
登録番号 書名/著者 親書誌 出版事項 請求記号 コーナー
1 000156485 Powers of ten : 宇宙・人間・素粒子をめぐる大きさの旅 / フィリップ・モリソン     日経サイエンス , 198404/MO
2 000126018 ソウルの達人 : 完全版 / 黒田福美 三五館, 1999.11 292.1/KU 海外
3 000133369 中国の神髄 (コンプリート・ガイドブック新潮社, 2001.04 292.2/C 海外
4 000132942 必読!中国旅行ハンドブック : これだけは知っておきたい旅のアドバイスと中   DHC, 2001.04 292.2/P 海外
5 000135523 インドシナの珠玉 (コンプリート・ガイドブック新潮社, 2001.12 292.3/I 海外
6 000127595 フランス / ローズマリー・ベイリー 著 (ナショナルジオグラフィッ日経ナショナルジオグ  293.5/B 海外
7 000127276 ナポリと南イタリアを歩く / 小森谷賢二 (とんぼの本) 新潮社, 1999.11 293.7/KO 海外
8 000121252 ローマ古代散歩 / 小森谷慶子 (とんぼの本) 新潮社, 1998.7 293.7/KO 海外
9 000111469 ヴェネツィア / ガリマ-ル社・同朋舎出版 編 (望遠郷「旅する21世紀」ブ  同朋舎出版, 1994.8 293.7/V 海外
10 000101961 ベネチア案内 / 渡部雄吉 (とんぼの本) 新潮社, 1994.5 293.7/W 海外
11 000133370 イスラムの誘惑 (コンプリート・ガイドブック新潮社, 2001.4 292.8/I 海外
12 000124250 イギリストラベル事典 : イギリス個人旅行ガイド / 長谷川洋子 著 郁文堂, 1999.6 293.3/H 海外
13 000116467 ロンドン王室旅行ガイド : A guide to Royal London    (気球の本) NTT出版, 1997.5 293.3/H 海外
14 000127596 イギリス / クリストファー・サマビル 著 (ナショナルジオグラフィッ日経ナショナルジオグ  293.3/SO 海外
15 000100871 ホームズのヴィクトリア朝ロンドン案内 / 小林司,東(とんぼの本) 新潮社 , 1993.3 293.33/KO 海外
16 000133087 図説ドイツ名景の旅 : 南ドイツの28古都とザルツブ     (ふくろうの本) 河出書房新社, 2001. 293.4/TA 海外
17 000127586 図説ドイツ古都物語 / 谷克二 文 (ふくろうの本) 河出書房新社, 1999. 293.4/TA 海外
18 000075677 ライン紀行1300キロ / 秋本和彦, 小塩節[ほか]著 (とんぼの本) 新潮社 , 1987.1 290.9/L 64 海外
19 000131129 楽園ハワイ、5つの島のリゾート・スタイル (Magazine House mook ;  マガジンハウス, 2001297.6/R 海外
20 000124705 ハワイ : 風も波も光も上質のリゾート・歩いて食べて(旅行読売の情報誌 MOO旅行読売出版社, 199297.6/H 海外
21 000129907 パリ : 第2改訂版 / ブルーガイド海外版出版部 編 (ブルーガイド ; わがまま  実業之日本社, 2000. 290.8/W/1 海外
22 000129908 アメリカ西海岸 : 第2改訂版 / ブルーガイド海外版  (ブルーガイド ; わがまま  実業之日本社, 2000. 290.8/W/2 海外
23 000129909 シンガポール : 第2改訂版 / ブルーガイド海外版出  (ブルーガイド ; わがまま  実業之日本社, 2000. 290.8/W/3 海外
24 000130899 ハワイ : 第3改訂版 / ブルーガイド海外版出版部 (ブルーガイド ; わがまま   実業之日本社, 2000. 290.9/W/4 海外
25 000129910 韓国 : 第2改訂版 / ブルーガイド海外版出版部 編(ブルーガイド ; わがまま  実業之日本社, 2000. 290.8/W/5 海外
26 000129911 ロンドン : 第2改訂版 / ブルーガイド海外版出版部 (ブルーガイド ; わがまま  実業之日本社, 1999. 290.8/W/6 海外
27 000129912 カナダ : 第1改訂版 / ブルーガイド海外版出版部 (ブルーガイド ; わがまま  実業之日本社, 1999. 290.8/W/7 海外
28 000129915 香港・マカオ : 第1改訂版 / ブルーガイド海外版出  (ブルーガイド ; わがまま  実業之日本社, 1999. 290.8/W/10海外
29 000129918 イタリア : 第1改訂版 / ブルーガイド海外版出版部 (ブルーガイド ; わがまま  実業之日本社, 1999. 290.8/W/13海外
30 000129919 ドイツ : 第1改訂版 / ブルーガイド海外版出版部 編(ブルーガイド ; わがまま  実業之日本社, 2000. 290.8/W/14海外
31 000129921 オーストラリア : 第1改訂版 / ブルーガイド海外版  (ブルーガイド ; わがまま  実業之日本社, 2000. 290.8/W/16海外
32 000129922 スペイン : 第1改訂版 / ブルーガイド海外版出版部 (ブルーガイド ; わがまま  実業之日本社, 2000. 290.8/W/1 海外
33 000130900 中国 : 第1改訂版 / ブルーガイド海外版出版部 編(ブルーガイド ; わがまま   実業之日本社, 2000. 290.8/W/19海外
34 000132211 ソウル / ブルーガイド海外版出版部 編 (ブルーガイド ; わがまま  実業之日本社, 2000. 290.8/W/23海外
35 000133609 フランス / ブルーガイド海外版出版部編 (ブルーガイド ; わがまま   実業之日本社, 2001. 290.8/W/25海外
36 000136659 イギリス (ブルーガイドわがまま歩    実業之日本社, 2002. 290.8/W/3 海外
37 000096397 海外旅行安全ガイド : 海外旅行者・留学生必携 : 防犯とマナー決定版 / 都鱒書房 , 1989.12 290.9/KA 2海外
38 000107633 女性のためのトラブル知らずの海外旅行術 / 森優子 著 晶文社, 1995.4 290.9/MO 海外
39 000100017 玲子さんのすてき発見旅 / 西村玲子著 講談社 , 1992.7 290.9/N 84海外
40 000127238 「超」旅行法 / 野口悠紀雄著 新潮社, 1999.11 290.9/N 海外
41 000122544 海外旅行101の楽しみ方 : 地球をとことん味わう方法論 / 大隈秀夫 著 法研, 1998.7 290.9/O 海外
42 000124254 女ひとり旅読本 : ガールズ・バックパッカー・マニュアル / ひとり旅活性化委  双葉社, 1999.7 290.9/O 海外
43 000125642 旅の恋のお話 / ひとり旅活性化委員会 編 (女ひとり旅読本 2 ガール双葉社, 1999.10 290.9/O/2 海外
44 000138340 世界地図がよくわかる本 / 荻野洋一著 東京書籍, 1999.6 290.9/O 海外
45 000124812 世界の一流ホテルに誰よりも安く泊まれる、超すべ    (世紀末サバイバル実用Bメディア・ファクトリー, 290.9/TO 海外
46 000128977 ハッピーバンコク : Happy Bangkok / ハッピーバン  (ガールズ・トラベラーズ・ 双葉社, 2000.5 292.37/H 海外
47 000127354 ゴーゴー・インド / 蔵前仁一著 凱風社 , 1986.11 292.5/KU 海外
48 000130238 すごいぞ!イスラエル / みなみななみ 著 フォレストブックス, 20292.79/MI 海外
49 000111899 スイス個人旅行術 : 今すぐ役立つ実践テクニック / 池田光雅 著 双葉社, 1996.4 293.09/I 海外
50 000125888 やってみたいワーキングホリデー : ワーキングホリ     (英会話のジオス留学&ホジオス出版, 1999.7 290.9/KO 海外
51 000099573 海外安全ハンドブック : 大使館・領事館の安心アドバイス / トラベルジャーナトラベルジャーナル , 290.9/KA 2海外
52 000099574 海外安全ハンドブック : 大使館・領事館の安心アドバイス / トラベルジャーナトラベルジャーナル , 290.9/KA 2海外
53 000099575 海外安全ハンドブック : 大使館・領事館の安心アドバイス / トラベルジャーナトラベルジャーナル , 290.9/KA 2海外
54 000126657 ほんとはコワーイ海外旅行 : 読んでおけば避けられたトラブル444例 / 川合  第三書館, 1999.8 290.9/KA 海外
55 000113435 彼女からのエアメ-ル : 国際線スチュワーデスたちからの招待状 / 番組制作  双葉社, 1996.1 290.9/KA 海外
56 000121954 ニューヨーク近郊の光と風 : 美しいカントリーサイドの旅 / 中野志保子 文・写東京書籍, 1998.6 295.3/N 海外
57 000128978 ハッピーハワイ : Happy Hawaii / ハッピーハワイ取  (ガールズ・トラベラーズ・ 双葉社, 2000.6 297.6/H 海外
58 000134525 北海道 : 気ままに電車とバス旅 / ブルーガイド編集(ブルーガイド ; . てくてく歩実業之日本社, 2001. 291.08/TE/日本
59 000129899 東京 : 気ままに電車とバスの旅 / ブルーガイド編集  (ブルーガイド ; てくてく歩  実業之日本社, 2000. 291.08/TE/日本
60 000129904 京都 : 気ままに電車とバスの旅 / ブルーガイド編集  (ブルーガイド ; てくてく歩  実業之日本社, 2000. 291.08/TE/日本
61 000132841 長崎・ハウステンボス・博多 : 気ままに電車とバス   (ブルーガイド ; . てくてく歩実業之日本社, 2001. 291.08/TE/日本
62 000129906 沖縄 : 気ままにバスとレンタカーの旅 / ブルーガイ  (ブルーガイド ; てくてく歩  実業之日本社, 2000. 291.08/TE/日本
63 000134527 大阪・神戸ユニバーサル・スタジオ・ジャパン : 気ま   (ブルーガイド ; . てくてく歩実業之日本社, 2001. 291.08/TE/日本
64 000133858 湯布院・阿蘇・別府 : 気ままに電車とバスの旅 / ブ(ブルーガイド ; てくてく歩実業之日本社, 2001. 291.08/TE/日本
65 000138851 四国 : 気ままに電車とバスの旅 (ブルーガイド, . てくてく歩    実業之日本社, 2002. 291.08/TE/日本
66 000144216 九州 : 気ままに電車とバスの旅 / ブルーガイド編集(ブルーガイド, . てくてく歩    実業之日本社, 2004. 291.9/KY 日本
67 000147712 東北 : 気ままに電車とバスの旅 (ブルーガイド, . てくてく歩    実業之日本社, 2004. 291.08/TE/日本
68 000121740 東京ディズニーランドベストガイド 講談社, 1998.4 689.3/TO 日本
69 000158518 原色日本島図鑑 / 加藤庸二著 新星出版社 , [2010.7291.09/KA 日本
70 000137122 日本の森ガイド50選 : 森の中の小さな旅 / 「日本の森」製作委員会編著 山と溪谷社, 2002.6 291.09/N 日本
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71 000124830 日本の森を旅する / 石橋睦美 写真・文 (コロナ・ブックス 66) 平凡社, 1999.7 291.09/I 日本
72 000130251 「日本100選」旅案内 / 辻原康夫 編著 トラベルジャーナル, 1291.09/TS 日本
73 000126826 京都 : 改訂7版 (JTBのポケットガイド 42)JTB, 1999.9 291.62/KY 日本
74 000127204 金沢・能登 : 改訂6版 (JTBのポケットガイド 37)JTB, 1998.8 291.43/KA 日本
75 000000000 広島 (マップルガイド 22) 昭文社, 1989.7 291.77/H 日本
76 000126824 ひとり歩きの金沢・能登・北陸 : 改訂2版 (“観る旅“歩く旅"のガイドJTB, 1999.1 291.43/H 日本
77 000107330 完全タダ見の超観光ガイド : 遊歩図鑑パ-ト7 / 宇佐美イワオ 著 風媒社, 1995.4 291.52/U/パ日本
78 000114733 KANSAI夜景100選 / 関西経済同友会 編 東方出版, 1997.1 291.6/KA 日本
79 000151812 堺 (にっぽんの旅) 昭文社, 2008.1 291.63/SA 日本
80 000128920 京都の散歩みち / 光明正信 山と渓谷社, 2000.6 291.62/TS 日本
81 000090946 京都小説マップ : 主人公たちの歩いたとっておきの場所 / 現代言語セミナーPHP研究所 , 1991.3 290.9/KY 6日本
82 000131920 京都まるごとイラストマップ (GAイラストマップ) GA企画, 2001.1 291.62/KY 日本
83 000127122 全国ふるさと紀行124 : いつかは旅したい温かな日    (旅行読売 MOOK 176 歩旅行読売出版社, 199291.09/Z 日本
84 000126469 京都 : エリアシリーズ 歩いて 見て 味わう パーフェ(読売旅行 MOOK 177) 旅行読売出版社, 199291.62/KY 日本
85 000139139 九州・川のみちガイド : さあ、親子で遊びに出かけよう!!九州の川20 阿部出版, 2003.5 291.9/KY 日本
86 000123730 田舎おもしろ体験の旅 冬号 : グリーン・ツーリズム 時事通信社, 1998.10 290.9/I 日本
87 000113919 茅葺きの宿 : 素朴な温かさに浸る 小学館, 1997.2 689.8/KA 日本
88 000141613 ふたりで泊まるほんものの宿 / 宮城谷昌光, 宮城 (新潮新書, 056) 新潮社, 2004.2 689.8/MI 日本
89 000112396 私だけの東京散歩 山の手・郊外篇 / 阿部譲二 [等]著 作品社, 1995.8 291.36/W 日本
90 000112395 私だけの東京散歩 下町・都心篇 / 春風亭小朝 [等]著 作品社, 1995.8 291.36/W 日本
91 000108079 奄美群島観光ガイドブック : ホットするネ お日様諸島 / 奄美群島観光連盟 編 290.9/A 鹿児島
92 000097654 カラーガイド 屋久島 : 海と山と屋久杉原生林 / 八重岳書房編集部 編 八重岳書房, 1993.3 290.9/C 84鹿児島
93 000053145 鹿児島県 / 南日本新聞社編 (各駅停車全国歴史散歩  河出書房新社 , 1981290.9/KA 2鹿児島
94 000019615 観光かごしま / 鹿児島県観光課[編] 鹿児島県観光課 , [19290.9/KA 1鹿児島
95 000162360 おおすみ観光100選 : いやしの国大隅へ。 / トライ社企画・制作 鹿児島県観光交流局   291.97/O 7鹿児島
96 000102970 鹿児島 (県別マップル情報版 114昭文社, 1994.8 290.9/KA 鹿児島
97 000080025 鹿児島市観光ガイドブック = Kagoshima city guide [鹿児島市観光課] , 1290.9/KA 1鹿児島
98 000111653 九州温泉大図鑑 [横綱版] 斯文堂, 1995.10 291.9/KY 鹿児島
99 000121780 奄美群島観光ガイドブック : この一冊で奄美の自然と文化がわかる 奄美群島観光連盟, 1291.97/A 鹿児島
100 000119717 '98-'99奄美 : WONDERFUL ISLAND ヤマトエージェンシー  291.97/A 鹿児島
101 000138770 鹿児島「旅」百科 : 鹿児島県総合観光ガイドブック 鹿児島県観光連盟 291.97/KA 鹿児島
102 000157959 かごしまよかとこ旅 / トライ社企画・制作 (かごしまよかとこ100選,   鹿児島県観光交流局   291.97/KA 鹿児島
103 000105152 温泉超辞典 : 九州・山口の温泉情報 (地域情報シリ-ズ 1) マガジン倶楽部, 1994291.09/O 鹿児島
104 000112774 温泉へ行こうIN鹿児島 : 月刊タウン情報かごしま別冊 斯文堂, 1996.10 291.1/O 鹿児島
105 000126806 新九州の安くていい宿 : 週末でも1泊2日1万円以下 九州タウン情報ネット  291.9/KY 鹿児島
106 000124247 九州日帰り温泉 : ドライブ・ハイキング・キャンプに    (Jガイドホリデー) 山と渓谷社, 1999.01 291.9/KY 鹿児島
107 000121739 九州・山口公共の宿 西日本新聞社, 1996. 291.9/KY 鹿児島
108 000147649 九州 / 山崎友也写真 : 松本典久文 (ゆったり鉄道の旅-ぐるっ  山と渓谷社, 2005.12 291.9/KY 鹿児島
109 000079945 かごしま観光ダイナミックルート = Dynamic route in Kagoshima 鹿児島県観光連盟 , 290.9/KA 1鹿児島
110 000103058 観光奄美 : 注目のリゾ-トエリア・AMAMI 総報企画, 1994.8 290.9/KA 鹿児島
111 000106529 とっておき かごしま : タウン誌だから知っている 斯文堂, 1995.3 290.9/TO 鹿児島
112 000111445 天文館'S BOOK DX 斯文堂, 1995.11 290.9/TE 鹿児島
113 000121738 天文館'S BOOK '98-'99 斯文堂, 1998.4 290.9/TE 鹿児島
114 000103883 屋久島の旅 Q&A : 初めて行く人のための / 小田原直子 編 八重岳書房, 1994.8 290.9/Y 鹿児島
115 000082679 鹿児島市観光ガイドブック 鹿児島市観光課 290.9/KA 1鹿児島
116 000117573 屋久島を歩く : フルカラー特選ガイド / 吉川満 写真・文 山と渓谷社, 1997.7 290.9/Y 鹿児島
117 000047527 太陽の旅かごしま / 鹿児島県観光物産課編 [鹿児島県] , 1972 290.9/KA 1鹿児島
118 000111651 湯快王国かごしま : 名湯・秘湯400選 斯文堂, 1994.12 291.97/Y 鹿児島
119 000147644 なるほど知図帳鹿児島 : 知れば知るほど新発県 昭文社, 2006 291.97/N 鹿児島
120 000123923 鹿児島「旅」百科 : 鹿児島県総合観光ガイドブック 鹿児島県観光連盟 291.97/KA 鹿児島
121 000119718 かごしま観光オールガイド 鹿児島県観光連盟, 1291.97/KA 鹿児島
122 000133115 九州遺産 保存版 : 知っているようで、知らない九州(シティ情報ふくおか 臨時プランニング秀巧社, 291.9/KY 鹿児島
123 000111652 南九州ドライブブック 斯文堂, 1994.3 291.9/MI 鹿児島
124 000088975 湯遊国 : 南九州温泉めぐり / 宮島節郎編 (月刊タウン情報カゴシマ斯文堂 , 1991.6 291.9/Y 99鹿児島
125 000137737 奄美・テゲテゲで行こう! / 西村仁美著 現代書館, 2002.11 291.97/N 鹿児島
126 000130565 九州 : 改訂第6版 / あるっく社編集部 編 (歩く地図S ; 24) 山と渓谷社, 1999.11 291.9/KY 鹿児島
127 000126825 九州 : 改訂7版 (JTBのポケットガイド 56)JTB, 1999.9 291.9/KY 鹿児島
128 000088934 南九州 / トラベルJOY編集部編 (トラベルJOY, 29) 山と溪谷社 , 1991.5 291.08/TR 鹿児島
129 000136455 かごしま路面電車の旅 南日本新聞社, 2002. 291.97/KA 鹿児島
130 000101285 道之島紀行 / 栄喜久元 著 丸山学芸図書, 1993. 291.9/SA 鹿児島
131 000126823 ひとり歩きの九州 : 改訂2版 (“観る旅“歩く旅"のガイドJTB, 1999.2 291.9/H 鹿児島
132 000140713 島を旅する / 今村治華著 南方新社, 2003.12 291.09/I 鹿児島
133 000146237 九州遺産 : 近現代遺産編101 / 砂田光紀文・写真 ; 国土交通省九州運輸局  弦書房, 2005.6 291.9/SU 鹿児島
134 000145172 さすが南九州格付けガイド / マガジンハウス編 : 南九州観光調査開発委員マガジンハウス, 2005291.9/SA 鹿児島
135 000156007 食彩の旅 (かごしまよかとこ100選) 鹿児島県観光交流局   291.97/SH 鹿児島
136 000152806 篤姫をたずねて : 幕末歴史紀行 (Cartop mook) 交通タイムス社, 2008289.1/TE 3鹿児島
137 000136878 黒潮海道を行く : 沖縄〜鹿児島カヤック1000キロ / 野元尚巳著 葦書房, 2002.8 291.99/N 鹿児島
138 000122914 麺食いランキング九州 斯文堂, 1998.4 596/ME 鹿児島
139 000145798 沖縄・奄美《島旅》紀行 / 斎藤潤著 (光文社新書, 216) 光文社, 2005.7 291.99/SA 鹿児島
140 000111446 鹿児島いい店うまい店 食べ歩き900 Vol.6 斯文堂, 1995.3 596/KA 鹿児島
141 000115600 鹿児島いい店うまい店 食べ歩き1、000 Vol.7 斯文堂, 1997.2 596/KA 鹿児島
142 000129948 かごしまグルメ大図鑑 : 改訂版. 鹿児島の最新飲食スポット満載! 南日本出版, 2000.10 596/KA 鹿児島
143 000113217 日本の鉄道全路線 : 鹿児島本線 日豊本線 鉄道ジャ-ナル社, 19 686/N 鹿児島



144 000076354 鹿児島・日豊本線 山と渓谷社,1984.1 686.2/I 57 鹿児島
145 000145444 日本全国路面電車の旅 / 小川裕夫編著 (平凡社新書, 275) 平凡社, 2005.5 686.9/O 鹿児島
146 000094798 九州温泉大図鑑 斯文堂,1992.10 鹿児島
147 000108700 かごしま公共の宿 南日本出版, 1995.10 689/KA 鹿児島
148 000118965 旅行をめぐる法律知識とQ&A / 三浦雅生 著 (くらしの法律相談 12) 法学書院, 1997.12 689.1/MI 鹿児島
149 000122144 かごしまの窯元めぐり : 薩摩焼発祥400周年 / 南日本開発センター編集部 南日本新聞社, 1998. 751.5/KA 鹿児島
150 000111580 かごしまファミリ-キャンプ場オ-ルガイド 南日本新聞開発セン  786.3/KA 鹿児島
151 000062485 よみがえる薩摩鹿児島 (旅行読売臨時増刊) 旅行読売出版社 290.9/Y 81鹿児島
152 000077074 なぞのエス・コンドー / かつおきんや作 ; 永井吐無(はじめての海外旅行, 第  リブリオ出版 , 1985.1915/KA 88 旅行記
153 000087895 ヤポネシア私行 / 関根賢司著 (南島叢書, 59) 海風社 , 1991.3 290.9/SE 3旅行記
154 000148273 千葉から鹿児島へ夫婦歩き旅 / 串崎吉光著 新風舎, 2006.2 291.09/KU 旅行記
155 000139559 沖縄・奄美にいってみる (南へ, 1) えあ社東京支社, 199291.9/KA 旅行記
156 000112795 北海道 各駅停車見て歩き食べある記 / 渡辺俊博 著 北海道新聞社, 1996. 291.1/W 旅行記
157 000077072 おばあさんのゾウ / かつおきんや作 ; 永井吐無絵(はじめての海外旅行, 第  リブリオ出版 , 1984.7915/KA 88 旅行記
158 000077073 サンパイ・ベルジュンパ・ラギ / かつおきんや作 ; 永(はじめての海外旅行, 第  リブリオ出版 , 1984.1915/KA 88 旅行記
159 000152844 ゲーテ『イタリア紀行』を旅する / 牧野宣彦著 (集英社新書, ヴィジュアル   集英社, 2008.2 945/MA 旅行記
160 000127550 ウィーンの内部への旅 : 死に憑かれた都 / ゲルハルト・ロート 著 彩流社, 2000.1 944/R 旅行記
161 000094399 飛行機雲にさそわれて / 飯田静子著 高城書房出版 , 1992290.9/I 26 旅行記
162 000098784 チベットはお好き? / 後藤ふたば著 (Edelweiss books, 1) 山と溪谷社 , 1993.4 290.9/G 72旅行記
163 S00500566 世界漂流 / 五木寛之著 集英社 , 1992.6 290.9/I 91 旅行記
164 000092463 外国遠足日記帖 / 岸田今日子著 話の特集 , 1991.7 290.9/KI 57旅行記
165 000090434 旅と絵 地球ってすばらしいですね / 吉良幸世著 婦人之友社 , 1991.7 290.9/KI 51旅行記
166 000115323 新アメリカ紀行 : 一六八〇〇キロ車の旅 / 真野茂範 著 日本図書刊行会, 199295.3/MA 旅行記
167 000104624 アメリカ恥かき一人旅 / 群ようこ 著 本の雑誌社, 1994.4 295.3/MU 旅行記
168 000126216 スコットランド「ケルト」紀行 : ヘブリディーズ諸島を歩く / 武部好伸 著 彩流社, 1999.9 293.32/TA 旅行記
169 000114700 スイス鉄道紀行 : 美しきアルプスの国を巡る / 池田光雅 著 光人社, 1996.12 293.45/I 旅行記
170 000108119 エステルゴムの春風 : 東欧の街と人 / 持田鉱一郎 著 新潮社, 1995.8 293.09/MO旅行記
171 000113274 ヨーロッパ鉄道大旅行 : ユーレイルパスを使って / 長真弓 著 晶文社, 1996.10 293.09/C 旅行記
172 000094839 ドリーマー号最後の旅 : ヨーロッパ運河紀行 / 田中(丸善ライブラリー, 060) 丸善 , 1992.9 293/TA 84 旅行記
173 000098209 カザルスへの旅 / 伊勢英子著 理論社 , 1987.3 293/I 69 旅行記
174 000158104 シモネッタの本能三昧イタリア紀行 / 田丸公美子著 講談社 , 2009.3 293.7/TA 7旅行記
175 000114062 イタリア感!遊!の旅 / 中野孝 著 日本図書刊行会, 199293.7/N 旅行記
176 000129420 イタリアへ行こう / 池田あきこ 著 (ダヤンのスケッチ紀行) MPC, 1999.12 293.7/I 旅行記
177 000115852 すっごくイタリア / ひらいたかこ (新ヨーロッパ・イラスト紀  東京創元社, 1997.6 293.7/H 旅行記
178 000124703 ふわっとブータン、こんにちは / 岸本葉子 著 NTT出版, 1999.4 292.588/KI 旅行記
179 000114065 忘れないよ!ヴェトナム / 田口ランディ 著 ダイヤモンド社, 1996 292.31/TA 旅行記
180 000122090 中国 旅のおすそわけ / 浜井幸子 著 東京創元社, 1998.8 292.2/H 旅行記
181 000127256 日本充電三〇〇〇キロ : 男たちの“手作り電気自動車珍道中 / 田口雅典"海拓社, 1999.9 291.09/TA 旅行記
182 000126267 格安世界一周お二人様ご一行 / 山下泰司 文 (Kodansha sophia books)講談社, 1998.3 290.9/Y 旅行記
183 000113656 世界鉄道珍道中 / 山下裕 著 論創社, 1996.11 290.9/Y 旅行記
184 000098978 生命の水の物語 : 夢枕獏の世界水紀行 / 夢枕獏著 ; 谷岡義雄写真 日本テレビ放送網 , 1290.9/Y 98旅行記
185 000126671 世界で一番贅沢な旅 / 戸井十月 著 小学館, 1999.11 290.9/TO 旅行記
186 000071848 世界一周子連れ航海記 / 迫正人著 集英社 , 1986.12 290.9/SA 4旅行記
187 000139580 またたび / さくらももこ絵と文 新潮社, 2003.6 290.9/SA 旅行記
188 000084786 中国個人旅行・体験指南 : 夫婦で歩いた筆談の旅二万三千キロ /                   ブルーガイドセンター  290.9/N 45旅行記
189 000142074 風に運ばれた道 / 西江雅之著 以文社, 1999.4 290.9/N 旅行記
190 000071437 ハングルへの旅 / 茨木のり子著 朝日新聞社 , 1986.6 820.4/I 11 旅行記
191 000083571 おくのほそ道行 / 森本哲郎著 ; 笹川弘三写真 平凡社 , 1984.4 290.9/MO 5旅行記
192 000145852 江戸の旅日記 / ヘルベルト・プルチョウ著 (集英社新書, 0304F) 集英社, 2005.8 915/P 旅行記
193 000129712 南ラオス・山河紀行 : 神秘なる自然と伝説の旅 / シ(シャンティ, 2000) シャンティ国際ボラン  292.36/MI 旅行記
194 000099945 ミステリー風味ロンドン案内 / 西尾忠久著 ; 内山正イラスト 東京書籍 , 1988.7- 293.3/N 86旅行記
195 000078453 2010年宇宙の旅 / アーサー・C.クラーク著 ; 伊藤典(海外SFノヴェルズ) 早川書房 , 1984.5 933/C 74 物語
196 000084600 2010年宇宙の旅 / アーサー・C.クラーク著 ; 伊藤典(海外SFノヴェルズ) 早川書房 , 1984.5 933/C 76 物語
197 000112136 2061年宇宙の旅 / ア-サ-・C.クラ-ク 著 (海外SFノヴェルズ) 早川書房, 198808 933/C 物語
198 000117729 3001年 終局への旅 / ア-サ-・C・クラ-ク 著 (海外SFノヴェルズ) 早川書房, 1997.9 933/C 物語
199 000091303 すてきなケティのすてきな旅行 / クーリッジ作 ; 山 (ポプラ社文庫) ポプラ社 , 1987.12 933/C 87 物語
200 000153252 完訳ロビンソン・クルーソー / ダニエル・デフォー著 ; 増田義郎訳・解説 中央公論新社, 2007. 933/D 物語
201 000141510 崩壊 / フィッツジェラルド [著] ; 渥美昭夫, 井上謙治     (フィッツジェラルド作品集      荒地出版社, 1998.3 933/F/3 物語
202 000155505 最期の旅、きみへの道 / C.S.リチャードソン著 ; 青木千鶴訳 早川書房 , 2008.8 933/R 物語
203 000093829 ほらふき男爵の冒険 / ミュンヒハウゼン作 ; 高橋健(偕成社文庫, 2074) 偕成社 , 1983.10 943/MU 32物語
204 000042695 宝島 / R・L・スティーブンソン作 ; 坂井晴彦訳 ; 寺 (福音館古典童話シリーズ  福音館書店 , 1976 933/ST 5 物語
205 000042684 さらわれたデービッド / R・L・スティーブンソン作 ;   (福音館古典童話シリーズ  福音館書店 , 1972.4 933/ST 5 物語
206 000077516 ガリバー旅行記 / ジョナサン=スウィフト著 ; 加藤光(少年少女世界文学館, 第講談社 , 1988.9 908/SH 96 物語
207 000076313 ロビンソン漂流記 / ダニエル=デフォー著 ; 飯島淳(少年少女世界文学館, 第講談社 , 1988.6 908/SH 96 物語
208 000075511 宝島 / ロバート=ルイス=スチブンソン著 ; 阿部知二(少年少女世界文学館, 第講談社 , 1988.4 908/SH 96 物語
209 000096887 時の旅人 / アリスン・アトリー[著] ; 小野章訳 (児童図書館・文学の部屋評論社 , 1980.12 933/U 96 物語
210 000075970 風のまにまに号の旅 / BB作 ; 神鳥統夫訳 ; D.J.ワ(あなぐまビルのぼうけん  大日本図書 , 1983.12933.8/B 29物語
211 000075984 コアラのぼうけんりょこう / アニタ・ヒューエットさく    (ヒューエット・どうぶつの  大日本図書 , 1986.1 933.8/H 53物語
212 000120970 チャーリーとの旅/アメリカとアメリカ人 / ジョン・ス  (スタインベック全集 16) 大阪教育図書, 1998. 938/ST/16物語
213 000111165 私の旅に荷物はもういらない / マヤ・アンジェロウ 著 立風書房, 1996.5 934/A 物語
214 000120043 旅の終わりの音楽 / エリック・フォスネス・ハンセン(Crest books) 新潮社, 1998.5 933/H 物語
215 000110657 時の旅人 / ジャック・フィニイ 著 角川書店, 1996.4 933/F 物語
216 000118235 こころの天使 : 真の自分を発見する精神世界の旅 / ドン・ブラッドリー 著 日本文芸社, 1997.12 933/B 物語



217 000104871 ニルスのふしぎな旅 / ラーゲルレーヴ作 ; 香川鉄  (偕成社文庫, 3103-3106偕成社 , 1982 949.83/L/1物語
218 000104872 ニルスのふしぎな旅 / ラーゲルレーヴ作 ; 香川鉄  (偕成社文庫, 3103-3106偕成社 , 1982 949.83/L/2物語
219 000104873 ニルスのふしぎな旅 / ラーゲルレーヴ作 ; 香川鉄  (偕成社文庫, 3103-3106偕成社 , 1982 949.83/L/3物語
220 000104874 ニルスのふしぎな旅 / ラーゲルレーヴ作 ; 香川鉄  (偕成社文庫, 3103-3106偕成社 , 1982 949.83/L/4物語
221 000051965 ドリトル先生アフリカゆき / ヒュー・ロフティング作  (ドリトル先生物語全集, 1岩波書店 , 1978.8 933/L 82/1物語
222 000051966 ドリトル先生航海記 / ヒュー・ロフティング作 ; 井伏(ドリトル先生物語全集, 2岩波書店 , 1978.9 933/L 82/2物語
223 000051967 ドリトル先生の郵便局 / ヒュー・ロフティング作 ; 井(ドリトル先生物語全集, 3岩波書店 , 1978.6 933/L 82/3物語
224 000051968 ドリトル先生のサーカス / ヒュー・ロフティング作 ; (ドリトル先生物語全集, 4岩波書店 , 1978.5 933/L 82/4物語
225 000051969 ドリトル先生の動物園 / ヒュー・ロフティング作 ; 井(ドリトル先生物語全集, 5岩波書店 , 1978.11 933/L 82/5物語
226 000051970 ドリトル先生のキャラバン / ヒュー・ロフティング作  (ドリトル先生物語全集, 6岩波書店 , 1978.10 933/L 82/6物語
227 000051971 ドリトル先生と月からの使い / ヒュー・ロフティング   (ドリトル先生物語全集, 7岩波書店 , 1979.8 933/L 82/7物語
228 000051972 ドリトル先生月へゆく / ヒュー・ロフティング作 ; 井伏(ドリトル先生物語全集, 8岩波書店 , 1978.11 933/L 82/8物語
229 000051973 ドリトル先生月から帰る / ヒュー・ロフティング作 ; (ドリトル先生物語全集, 9岩波書店 , 1979.6 933/L 82/9物語
230 000051974 ドリトル先生と秘密の湖 / ヒュー・ロフティング作 ; (ドリトル先生物語全集, 1岩波書店 , 1979.1 933/L 82/1物語
231 000051975 ドリトル先生と緑のカナリア / ヒュー・ロフティング作  (ドリトル先生物語全集, 1岩波書店 , 1979.3 933/L 82/1物語
232 000051976 ドリトル先生の楽しい家 / ヒュー・ロフティング作 ; (ドリトル先生物語全集, 1岩波書店 , 1979.5 933/L 82/1物語
233 000000000 C・W・ニコルの旅行記 / C・W・ニコル 著 講談社, 1991.4 物語
234 000000000 不思議旅行 / 水木しげる 著 中央公論社, 1989.3 物語
235 000000000 宮沢賢治への旅 : 名作の故郷イーハトーヴ紀行 /  (文春文庫 ビジュアル版)文芸春秋, 1992.6 物語
236 000000000 心の旅路 : 自選恐怖小説集 / 阿刀田高 著 角川書店, 1993.7 物語
237 000000000 飢餓旅行 / 阿久悠 著 講談社, 1993.11 物語
238 000000000 ぬり絵の旅 / 阿刀田高 著 角川書店, 1989.10 物語
239 000000000 新婚旅行は命がけ / 新井素子 著 (新婚物語 1) 角川書店, 1988.9 913.6/A 62物語
240 000000000 幻文明の旅 / 荒巻義雄 著 徳間書店, 1986.9 913.6/A 64物語
241 000000000 遺跡の旅・シルクロ-ド / 井上靖 著 新潮社, 1982.12 物語
242 000000000 浦上の旅人たち / 今西祐行 著 講談社, 1978.10 物語
243 000000000 忌野旅日記 / 忌野清志郎 著 新潮社, 1993.5 物語
244 000000000 旅は靴ずれ、夜は寝酒 / 林真理子 著 角川書店, 1990.11 物語
245 000000000 放浪記 / 林芙美子 著 新潮社, 1992.5 物語
246 000000000 幻の旅 / 林望 著 (文春文庫) 文藝春秋, 1997.1 物語
247 000000000 亡命旅行者は叫び呟く / 島田雅彦 著 福武書店, 1991.10 913.6/SH 3物語
248 000000000 日本の川を旅する / 野田知佑 著 新潮社, 1993.8 物語
249 000000000 地球どこでも不思議旅 / 椎名誠 著 (集英社文庫) 集英社, 1992.1 914.6/SH 3物語
250 000000000 夏からの長い旅 / 大沢在昌 著 角川書店, 1992.1 物語
251 000000000 俺たちの旅 出発編 / 鎌田敏夫 著 角川書店, 1986.5 物語
252 000000000 伊豆の旅 / 川端康成 著 中央公論社, 1981 物語
253 000000000 あやしい探検隊不思議島へ行く / 椎名誠 著 角川書店, 1993.7 物語
254 S00508913 冬の旅人 / 皆川博子[著] (講談社文庫, [み-11-11]  講談社, 2005.4 物語
255 S00508914 冬の旅人 / 皆川博子[著] (講談社文庫, [み-11-11]  講談社, 2005.4 物語
256 S00509166 八十日間世界一周 / ヴェルヌ著 ; 高野優訳 (光文社古典新訳文庫, [K  光文社 , 2009.5 物語
257 S00509167 八十日間世界一周 / ヴェルヌ著 ; 高野優訳 (光文社古典新訳文庫, [K  光文社 , 2009.5 物語
258 S00509450 地底旅行 / ヴェルヌ [著] ; 石川湧訳 (角川文庫, 15337) 角川書店 , 2008.9 物語
259 000000000 チャンセラ-号の筏 / ジュ-ル・ヴェルヌ 著 集英社, 1993.5 物語
260 000000000 気球に乗って五週間 / ジュ-ル・ヴェルヌ 著 集英社, 1993.11 物語
261 S00508925 母恋旅烏 / 荻原浩著 (双葉文庫) 双葉社, 2004.12 物語
262 000000000 ガリヴァ-旅行記 / スウィフト 著 (岩波文庫) 岩波書店, 1992.5 物語
263 000000000 いい旅を / フライ・コミュニケ-ションズ パルコ出版, 1991.4 物語
264 000076045 音の旅人 : 津軽三味線・高橋竹山ものがたり / 藤   (文学の扉, 29) 金の星社 , 1986.9 909/B 89/2物語
265 000127487 千年旅人 / 辻仁成 著 集英社, 1999.11 913.6/TS 物語
266 000105203 素晴らしき家族旅行 / 林真理子著 毎日新聞社 , 1994.11913.6/H 物語
267 000089661 自動起床装置 / 辺見庸著 文藝春秋 , 1991.8 913.6/H 52物語
268 000167348 あきらめないで : 足みじかおじさんの旅 / やなせた(やなせたかしのおとなの新日本出版社 , 2011913.6/Y 56物語
269 000145203 透明な旅路と / あさのあつこ[著] 講談社, 2005.4 913.6/A 物語
270 000106732 朱い旅 / 阿刀田高 著 幻冬社, 1995.4 913.6/A 物語
271 000167606 絵本旅猫リポート / 有川浩文 ; 村上勉絵 文藝春秋 , 2014.3 913.6/A 71物語
272 000164840 旅猫リポート / 有川浩著 文藝春秋 , 2012.11 913.6/A 71物語
273 000147589 てのひらの迷路 / 石田衣良著 講談社, 2005.11 913.6/I 物語
274 000141650 4 TEEN = フォーティーン / 石田衣良著 新潮社, 2003.5 913.6/I 物語
275 000099665 ユニコーンの旅 / 五木寛之著 (五木寛之作品集, 17) 文芸春秋 , 1973 913.6/I 91 物語
276 000143747 虚空の旅人 / 上橋菜穂子作 ; 佐竹美保絵 (偕成社ワンダーランド, 2偕成社, 2001.8 913.6/U 物語
277 000145198 蒼路の旅人 / 上橋菜穂子作 ; 佐竹美保絵 (偕成社ワンダーランド, 3偕成社, 2005.5 913.6/U 物語
278 000053297 美しい旅 / 川端康成著 (明治図書中学生文庫, 2明治図書出版 , 1971913.6/KA 9物語
279 000096484 リラと白樺の旅 / いぬいとみこ著 (児童文学評論シリーズ) 理論社 , 1970 913.8/I 59 物語
280 000098937 ひょうのぼんやりおやすみをとる / 角野栄子作 ; い(どうわがいっぱい, 4) 講談社 , 1990.4 913.8/D 89物語
281 000149394 モコモコちゃん家出する / 角野栄子文 ; にしかわおさむ絵 クレヨンハウス, 2006.913.8/KA 物語
282 000076956 地下室からのふしぎな旅 / 柏葉幸子著 ; タケカワ (児童文学創作シリーズ) 講談社 , 1981.3 913.8/KA 7物語
283 S00508960 時の旅人 / アリソン・アトリー作 ; 松野正子訳 (岩波少年文庫, 531) 岩波書店, 2000.11 物語
284 000034318 土佐日記 / [紀貫之著] ; 松村誠一校注・訳 . 蜻蛉      (日本古典文学全集 / 秋    小学館, 1973.3 915.3/KI 45物語
285 000090416 江戸川乱歩 : 1894-1965 / 江戸川乱歩著 (ちくま日本文学全集, 019筑摩書房 , 1991.11 918.3/C 44物語
286 000077170 象とカレーライスの島 / 庄野英二著 ; こさかしげる(あかね紀行文学) あかね書房 , 1977.12915/A 31/ 物語
287 000077171 シャカと天女と神の国 / 岡本文良著 ; 小沢重行画(あかね紀行文学) あかね書房 , 1978.9 915/A 31/2物語
288 000077172 金色のランプ / 生源寺美子著 ; こさかしげる画 (あかね紀行文学) あかね書房 , 1979.11915/A 31/3物語
289 000077173 氷河と青いケシの国 : ネパール紀行 / 茂市久美子   (あかね紀行文学, 4) あかね書房 , 1981.2 915/A 31/4物語



290 000077174 ブラジル、娘とふたり旅 : ブラジル紀行 / 角野栄子   (あかね紀行文学) あかね書房 , 1981.7 915/A 31/5物語
291 000077175 見たいかきたいひとり旅 : フランス紀行 / 村上ひさ(あかね紀行文学) あかね書房 , 1983.10915/A 31/7物語
292 000077176 キーウィと羊と南十字星 : ニュージーランド紀行 /   (あかね紀行文学, 8) あかね書房 , 1984.4 915/A 31/8物語
293 000077177 わらって「オーラ」パナマの旅 : パナマ紀行 / 滝井(あかね紀行文学) あかね書房 , 1985.2 915/A 31/9物語
294 000077178 トリとネコと無風先生の航海 : 日本ヨット紀行 / 松   (あかね紀行文学, 10) あかね書房 , 1985.6 915/A 31/ 物語
295 000077179 ミラノの風とシニョリーナ : イタリア紀行 / 坂東真砂   (あかね紀行文学) あかね書房 , 1986.7 915/A 31/ 物語
296 000064141 小さい心の旅 / 関英雄著 (少年少女創作文学) 偕成社 , 1971.12 913.8/SE 2物語
297 000087171 ゾウのたび / 岡村紀子絵 (椋鳩十えぶんこ, 5) あすなろ書房 , 1983. 913.8/MU 2物語
298 000145064 時の旅人 / 長野まゆみ [著] 河出書房新社, 2005. 913.6/N 物語
299 000109687 都づくし旅物語 : 京都・大阪・神戸の旅 / 長野まゆみ 著 河出書房新社, 1994. 913.6/N 物語
300 000000000 旅人の木 / 辻仁成著 集英社 , 1992.1 913.6/TS 4物語
301 000043268 冬の旅 (立原正秋選集, 第6巻) 新潮社 , 1974 918.68/TA 物語
302 000146244 東京奇譚集 / 村上春樹著 新潮社, 2005.9 913.6/MU 物語
303 000144566 あした、世界のどこかで / 井出勉著 小学館, 2005.1 913.6/I 物語
304 000033510 三島由紀夫全集 / 三島由紀夫著 新潮社 , 1973.4-1976918.68/MI 物語
305 000162658 こころの旅 : 発達心理学入門 / 山岸明子著 新曜社 , 2011.6 143/Y 23 物語
306 000129477 世界のむかしばなし / 瀬田貞二 訳 のら書店, 2000.10 913.8/SE 物語
307 000076165 モモコひとり旅 / 吉田比砂子作 ; 荒田秀也著 (現代少年文学シリーズ) 理論社 , 1985.3 913.8/YO 8物語
308 000076964 十二歳の旅立ち / 和田登作 ; 赤池まゆみ絵 (児童文学創作シリーズ) 講談社 , 1981.2 913.8/W 12物語
309 000157386 それぞれの旅立ち / 角野栄子作 ; 佐竹美保画 (魔女の宅急便 / 角野栄    福音館書店 , 2009.10913.8/KA/6物語
310 000064143 浦上の旅人たち / 今西祐行著 (少年少女小説傑作選) 実業之日本社 913.8/I 45 物語
311 000148912 旅のはじまり / 竹下文子作 ; 鈴木まもる絵 (黒ねこサンゴロウ, 1) 偕成社, 1994.7 913.8/KU/ 物語
312 000148913 キララの海へ / 竹下文子作 ; 鈴木まもる絵 (黒ねこサンゴロウ, 2) 偕成社, 1994.7 913.8/KU/2物語
313 000148914 やまねこの島 / 竹下文子作 ; 鈴木まもる絵 (黒ねこサンゴロウ, 3) 偕成社, 1994.10 913.8/KU/3物語
314 000148915 黒い海賊船 / 竹下文子作 ; 鈴木まもる絵 (黒ねこサンゴロウ, 4) 偕成社, 1994.10 913.8/KU/4物語
315 000148916 霧の灯台 / 竹下文子作 ; 鈴木まもる絵 (黒ねこサンゴロウ, 5) 偕成社, 1994.12 913.8/KU/5物語
316 000151453 ケンとミリ / 竹下文子作 ; 鈴木まもる絵 (黒ねこサンゴロウ旅のつ  偕成社, 1996.3 913.8/KU/ 物語
317 000151454 青いジョーカー / 竹下文子作 ; 鈴木まもる絵 (黒ねこサンゴロウ旅のつ  偕成社, 1996.3 913.8/KU/2物語
318 000151455 ほのおをこえて / 竹下文子作 ; 鈴木まもる絵 (黒ねこサンゴロウ旅のつ  偕成社, 1996.4 913.8/KU/3物語
319 000151456 金の波銀の風 / 竹下文子作 ; 鈴木まもる絵 (黒ねこサンゴロウ旅のつ  偕成社, 1996.4 913.8/KU/4物語
320 000151457 最後の手紙 / 竹下文子作 ; 鈴木まもる絵 (黒ねこサンゴロウ旅のつ  偕成社, 1996.4 913.8/KU/5物語
321 000086643 馬のゴン太旅日記 / 島崎保久原作 ; 関屋敏隆版画と文 小学館 , 1984.5 E 絵本
322 000140404 急行「北極号」 / クリス・ヴァン・オールズバーグ絵・文 ; 村上春樹訳 あすなろ書房, 2003.1E 絵本
323 000093819 ケストナーのガリバー旅行記 / エーリッヒ・ケストナー文 ; ホルスト・レムケ絵   河出書房 , 1967.7 E 絵本
324 000146691 旅するベッド / ジョン・バーニンガム作 ; 長田弘訳 ほるぷ出版, 2003.1 E 絵本
325 000068978 たねのりょこう / アーマ・E・ウェーバーぶん・え ; 滝(かがくのほん) 福音館書店 , 1968.6 E 絵本
326 000125338 ドバール・ダン : なおちゃんのユーゴスラビアへの旅 / 横倉文子 布コラージ窓社, 1999.7 E 絵本
327 000130502 バーバパパペンギンのくにへ / アネット・チゾン,タラ   (バーバパパ世界をまわる  講談社 , 2000.3 E 絵本
328 000086711 バーバパパたびにでる / アネット=チゾン, タラス=テ   (講談社のバーバパパえ  講談社 , 1975.8 E 絵本
329 000146671 バーバパパかせいへいく / アネット=チゾン, タラス   (講談社のバーバパパえ  講談社 , 2005.10 E 絵本
330 000097259 光の旅かげの旅 / アン・ジョナス〔著〕 ; 内海まお訳(絵本の部屋・しかけ絵本評論社 , 1984.4 E 絵本
331 000139184 ピチャとポチャ : 水の子の冒険旅行 / ナーネ・アナン文と絵 自由国民社 , 2003.4 E 絵本
332 000159131 ピリカ、おかあさんへの旅 / 越智典子文 ; 沢田とし(日本傑作絵本シリーズ) 福音館書店 , 2006.7 E 絵本
333 000107014 ぼくらの地図旅行 / 那須正幹ぶん ; 西村繁男え (かがくのほん) 福音館書店 , 1989.1 E 絵本
334 000071326 ミュータン旅へ行く / 市来英雄作 ; 須藤一良絵 口腔保健協会 , 1986E 絵本
335 000134018 リサニューヨークへいく / アン・グットマンぶん ; ゲオルグ・ハレンスレーベン   ブロンズ新社 , 2001.1E 絵本
336 000045716 旅の絵本 / 安野光雅著 福音館書店 , 1977- E 絵本
337 000045717 旅の絵本2 / 安野光雅著 福音館書店 , 1977- E 絵本
338 000133866 旅の絵本3 / 安野光雅著 福音館書店 , 1977- E//3 絵本
339 000133867 旅の絵本4/ 安野光雅著 福音館書店 , 1977- E//4 絵本
340 000139759 旅の絵本5 / 安野光雅著 福音館書店 , 1977- E 絵本
341 000143161 旅の絵本6/ 安野光雅著 福音館書店 , 1977- E 絵本
342 000157387 旅の絵本7 / 安野光雅著 福音館書店 , 1977- E 絵本
343 000097961 黒い島のひみつ / エルジェ作 ; 川口恵子訳 (タンタンの冒険旅行, 1) 福音館書店 , 1983.4 E 絵本
344 000097962 ふしぎな流れ星 / エルジェ作 ; 川口恵子訳 (タンタンの冒険旅行, 2) 福音館書店 , 1983.4 E 絵本
345 000097963 なぞのユニコーン号 / エルジェ作 ; 川口恵子訳 (タンタンの冒険旅行, 3) 福音館書店 , 1983.10E 絵本
346 000097964 レッド・ラッカムの宝 / エルジェ作 ; 川口恵子訳 (タンタンの冒険旅行, 4) 福音館書店 , 1983.10E 絵本
347 000097965 タンタンチベットをゆく / エルジェ作 ; 川口恵子訳 (タンタンの冒険旅行, 5) 福音館書店 , 1983.11E 絵本
348 000097966 ななつの水晶球 / エルジェ作 ; 川口恵子訳 (タンタンの冒険旅行, 6) 福音館書店 , 1985.10E 絵本
349 000097967 太陽の神殿 / エルジェ作 ; 川口恵子訳 (タンタンの冒険旅行, 7) 福音館書店 , 1985.10E 絵本
350 000097968 ファラオの葉巻 / エルジェ作 ; 川口恵子訳 (タンタンの冒険旅行, 8) 福音館書店 , 1987.3 E 絵本
351 000097969 カスタフィオーレ夫人の宝石 / エルジェ作 ; 川口恵(タンタンの冒険旅行, 9) 福音館書店 , 1988.4 E 絵本
352 000097970 燃える水の国 / エルジェ作 ; 川口恵子訳 (タンタンの冒険旅行, 10)福音館書店 , 1988.12E 絵本
353 000097971 紅海のサメ / エルジェ作 ; 川口恵子訳 (タンタンの冒険旅行, 11)福音館書店 , 1989.12E 絵本
354 000097972 めざすは月 / エルジェ作 ; 川口恵子訳 (タンタンの冒険旅行, 12)福音館書店 , 1991.4 E 絵本
355 000097973 月世界探検 / エルジェ作 ; 川口恵子訳 (タンタンの冒険旅行, 13)福音館書店 , 1991.7 E 絵本
356 000097974 青い蓮 / エルジェ作 ; 川口恵子訳 (タンタンの冒険旅行, 14)福音館書店 , 1993.5 E 絵本
357 000105983 ビーカー教授事件 / エルジェ作 ; 川口恵子訳 (タンタンの冒険旅行, 15)福音館書店 , 1995.3 E 絵本
358 000122065 かけた耳 / エルジェ作 ; 川口恵子訳 (タンタンの冒険旅行, 16)福音館書店 , 1998.9 E 絵本
359 000126567 オトカル王の杖 / エルジェ作 ; 川口恵子訳 (タンタンの冒険旅行, 17)福音館書店 , 1999.11E 絵本
360 000139858 金のはさみのカニ / エルジェ作 ; 川口恵子訳 (タンタンの冒険旅行, 18)福音館書店 , 2003.9 E 絵本
361 000141943 シドニー行き714便 / エルジェ作 ; 川口恵子訳 (タンタンの冒険旅行, 19)福音館書店, 2004.5 E 絵本
362 000145219 タンタンアメリカへ / エルジェ作 ; 川口恵子訳 (タンタンの冒険旅行, 20)福音館書店 , 2004.12E 絵本



363 000122405 葉っぱのフレディ : いのちの旅 / レオ・バスカーリア 作 童話屋, 199812 E 絵本
364 000156796 バムとケロのそらのたび / 島田ゆか作・絵 文渓堂 , 1995.10 E 絵本
365 000136142 かばんうりのガラゴ / 島田ゆか作・絵 文渓堂, 1997.11 E 絵本
366 000076850 おばあちゃんのおみやげ : ジェリコへの旅 / スコッ              (たのしい心の児童文学館  ぬぷん児童図書出版  E 絵本
367 000130503 バーバパパのたのしい世界旅行 / アネット・チゾン    (メリーゴーラウンドえほん講談社 , 1999.12 E 絵本
368 A00003104 妖鬼アメフラシ姫の巻 / 飯野和好作・絵 (くろずみ小太郎旅日記 /  ポプラ社, 2004.11 K 絵本
369 A00003103 盗賊あぶのぶんべえ退治の巻 / 飯野和好作・絵 (くろずみ小太郎旅日記 /  ポプラ社, 2004.11 K 絵本
370 A00003101 おろち退治の巻 / 飯野和好作・絵 (くろずみ小太郎旅日記 /  ポプラ社, 2004.11 K 絵本
371 000105922 20代に贈ることばの魔力ことばの魅力 : 自分の「生き方」がつかめる180のヒ    大和出版, 1995.3 159.7/A 人生の旅
372 000110719 みっともない「生き方」をするな : ハマコーこの破天荒人生"に知恵あり / 浜  三笠書房, 1996.4 159/H 人生の旅
373 000131482 親に頼らない生き方 : 大人を越えて世界へはばたこう / マークス寿子 著 ポプラ社, 2000.12 159.5/MA 人生の旅
374 000135568 女のひとを楽にする本 : はたちからの生き方レシピ / 斎藤薫著 主婦の友社, 2002.1 159.6/SA 人生の旅
375 000140893 生き方を迷ってしまう女たち : いま悩んでいるあな   (Minerva women''s library  ミネルヴァ書房, 2003159.6/TA 人生の旅
376 000164819 ピーター流生き方のすすめ / ピーター・フランクル(岩波ジュニア新書, 625) 岩波書店 , 2009.6 159.7/F 44 人生の旅
377 000106344 生きることと読むことと : 「自己発見」の読書案内 / (講談社現代新書, 1192) 講談社 , 1994.2 019/N 人生の旅
378 000120167 人生で大事なことは20代の読書で学んだ : 絶対に    (Kou business) こう書房, 1998.3 019/N 人生の旅
379 000149837 生き方がみつかる青春の読書案内 : 読んでおきたい心をゆすぶる日本の名   小学館, 2006.11 019/O 人生の旅
380 000165397 新書がベスト : 10冊で思考が、100冊で生き方が変   (ベスト新書, 284) ベストセラーズ , 2010019/KO 24人生の旅
381 000138846 宇宙人としての生き方 : アストロバイオロジーへの   (岩波新書, 新赤版 839) 岩波書店, 2003.5 440.4/MA 人生の旅
382 000163760 社会人の生き方 / 暉峻淑子著 (岩波新書, 新赤版 1388)岩波書店 , 2012.10 304/TE 77 人生の旅
383 000080269 思春期の生き方 : からだとこころの性 / 石田和男 (岩波ジュニア新書 ; 1) 岩波書店, 1979.6 491.35/I 72人生の旅
384 000113927 ワン!ダフル : ペットが語るやさしい生き方ヒント / ビル・ジマ-マン 著 冨山房, 1996.11 726.5/Z 人生の旅
385 000139633 ヘタな人生論より徒然草 / 荻野文子著 河出書房新社, 2003. 914.45/O 人生の旅
386 000113439 アメリカ暮らしの生き方美人 : 窮屈な日本に住まない女たち / 山本美和子 亜紀書房, 1993.5 367.21/Y 人生の旅
387 000112014 女性の就職,それから : 短大・大卒167人の生き方さがし / 市川幸子 著 一葉社, 1996.3 366.29/I 人生の旅
388 000122386 留学で生まれ変わる : 留学でつかむ新しい自分、新しい生き方 / 石倉秀哉 三省堂, 1998.10 377.6/I 人生の旅
389 000103970 本気で自分を生きてみよう / 佐藤綾子著 三笠書房 , 1994.7 914.6/SA 人生の旅
390 000116452 失敗という人生はない : 真実についての528の断章 / 曾野綾子 著 海竜社, 1997.4 914.6/SO 人生の旅
391 000128691 運命を拓く「運命学」 : 少し生き方を変えただけで幸せになった! / 阿野賢二 コスモトゥーワン, 200490.4/A 人生の旅
392 000122804 自分の顔、相手の顔 : 自分流を貫く生き方のすすめ / 曽野綾子 著 講談社, 1999.1 914.6/SO 人生の旅
393 000141657 ルポ「まる子世代」 / 阿古真理著 (集英社新書, 0229B) 集英社, 2004.2 367.2/A 人生の旅
394 000000000 日本史にみる女の愛と生き方 / 永井路子 著 (新潮文庫) 新潮社, 1992.12 人生の旅
395 000132156 理系の女の生き方ガイド : 女性研究者に学ぶ自己   (ブルーバックス ; B-1307講談社, 2000.10 407/B 人生の旅
396 000000000 気品ある生き方のすすめ / 浜尾実 著 講談社, 1993.9 人生の旅
397 000135095 許す勇気、生きる力 : Help yourself. / デイヴ・ペルザー著 青春出版社, 2000.12 159/P 人生の旅
398 000110729 自分のための人生 : いま、賢明に生きていますか / ウエイン・W・ダイア- 著三笠書房, 1996.4 159/D 人生の旅
399 000165601 成功者3000人の言葉 : 人生をひらく99の基本 / 上阪徹著 飛鳥新社 , 2013.6 159/U 47 人生の旅
400 000114798 10代に女は何をしておくべきか : 生き方が決まる「恋・勉強・友だちづくり」の    大和出版, 1991.10 159.6/SH 人生の旅
401 000132907 いろんな国、いろんな生き方 / 伊田広行, 堀口悦子   (ジェンダー・フリーの絵本     大月書店, 2001.4 367/J/5 人生の旅
402 000143313 生き方 : 人間として一番大切なこと / 稲盛和夫著 サンマーク出版, 2004159/I 人生の旅
403 000112308 コモンセンス : 若者に捧げる生きるための十箇条 / 南徹 著 高城書房出版, 1996. 159/MI 人生の旅
404 000086055 いかにして自分の夢を実現するか / ロバ-ト・シュラ- 著 三笠書房, 1990.3 159/SC 8 人生の旅
405 000073314 人生には夢あり / 詫摩治一著 新社会教育研究所 , 159/TA 74 人生の旅
406 000142208 君の思いは必ず実現する : 二十一世紀の子供たちへ / 稲盛和夫著 財界研究所, 2004.6 159.7/I 人生の旅
407 000151569 人生の王道 : 西郷南洲の教えに学ぶ / 稲盛和夫著 日経BP社 -- 日経BP   289.1/SA 1人生の旅
408 000037870 ねうちある生きかた : 西郷隆盛の一生 / 鮫島志芽(あすなろ・人生の本, 5) あすなろ書房 , 1976. 289.1/SA 5人生の旅
409 000158592 生き方の美学 : 福祉エッセイ / 十島雍蔵著 ナカニシヤ出版, 2002369.04/TO 人生の旅
410 000020488 人生論 / 亀井勝一郎著 (亀井勝一郎選集 ; 第8巻講談社, 1965 081.6/KA 3人生の旅
411 000055819 若き人々のために / 串田孫一解説 (世界の人生論, 11) 角川書店 , 1968 108/SE 22/人生の旅
412 000148587 人生の旅をゆく / よしもとばなな著 日本放送出版協会, 2914.6/Y 人生の旅
413 000090987 生きることを学んだ本 / 高史明著 (ちくまプリマーブックス, 4筑摩書房 , 1987.3 019.1/KO 8人生の旅
414 000080358 生きがいへの旅 / 森本哲郎 著 ダイヤモンド社 159/MO 55人生の旅
415 000120924 絵本・ひと・心の旅 / 渡辺順子 著 (読み聞かせガイドブック エイデル研究所, 199 019.5/W こころの旅
416 000099538 清貧の生き方 / 中野孝次 著 筑摩書房 159/N 39 こころの旅
417 000098448 心のなかの景観 / [ダグラス・ポコック, J・ダグラス・ポーティウス著] ; 米田巌  古今書院 , 1992.4 290.13/P 7こころの旅
418 000072774 こころの旅 / 神谷美恵子著 (神谷美恵子著作集 ; 3) みすず書房, 1982.6 081.6/KA 3こころの旅
419 000134809 スヌーピーこんな生き方探してみよう / ほしのゆうこ著 朝日新聞社, 2001.8 159/H こころの旅
420 000107636 自分をもっと深く掘れ! : 「もったいない」生き方をするな! / 新渡戸稲造 著 三笠書房, 1995.9 159/N こころの旅
421 000058511 本の旅に出よう : 自分をみつける女の読書法 あなたの人生を変える、この   主婦と生活社 , 1981. 019.1/SH 4こころの旅
422 000123927 読むことは生きること / 柳田邦男 著 新潮社, 1999.4 019/Y こころの旅
423 000067987 ユング心理学へのいざない : 内なる世界への旅 / 秋山さと子著 サイエンス社 , 1982.2140.1/A 38こころの旅
424 000158018 小学生の生活とこころの発達 / 心理科学研究会編 福村出版 , 2009.9 371.45/SH こころの旅
425 000166100 子どもを理解する「2〜3歳」 / リサ・ミラー, ルイーズ   (タビストック子どもの心と岩崎学術出版社 , 20371.45/MI こころの旅
426 000138774 風の旅、心の旅 / 榎木孝明著 清流出版, 1998.10 723.1/E こころの旅
427 000137705 自分への旅 : 風の旅、心の旅 2 / 榎木孝明著 清流出版, 2002.12 723.1/E/2 こころの旅
428 000150501 ブッダの旅 : カラー版 / 丸山勇著 (岩波新書, 新赤版 1072)岩波書店, 2007.4 182.8/MA こころの旅
429 000133604 カミーノ : 魂の旅路 / シャーリー・マクレーン著 ; 山川紘矢, 山川亜希子訳 飛鳥新社, 2001.7 147/MA こころの旅
430 000125004 こころと人生 / 河合隼雄著 創元社 , 1999.6 140.4/KA こころの旅
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