
資料番号 タイトル 人名 出版者 保管場所
0115849762 赤毛のアンへの旅 松本　侑子／著 東京：日本放送出版協会 外国文学  
0116175175 アガサ・クリスティを訪ねる旅 平井　杏子／著 東京：大修館書店 外国文学  
0116954421 浅見光彦の日本不思議舞台地(ミステリースポット)の旅 内田　康夫／著 東京：ベストセラーズ 文学      
0117674747 行きたい!企業ミュージアム 東京：イカロス出版 総記
0115139198 イギリス、湖水地方を歩く 谷村　志穂／著 東京：岩波書店 文学      
0116678475 イギリス式おとな旅の流儀 井形　慶子／著 東京：ベストセラーズ 地誌紀行 
0117312793 一度は行きたい日本の町並み集落 東京：昭文社 地誌紀行 
0116959883 行ってはいけない世界遺産 花霞　和彦／著 東京：CCCメディアハウス 地誌紀行 
0117100115 命がけで行ってきた知られざる日本の秘境 鹿取　茂雄／著 東京：彩図社 地誌紀行 
0116635996 今森光彦の里山さんぽ図鑑 今森　光彦／写真・文 東京：世界文化社 産業      
0116413006 インカの食卓 高野　潤／著 東京：平凡社 民俗習慣
0116397266 美しい教会を旅して KIKI／著・写真 東京：マーブルトロン 地誌紀行 
0115133720 海辺に親しむ 河川環境管理財団／監修 [東京]：山海堂 自然科学  
0117289033 ウユニ塩湖完全ガイド Only One Travel／著 明石：ライツ社 地誌紀行 
0116891938 映画絶景旅!　アジア編 東京：JTBパブリッシング 地誌紀行 
0116891920 映画絶景旅!　ヨーロッパ編 東京：JTBパブリッシング 地誌紀行 
0117065581 英国一家、インドで危機一髪 マイケル・ブース／著 東京：KADOKAWA 地誌紀行 
0116215278 江上剛の「行って、見て、聞く」 江上　剛／著 東京：ウェッジ 文学      
0115994998 絵本好きが集まる絵本屋さん100 MOE編集部／編 東京：白泉社 総記
0116690710 おさんぽ美術館 杉浦　さやか／著 東京：白泉社 芸術      
0115218935 お寺散歩 沢野　ひとし／著 東京：新日本出版社 宗教      
0115333783 お墓参りは楽しい 新井　満／写真・文 東京：朝日新聞社 歴史      
0116985292 顔ハメ看板ハマり道 塩谷　朋之／著 東京：自由国民社 芸術      
0117463794 カフェのある美術館 青い日記帳／監修 東京：世界文化社 芸術      
0117186353 歌舞伎に行こう! 船曳　建夫／著 東京：海竜社 芸術      
0117630863 歌舞伎はじめて案内手帖 君野　倫子／著 東京：二見書房 芸術      
0116086125 神様の木に会いに行く 高橋　弘／著 東京：東京地図出版 産業      
0116102724 ガラパゴス 中村　征夫／著 東京：新日本出版社 芸術      
0117611848 かわいい美術に会いに行こう 東京：マイナビ出版 芸術      
0115661597 気がつけば南米 とまこ／絵・文 東京：アスペクト 地誌紀行 
0117330886 企画展だけじゃもったいない日本の美術館めぐり 浦島　茂世／著 東京：G.B. 芸術      
0117238774 牛車で行こう! 京樂　真帆子／著 東京：吉川弘文館 産業      
0116834375 きのこ旅 とよ田　キノ子／著 東京：グラフィック社 産業      
0115916694 今日から修行に行ってきます。 山路　南／絵と文 東京：JTBパブリッシング 宗教      
0117455170 京都・大阪・神戸マニアック博物館 町田　忍／監修 東京：メイツ出版 総記
0117437590 グッとくる横丁さんぽ 村上　健／絵と文 東京：玄光社 地誌紀行 
0117152975 皇妃エリザベートをめぐる旅 沖島　博美／著 東京：河出書房新社 歴史      
0117602953 「コケ旅」へ行こう! 産業編集センター／編 東京：産業編集センター 自然科学  

特集名：長野４月一般テーマ「本を読んでお出かけ気分に」
特集期間：２０２０／３／２７～２０２０／４／３０



0117655159 50歳からのHawaiiひとり時間 永田　さち子／著 東京：産業編集センター 地誌紀行 
0117366690 子どもと一生の思い出をつくる星空キャンプの教科書 東京：G.B. ｽﾎﾟｰﾂ娯楽
0116102682 古仏巡礼 講談社／編 東京：講談社 芸術      
0116537978 さかなクンの水族館ガイド さかなクン／著 [東京]：ブックマン社 自然科学  
0117236448 散歩本を散歩する 池内　紀／著 東京：交通新聞社 文学      
0117562447 しかけにときめく「京都名庭園」 烏賀陽　百合／著 東京：誠文堂新光社 農業園芸 
0117332767 15のコースでめぐるヨーロッパ鉄道旅行 東京：イカロス出版 地誌紀行 
0116198482 修道院へようこそ ジモーネ・コーゾック／著 大阪：創元社 宗教      
0116951914 女子の山登り入門 小林　千穂／著 東京：学研パブリッシング ｽﾎﾟｰﾂ娯楽
0116092180 女流阿房列車 酒井　順子／著 東京：新潮社 地誌紀行 
0115177545 神保町の虫 池谷　伊佐夫／著 東京：東京書籍 総記
0115049587 図説江戸の芭蕉を歩く 工藤　寛正／著 東京：河出書房新社 文学      
0116400698 世界遺産に行こう 歴史群像編集部／企画・編集 東京：学研パブリッシング 芸術      
0116598590 世界遺産に行こう　自然遺産編 東京：学研パブリッシング 芸術      
0116878471 世界で一番美しい空港 東京：エクスナレッジ 産業      
0116897109 世界でいちばん美しい洞窟、魅惑の石窟 MdN編集部／編 東京：エムディエヌコーポレーション 自然科学  
0117481531 世界とびある記 兼高　かおる／著 東京：ビジネス社 地誌紀行 
0116418401 世界の衣装 東京：パイインターナショナル 民俗習慣
0117070672 世界の美しい庭園図鑑 大野　暁彦／監修 東京：エクスナレッジ 農業園芸 
0116948134 世界の美しい本屋さん 清水　玲奈／[著] 東京：エクスナレッジ 総記
0116970666 世界の巨樹と絶景の森 濱野　周泰／監修 東京：学研パブリッシング 産業      
0117662767 世界のさんぽ道 WANDERLUST／編 東京：光文社 芸術      
0117311555 世界の地下鉄駅 アフロ／写真 京都：青幻舎 産業      
0116589102 世界のドア マルクス・セバスチャン・ブラウン／編 東京：グラフィック社 芸術      
0116538760 世界の「富士山」 田代　博／著 東京：新日本出版社 自然科学  
0117642579 世界の本屋さんめぐり ナカムラ　クニオ／著 東京：産業編集センター 総記
0117316810 世界の街猫 パイインターナショナル／編著 東京：パイインターナショナル 農業園芸 
0117606822 絶景で巡る世界の花 アトリエタビト／編 東京：ダイヤモンド・ビッグ社 地誌紀行 
0116800863 絶景山 東京：パイインターナショナル 芸術      
0117594069 絶壁建築めぐり 飯沼　義弥／著 東京：G.B. 工学      
0117083659 千年の命 巨樹・巨木を巡る 高橋　弘／著 東京：新日本出版社 産業      
0115496564 そうだ!元気をもらいに、山の阿闍梨さまに会いに行こう。 穐田　ミカ／著 東京：PHP研究所 宗教      
0117424192 それいけ避難小屋 橋尾　歌子／著 東京：山と溪谷社 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽
0117386078 楽しむ!極める!キャンプ完全ガイド 木村　東吉／監修 東京：西東社 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽
0117110114 旅の食卓 池内　紀／著 東京：亜紀書房 文学      
0117393272 地理女子が教えるご当地グルメの地理学 尾形　希莉子／著 東京：ベレ出版 民俗習慣
0116311424 鉄道旅へ行ってきます 酒井　順子／著 東京：講談社 地誌紀行 
0117178269 洞窟ばか 吉田　勝次／著 東京：扶桑社 自然科学  
0116994997 長崎の教会 吉田　さらさ／文 東京：JTBパブリッシング 宗教      
0117109777 南極大陸完全旅行ガイド 東京：ダイヤモンド・ビッグ社 地誌紀行 
0116189309 新美敬子の世界の街角猫さんぽ 新美　敬子／著 東京：日本出版社 農業園芸 
0116418310 日本のパワースポット案内巨石巡礼50 岡田　謙二／著 東京：秀和システム 地誌紀行 
0117366914 日本の味郷土料理めぐり 日本食生活協会／監修 東京：日本食生活協会 民俗習慣
0116308917 日本の史跡101選 史跡選出委員会／編 東京：日本経済新聞出版社 地誌紀行 
0116793183 日本の森100 日本森林インストラクター協会／編著 東京：山と溪谷社 産業      
0117213991 日本木造校舎大全 角皆　尚宏／著 東京：辰巳出版 工学      



0115898595 ニュージーランド真夏の聖夜の旅 黛　まどか／編著 東京：東京書籍 文学      
0117666917 ねこ鉄 花井　健朗／撮影・文 東京：講談社 農業園芸 
0116967142 廃駅ミュージアム 笹田　昌宏／著 東京：実業之日本社 産業      
0116874322 はじめてのお遍路さん 東京：プレジデント社 宗教      
0116664087 はじめてのルーヴル 中野　京子／著 東京：集英社 芸術      
0116849720 バスに乗ってどこまでも かとう　ちあき／著 東京：双葉社 地誌紀行 
0116438052 巴里ひとりある記 高峰　秀子／著 東京：新潮社 文学      
0116373648 ハリー・ポッターへの旅 MOE編集部／[著] 東京：白泉社 外国文学  
0117450635 春・夏・秋・冬どうぶつえん 森　由民／著 東京：東洋館出版社 自然科学  
0117051201 ひつじの京都銭湯図鑑 大武　千明／著 大阪：創元社 地誌紀行 
0117449066 プチ修行できるお寺めぐり 産業編集センター／編集 東京：産業編集センター 宗教      
0116192659 仏像の旅 仏像ガール／著 東京：山と溪谷社 宗教      
0117458273 ふらりと寄席に行ってみよう 佐藤　友美／著 東京：辰巳出版 芸術      
0117450296 辺境メシ 高野　秀行／著 東京：文藝春秋 民俗習慣
0115269409 ぼくのおみやげ図鑑 森本　哲郎／著 東京：シティ出版 文学      
0116862137 ボルネオ 池田　あきこ／著 神戸：出版ワークス 文学      
0115613945 マイナス50℃の世界 米原　万里／著 東京：清流出版 地誌紀行 
0115377657 港町に行こう! 青山　誠／文 東京：技術評論社 地誌紀行 
0116409350 みんなの沖縄美ら海水族館 垂見おじぃ健吾／企画・撮影 東京：マガジンハウス 自然科学  
0116137969 ゆる鉄 中井　精也／著 東京：クレオ 芸術      
0116453580 ヨーロッパ聖地巡礼 イアン・ブラッドリー／著 大阪：創元社 宗教      
0117231118 落語ワンダーランドぴあ 東京：ぴあ 芸術      
0116684077 離島の本屋 朴　順梨／著 東京：ころから 総記
0116059833 ローカル線 遠藤　純／写真 東京：ピエ・ブックス 芸術      
0117613612 60歳からのひとり旅鉄道旅行術 松本　典久／著 東京：天夢人 産業      
0116841503 路面電車すごろく散歩 鈴木　さちこ／著 東京：木楽舎 産業      


