉄道を綴ったエッセイ。

0766643
第2開架閲覧室
936||Ku78

第2開架閲覧室
914.6||Sa29

0787398

配架場所 資料ID

配架場所 資料ID

シャドウ・ダイバー : 深海に眠るUボートの謎を解

き明かした男たち / ロバート・カーソン

1991年、レックダイバーがアメリカ・ニュージャージー州沖の海底で第2
次世界大戦時のUボートを発見するものの、沈没の記録が見つからな
い。ダイバーたちは歴史から忘れられたUボートの全貌解明を試みる…。

女子と鉄道 / 酒井 順子

著者は列車に乗ったら寝てしまうくらい、ゆる～い鉄
道好き。マニアじゃなくても、鉄道は好きになって良
い！と自信が持てます。

まるで自分も一緒に水深70ｍにいるかのような緊迫
感、Uボートの調査への飽くなき好奇心、ダイバーた
ちが織り成す人間ドラマに胸が熱くなります‼

普通の旅では物足りない？
では、謎に満ちたこんな旅行先はいかがでしょう…

何も考えずにのんびりしたい？
そんなあなたには、こんな旅をご提案します

ココが

おすすめ！

ココが

おすすめ！

おうち時間は大切！ 

だけどやっぱりどこかへ出かけたい！ 

そんなあなたに気軽に旅行気分を味わえる物語

やエッセイなどを紹介します。 

一冊一冊が様々な世界を体験させてくれる旅の

入口です。 

どこへでも行ける素敵な旅をご案内します。 

 

展示場所：第2開架閲覧室入口 

展示期間：11月末日まで 

た び ぼ ん

“旅行”をテーマとした展示を開催中です‼


