
2019年9月～11月　「読書で世界一周」　展示図書リスト

著者名 出版者 所在 資料ID 請求記号

1 82年生まれ、キム・ジヨン 
チョ・ナムジュ著/斎藤真理子
訳

筑摩書房 1F 0539610 929.13/C52

2 ハングルへの旅 茨木のり子 朝日新聞社 ブラウジング 0325386 朝日文庫 ; い18-1  

3 流 東山彰良 講談社 1F 0531314 913.6/H55

4 路 吉田修一 文藝春秋 文庫・新書（2F) 0541210 文春文庫 ; よ-19-6

香港 5 13・67 (いちさん ろくなな) 陳浩基著/天野健太郎訳 文藝春秋 1F 0536449 923.7/C33 

6 鏡の国の孫悟空 : 西遊補 董若雨著 荒井健,大平桂一訳 平凡社 文庫・新書（2F) 0311011 東洋文庫 ; 700 

7 紙の動物園 ケン・リュウ著/古沢嘉通編・訳 早川書房 1F 0532406 933.7/L73 

8 おそロシアに行ってきた 嵐よういち 彩図社 1F 0538375 293.8/A65

9 初恋 
ツルゲーネフ作 米川正夫
訳

岩波書店 文庫・新書（2F) 0429743 岩波文庫 赤版 ; 赤-608-4 

10 モスクワの伯爵
エイモア・トールズ著/宇佐川
晶子訳

早川書房 1F 0540944 933.7/To77

ベトナム 11 週末ベトナムでちょっと一服 下川裕治著/阿部稔哉写真 朝日新聞出版 ブラウジング 0530297 朝日文庫 ; し19-5

12 タイ鉄道旅行 岡本和之 めこん 1F 0402080 292.37/O42 

13 王国への道 : 山田長政 遠藤周作 新潮社 文庫・新書（2F) 0415005 新潮文庫 ; え-1-19 

カンボジア 14 アンコール・王たちの物語 : 碑文・発掘成果から読み解く 石澤良昭 日本放送出版協会 文庫・新書（2F) 0338023 NHKブックス ; 1034 

ミャンマー 15 ミャンマーの柳生一族 高野秀行 集英社 ブラウジング 0345301 集英社文庫 ; た58-6 

バングラディシュ 16 バウルの歌を探しに : バングラデシュの喧噪に紛れ込んだ彷徨の記録 川内有緒 幻冬舎 1F 0531540 292.576/Ka98

ブータン 17 ブータン、これでいいのだ 御手洗瑞子 新潮社 1F 0488139 302.258/Mi59

モンゴル 18 図説 モンゴル歴史紀行 松川節 河出書房新社 1F 0398721 222.7/Ma79

ウズベキスタン 19 ウズベキスタン : シルクロードのオアシス 東方出版 1F 0402109 292.964/Uz99
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20 ぶらりあるきチベット紀行 ウイリアムス春美 芙蓉書房出版 1F 0514181 292.29/W74

21 ダライ・ラマとパンチェン・ラマ 
イザベル・ヒルトン著/三浦順
子訳

ランダムハウス講談社 1F 0346944 180.9/H58

ネパール 22 ぶらりあるき天空のネパール ウイリアムス春美 芙蓉書房出版 1F 0492559 292.58/W74

23 インドへ 横尾忠則 文藝春秋 文庫・新書（2F) 0434803 文春文庫 ; 297-1 

24 停電の夜に ジュンパ・ラヒリ著/小川高義訳 新潮社 1F 0439286 933/L13

スリランカ 25 悪魔祓い 上田紀行 講談社 文庫・新書（2F) 0300814 講談社+α文庫 ; F17・2 

パキスタン 26 わたしはマララ : 教育のために立ち上がり、タリバンに撃たれた少女 
マララ・ユスフザイ, クリスティーナ・
ラム著/金原瑞人, 西田佳子訳 学研パブリッシング 1F 0518886 289.2/Y95

アフガニスタン 27 戦禍のアフガニスタンを犬と歩く
ローリー・スチュワート著/高月
園子訳

白水社 1F 0418731 292.62/St5

イラン 28 刺繍 : イラン女性が語る恋愛と結婚
マルジャン・サトラピ著/山岸智
子監訳/大野朗子訳

明石書店 2F 0348399 367.2/Sa87

シリア 29 バナの戦争 : ツイートで世界を変えた7歳少女の物語 バナ・アベド著/金井真弓訳 飛鳥新社 1F 0538527 936/A41

30 太陽の男たち ; ハイファに戻って 
ガッサ—ン・カナファ—ニ—著/黒
田寿郎, 奴田原睦明訳

河出書房新社 1F 0444450 929.76/G34/7 

31 エルサレムの悲哀 村田靖子 木犀社 1F 0538667 913.6/Mu59 

32 トルコで私も考えた　（1～4巻） 高橋由佳利 集英社 1F 0337477 302.274/Ta33/1～4

33 雨天炎天 : ギリシャ・トルコ辺境紀行 村上春樹 新潮社 文庫・新書（2F) 0420748 新潮文庫 ; む-5-9 

ギリシャ 34 孤高の祈り : ギリシャ正教の聖山アトス 中西裕人写真・文 新潮社 1F 0539481 198.19/N38

35 イタリアの街角から : スローシティを歩く 陣内秀信 弦書房 1F 0508797 293.7/J52

36 帰れない山 
パオロ・コニェッティ著/関口英
子訳

新潮社 1F 0539546 973/C83

ブルガリア 37 消えたドロテア
パーヴェル・ヴェージノフ著 松
永緑彌訳

恒文社 1F 0442759 989.13/U52

ルーマニア 38 ルーマニア人・酒・歌 みやこうせい文・写真 東京書籍 1F 0322606 293.91/Mi71 

トルコ

イタリア

チベット

インド

イスラエル



2019年9月～11月　「読書で世界一周」　展示図書リスト

著者名 出版者 所在 資料ID 請求記号書名

情報センター（図書館）

ルーマニア 39 処刑の森
リビウ・レブリャーヌ著/住谷春
也訳

恒文社 1F 0442675 979.1/R22

40 アウシュヴィッツの図書係 
アントニオ・G・イトゥルベ著/小
原京子訳

集英社 1F 0538671 963/I91

41 トランス=アトランティック
ヴィトルド・ゴンブローヴィッチ
著/西成彦訳

国書刊行会 1F 0334665 989.83/G62 

トランシルバニア 42 ハプスブルク三都物語 : ウィーン、プラハ、ブダペスト 河野純一 中央公論新社 文庫・新書（2F) 0397621 中公新書 ; 2032 

43 ゲッベルスと私 : ナチ宣伝相秘書の独白 
ブルンヒルデ・ポムゼル, トーレ・D.
ハンゼン著 ; 森内薫, 赤坂桃子訳 紀伊國屋書店 1F 0538520 234.074/P78

44 朗読者 
ベルンハルト・シュリンク著/松
永美穂訳

新潮社 1F 0442214 943.7/Sc4

スイス 45 スイス的生活術 : アルプスの国の味わい方 伊藤一 出窓社 1F 0324759 293.45/I89

オーストリア 46 第三の男 早川書房 1F 0439526 938/G95/11

47 6時27分発の電車に乗って、僕は本を読む
ジャン=ポール・ディディエロー
ラン著/夏目大訳

ハーパーコリンズ・ジャパン 1F 0535704 953.7/D73

48 悲しみよこんにちは
フランソワーズ・サガン著 朝吹
登水子訳

新潮社 文庫・新書（2F) 0421842 新潮文庫 ; サ-2-1 

49 レ・ミゼラブル　（1～4巻） ユーゴー作/豊島与志雄訳 岩波書店 文庫・新書（2F) 0429292 岩波文庫 赤版 ; 赤-531-1-4

50 オリジン　（上・中・下） ダン・ブラウン著, 越前 敏弥訳 KADOKAWA 文庫・新書（2F) 0541216-8 角川文庫 ; フ33-17-19 

51 情熱でたどるスペイン史 池上俊一 岩波書店 文庫・新書（2F) 0539781 岩波ジュニア新書 ; 890 

北欧 52 北欧デザインを知る : ムーミンとモダニズム 渡部千春 日本放送出版協会 文庫・新書（2F) 0340510 生活人新書 ; 170 

フィンランド 53 公衆サウナの国フィンランド : 街と人をあたためる、古くて新しいサードプレイス こばやしあやな 学芸出版社 1F 0540511 673.96/Ko12 

デンマーク 54 デンマーク家具 : 時を超える魅惑のモダン・デザイン 山根郁信編 平凡社 その他（2F) 0522141 597/D58

アイスランド 55 緑衣の女 
アーナルデュル・インドリダソン
著/柳沢由実子訳

東京創元社 文庫・新書（2F) 0534327 創元推理文庫 ; Mイ7-2 

56 夏の夜の夢 ; 間違いの喜劇 シェイクスピア著/松岡和子訳 筑摩書房 文庫・新書（2F) 0437924 ちくま文庫 ; し-10-4

57 ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー ブレイディ みかこ 新潮社 2F 0541303 376.333/B71
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58 ドリアン・グレイの画像 ワイルド作/西村孝次訳 岩波書店 文庫・新書（2F) 0427055 岩波文庫 ; 赤(32)-245-1 

59 ケルトの薄明 W.B.イエイツ著 井村君江訳 筑摩書房 文庫・新書（2F) 0437829 ちくま文庫 ; け-1-3 

アフリカ 60 アフリカのいまを知ろう 山田肖子編著 岩波書店 文庫・新書（2F) 0355373 岩波ジュニア新書 ; 588 

マリ 61 アルカイダから古文書を守った図書館員 
ジョシュア・ハマー著/梶山あゆ
み訳

紀伊國屋書店 1F 0537095 018.09/H26

エジプト 62 変わるエジプト、変わらないエジプト 師岡カリーマ・エルサムニー 白水社 1F 0513460 302.42/Mo77

リベリア 63 アラーの神にもいわれはない : ある西アフリカ少年兵の物語 アマドゥ・クルマ著/真島一郎訳 人文書院 1F 0326725 953/Ko95

ガーナ 64 子どもたちにしあわせを運ぶチョコレート。 : 世界から児童労働をなくす方法 白木朋子 合同出版 2F 0538525 366.38/Sh89

ソマリア 65 謎の独立国家ソマリランド : そして海賊国家プントランドと戦国南部ソマリア 高野秀行 本の雑誌社 1F 0538526 302.453/Ta47

コンゴ 66 コンゴ・ジャーニー　（上・下）
レドモンド・オハンロン著/土屋
政雄訳

新潮社 1F 0356171, 2 294.4/O27

エチオピア 67 エチオピアの夜 : アカシアの林のむこう側 福島浩一郎 東洋出版 1F 0350944 294.51/F84

タンザニア 68 アフリカ旅日記 : ゴンベの森へ 星野道夫 メディアファクトリー 1F 0438280 /H92

南アフリカ 69 自由への長い道 : ネルソン・マンデラ自伝　（上・下）
ネルソン・マンデラ著/東江一
紀訳

日本放送出版協会 1F 0350956, 7 289.3/Ma43

70 バリを抱きしめて : 暮らして集めた伝統衣装 横浜ユーラシア文化館編 横浜ユーラシア文化館 1F 0538566 383.1/B21

71 バリ島 
ミゲル・コバルビアス著/関本
紀美子訳

平凡社 1F 0314677 292.246/C89

72 バリ島芸術をつくった男 : ヴァルター・シュピースの魔術的人生 伊藤俊治 平凡社 文庫・新書（2F) 0333650 平凡社新書 ; 126 

シンガポール 73 スタンフォード・ラッフルズ : シンガポールを創った男
ナイジェル・バーリー著/柴田
裕之監訳

凱風社 1F 0337186 289.3/B21

フィリピン 74 フィリピン : 急成長する若き「大国」 井出穣治 中央公論新社 文庫・新書（2F) 0534678 中公新書 ; 2420 

75 妖獣バニヤップの歴史 : オーストラリア先住民と白人侵略者のあいだで 藤川隆男 刀水書房 1F 0533178 208/To76/91

76 隣のアボリジニ : 小さな町に暮らす先住民 上橋菜穂子 筑摩書房 文庫・新書（2F) 0420084 ちくまプリマーブックス ; 137 
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ニュージーランド 77 ニュージーランドエコ紀行 青柳光郎 七つ森書館 1F 0465139 689.272/A57

78 まぼろしハワイ よしもとばなな 幻冬舎 1F 0353015 913.6/Y91

79 アロハ検定 : アロハ検定公式テキストブック ソニー・マガジンズ 1F 0353102 297.6/A79

80 紀行「赤毛のアン」 : プリンス・エドワード島の人々 奥田実紀 晶文社 1F 0402339 295.131/O54

81 はじめて出会うカナダ 日本カナダ学会編 有斐閣 1F 0420117 302.51/H16

82 ライ麦畑でつかまえて 
J.D.サリンジャー著/野崎孝
訳

白水社 1F 0439330 933/Sa69

83 ブルックリン・フォリーズ 
ポール・オースター [著]/柴田
元幸訳

新潮社 1F 0494804 933.7/A96

コロンビア 84 百年の孤独
G.ガルシア=マルケス著/鼓直
訳

新潮社 1F 0442602 963/Ma52

ペルー 85 ノモレ 国分拓 新潮社 2F 0538595 382.68/Ko45

ブラジル 86 サンバの国に演歌は流れる : 音楽にみる日系ブラジル移民史 細川周平 中央公論新社 文庫・新書（2F) 0425333 中公新書 ; 1263 

南極 87 クマムシ調査隊、南極を行く! 鈴木忠 岩波書店 文庫・新書（2F) 0540747 岩波ジュニア新書 ; 899 

アラスカ 88 イニュニック「生命」 : アラスカの原野を旅する 星野道夫 新潮社 文庫・新書（2F) 0420181 新潮文庫 ; ほ-12-1 

北極 89 極夜行 角幡唯介 文藝春秋 1F 0539055 297.8/Ka28

＜外国人から見た日本＞
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90 一〇〇年前の世界一周 : ある青年が撮った日本と世界 
ワルデマール・アベグ写真・回
想録/ボリス・マルタン文/岡崎
秀訳

日経ナショナルジオグラ
フィック社

1F 0397856 290.9/H99

91 神々の国の首都 小泉八雲著 ; 平川祐弘編 講談社 文庫・新書（2F) 0456206 講談社学術文庫 ; 948

92 「縮み」志向の日本人 李御寧 講談社 文庫・新書（2F) 0349908 講談社学術文庫 ; 1816
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