
タイトル 著者名 出版社 出版年 背ラベル

世界ふしぎワンダーランドspot50 渋川 育由／編 河出書房新社 2011 290.87/ｾｶ

世界で一番美しいお花畑への旅 - エクスナレッジ 2013 290.87/ｾｶ

世界で一番美しい森への旅 - エクスナレッジ 2013 290.87/ｾｶ

世界の雪景色 海野 弘／解説 パイインターナショナル 2014 290.87/ｾｶ

空から見た美しき世界 ナショナルジオグラフィック／編著 日経ナショナルジオグラフィック社 2014 290.87/ｿﾗ

地球一周空の旅 PPS通信社／写真 パイインターナショナル 2011 290.87/ﾁｷ

地球神秘の現象をめぐる旅 - パイインターナショナル 2013 290.87/ﾁｷ

ナショナルジオグラフィックが見た地球の絶景 幾島 幸子／訳 日経ナショナルジオグラフィック社 2012 290.87/ﾅｼ

秘密の地下世界 ナショナルジオグラフィック／編著 日経ナショナルジオグラフィック社 2015 290.87/ﾋﾐ

まるで童話のような、世界のかわいい村と美しい街 - パイインターナショナル 2015 290.87/ﾏﾙ

世界の城塞都市 千田 嘉博／監修 開発社 2014 290.9/ｾｶ

NHK世界で一番美しい瞬間(とき) NHK『世界で一番美しい瞬間』制作班／編 三笠書房 2015 290.93/ｴﾇ

世界の果てのありえない場所 トラビス・エルボラフ／著 日経ナショナルジオグラフィック社 2017 290.93/ｴﾙ

世界のクルーズ旅 ナショナルジオグラフィック／編 日経ナショナルジオグラフィック社 2012 290.93/ｾｶ

世界一うつくしい植物園 木谷 美咲／文 エクスナレッジ 2016 470.7/ｷﾔ

死ぬまでに見たい!絶景の橋 - エクスナレッジ 2015 515/ｼﾇ

世界で一番美しい宮殿 中島 智章／監修 エクスナレッジ 2014 520.8/ｾｶ

世界の美しい空港 - 宝島社 2012 526.6/ｾｶ

世界の美しい色の町、愛らしい家 - エクスナレッジ 2015 527/ｾｶ

何度でも行きたい世界のトイレ ロンリー・プラネット／編 河出書房新社 2016 528.1/ﾅﾝ

世界の美しい庭園図鑑 大野 暁彦／監修 エクスナレッジ 2016 629.2/ｾｶ

世界で一番美しい山岳鉄道 - エクスナレッジ 2015 686.2/ｾｶ

世界で一番美しい駅舎 - エクスナレッジ 2014 686.5/ｾｶ

新世界の路地裏 - ピエ・ブックス 2008 748/ｼﾝ

世界のきらめくイルミネーション グラフィック社編集部／編 グラフィック社 2016 748/ｾｶ

絶景!世界の山小屋 グラフィック社編集部／編 グラフィック社 2016 786.1/ｾﾞｯ

ほか
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タイトル 著者名 出版社 出版年 背ラベル

スマイル! 小口 良平／著 河出書房新社 2017 290.9/ｵｸﾞ

世界は球の如し 熊田 忠雄／著 新潮社 2013 290.9/ｸﾏ

いま生きているという冒険 石川 直樹／著 理論社 2006 290/ｲｼ

インドおもしろ不思議図鑑 松本 栄一／編 新潮社 1996 292.5/ｲﾝ

シルクロード歴史と今がわかる事典 大村 次郷／著 岩波書店 2010 292/ｵｵ

ドイツで100年続くもの 見市 知／著 産業編集センター 2015 293.4/ﾐｲ

歩いてまわる小さなパリ 荻野 雅代／著 大和書房 2011 293.53/ｵｷﾞ

スペイン美・食の旅 菅原 千代志／著 平凡社 2013 293.6/ｽｶﾞ

旅するリトアニア 口尾 麻美／[著] グラフィック社 2014 293.88/ｸﾁ

アフリカにょろり旅 青山 潤／著 講談社 2007 294.81/ｱｵ

人類発祥の地アフリカ 関野 吉晴／著 小峰書店 2004 294/ｾｷ

めぐる季節の物語 星野 道夫／著 新日本出版社 2010 295/ﾎｼ

カランバ!アマゾン奥地へ向かう 高野 潤／著 理論社 2008 296/ﾀｶ

歩きたくなるHawaii 近藤 純夫／著 亜紀書房 2012 297.6/ｺﾝ

会社員自転車で南極点に行く 大島 義史／著 小学館クリエイティブ 2016 297/ｵｵ

世界中からいただきます! 中山 茂大／文 偕成社 2016 383/ﾅｶ

鉄道ひとり旅入門 今尾 恵介／著 筑摩書房 2011 686/ｲﾏ

行かずに死ねるか! 石田 ゆうすけ／[著] 幻冬舎 2007 B290.9/ｲｼ

若き数学者のアメリカ 藤原 正彦／著 新潮社 2003 B295.3/ﾌｼﾞ

日本人が驚く中南米33カ国のお国柄 造事務所／編著 PHP研究所 2014 B295.5/ﾆﾎ

極北に駆ける 植村 直己／著 文藝春秋 2011 B297.8/ｳｴ
ほか

タイトル 著者名 出版社 出版年 背ラベル

明日は、いずこの空の下 上橋 菜穂子／著 講談社 2014 914.6/ｳｴ

異国を楽しむ 池内 紀／著 中央公論新社 2007 915.6/ｲｹ

北欧へ行こう 池田 あきこ／著 エム・ピー・シー 2007 915.6/ｲｹ

旅する力 沢木 耕太郎／著 新潮社 2008 915.6/ｻﾜ

エストニア紀行 梨木 香歩／[著] 新潮社 2012 915.6/ﾅｼ

辺境・近境 村上 春樹／著 新潮社 1998 915.6/ﾑﾗ

ラオスにいったい何があるというんですか? 村上 春樹／著 文藝春秋 2015 915.6/ﾑﾗ

西遊記　上・中・下 呉 承恩／作 岩波書店 2001 923/ｺﾞｼ

まぬけなワルシャワ旅行 I.B.シンガー／作 岩波書店 2000 929/ｼﾝ

プリデイン物語 ロイド・アリグザンダー／作 評論社 1972 933/ｱﾚ

オリエント急行殺人事件 クリスティ／作 ポプラ社 2005 933/ｸﾘ

第九軍団のワシ ローズマリ・サトクリフ／作 岩波書店 2007 933/ｻﾄ

ガリヴァー旅行記 スウィフト／作 岩波書店 2001 933/ｽｳ

宝島 スティーヴンスン／作 岩波書店 2000 933/ｽﾃ

二つの旅の終わりに エイダン・チェンバーズ／作 徳間書店 2003 933/ﾁｴ

ロビンソン・クルーソー デフォー／作 岩波書店 2004 933/ﾃﾞﾌ

十五少年漂流記 ベルヌ／作 ポプラ社 2005 953/ｳﾞｴ

海底二万海里 上・下 J.ベルヌ／作 福音館書店 2005 953/ｳﾞｴ

ドン・キホーテ セルバンテス／作 岩波書店 2000 963/ｾﾙ

アルケミスト パウロ・コエーリョ／著 地湧社 1994 969.3/ｺｴ
ほか 山梨県立図書館
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