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オーストリアの風景 浮田典良 　加賀美　雅弘 ほか  9784779509506 2015年6月15日
ウィーンやザルツブルクなど栄光の歴史に彩られた街から、ドナウの平原、チロルの山岳地帯
まで、克明に歩いたオーストリア案内

シネマ世界めぐり 野外歴史地理学研究会 編  9784779503115 2009年4月1日 古今東西の映画52本の舞台をめぐり、その〈風景〉を読みとく、ひと味ちがった映画の観方！

図説　世界の地域問題
漆原　和子 藤塚吉浩
松山洋 ほか編  9784779502040 2007年10月1日 世界各地で浮上する様々な問題を80トピックとりあげ、分かりやすいテーマ図をもとに解説。

空撮ヒマラヤ越え　山座同定 中村　保  9784779513602 2019年5月30日 未知の大地ヒマラヤ越え空撮に高峰群の山々に山座同定を付した画期的な写真集。

明石書店

バルト三国の歴史
アンドレス・カセカンプ
小森宏美・重松尚 訳 9784750339870 2014年3月31日 エストニア・ラトヴィア・リトアニア　石器時代から現代まで

大河が伝えたベンガルの歴史 鈴木喜久子 9784750340333 2014年6月2日 「物語」から読む南アジア交易圏

テュルクの歴史
カーター・Ｖ・フィンドリ  小松久男 監
訳 9784750344690 2017年8月15日 世界史におけるテュルク諸民族の通史を知る

黒海の歴史 チャールズ・キング  前田 弘毅 監訳 9784750344744 2017年4月20日 ユーラシア地政学の要諦における文明世界をみる

バスク地方の歴史 マヌエル・モンテロ  萩尾生 訳 9784750346120 2018年2月28日 欧州の異郷バスク地方の歴史を知る

リトアニアの歴史
アルフォンサス・エイディンタス　ほか
梶さやか　重松尚 訳 9784750346434 2018年5月10日 通史でリトアニアの歴史を知る

晶文社

町からはじめて、旅へ（新装版） 片岡義男 9784794968715 2015年1月31日
魂と肉体の自由なトータリティを求めて飛びつづける、東京はぐれ鳥・片岡義男が魅力あふれ
るライフスタイルを追求したエッセイ集。

海とサルデーニャ～紀行・イタリアの島 D・H・ロレンス  武藤浩史訳  9784794961136 旅に生きた作家の即興曲に似た名紀行j

アフリカの日々
アイザック・ディネーセン
横山貞子（訳） 9784794913364 1981年4月30日 壮大なアフリカのサーガとして、20世紀文学の最高傑作

素顔のフランス通信 飛幡祐規  9784794961907 1994年11月30日 フランスの多様性が浮かび上がってくる

我もまた渚を枕ー東京近郊ひとり旅 川本三郎  9784794966445 2004年12月31日 平凡だからこそ記憶したい風景がある。心の隠れ里をさがし求める町歩きエッセイ。

ふだん着のウイーン案内 真鍋千絵  9784794960900 1992年9月30日 ＜老いたる貴婦人＞ウイーンの実像をくっきり描く

写真集　アフガニスタン クリス・スティール＝パーキンス 9784794965165 2001年12月31日 この国の人びとの哀しみと希望を伝える書

ヨーロッパ鉄道大旅行ーユーレイルパスを使って長真弓 9784794962850 1996年10月30日 乗り降り自由自在のユーレイルパスを駆使して、17カ国の鉄道を縦横無尽に味わい尽くす。

世界の映画ロケ地大事典 トニー・リーブス  9784794966285 2004年8月31日 1600本以上を網羅!9年の歳月をかけて取材した、ロケ地事典の決定版。

インド洋の小さな国～モルジブ諸島文化誌 藤沢高治  9784794958525 1981年4月30日 ボートに揺られてほんとの人間に会いに＿。

日本実業出版社

街の中で見つかる「すごい石」 西本昌司 9784534055071 2017年6月29日 世界の建造物には色々な「石」が使われている

白水社

聖書の成り立ちを語る都市 カーギル 　真田由美子 訳 9784560095461 2018年3月1日 フェニキアからローマまで聖書の成り立ちを都市ごとに見る

フランス中世歴史散歩 ペルヌー　福本秀子 訳 9784560721100 2010年1月1日 中世史の名ガイドとともに北フランスからプロヴァンスまで歩く

辺境中国 アイマー　近藤隆文 訳 9784560096208 2018年3月23日 新彊、チベット、雲南、東北部を歩く

ぼくの家は「世界遺産」 小松義夫 9784560031728 2007年11月1日 世界中の民家を訪ね、「ひとが住むかたち」を感じる

アムンゼン カリック　新関・松谷　訳 9784560030417 2002年9月1日 踏破不能といわれた南極を初征服した「最後のヴァイキング」

中国５５の少数民族を訪ねて 市川捷護・市橋雄二 9784560081020 2010年12月1日 中国全土の辺境十数万キロを踏破した完全レポート

日本教文社

旅と絵でたどる万葉の道 永井　郁 9784531062959 1997年1月1日 万葉集ゆかりの地をめぐる随想

旅と絵でたどる万葉　心の旅 永井　郁 9784531063673 2002年1月1日 万葉集ゆかりの地をめぐる随想

究極の旅
ロバート･モンロー　塩崎麻彩子　翻
訳 9784531080915 1995年1月1日 体外離脱の旅

魂の体外旅行 ロバート･モンロー　坂場順子　翻訳  9784531080632 1990年1月1日 体外離脱の旅

フィンドホーンの花 ＊アイリーン・キャディ 9784531080878 1994年1月1日
北スコットランドにある天使や妖精が舞う楽園フィンドホーン。創始者アイリーンは、ある日突然、内なる
声を聞き。”聖なる旅”に出てしまう。苦難の末、やっと自由を得た女性の真実の物語。

歴史の心理学 小田　晋 9784531063574 2001年5月1日 心理学の視点から描いた日本人の歴史ドラマ

アシジの丘 山川　紘矢,　亜希子 9784531063369 1999年9月1日 写真とエッセイで聖地アシジを旅する

机上世界旅行
昨今の新型コロナウィルスにより、海外での仕事、学び、旅行など、なかなか難しい状況ではありますが、仕
事で関わりのある国、興味のある国の知識を深めるいい機会ではないでしょうか。
出版梓会では様々なジャンルの出版社が集まっております。様々な角度から各出版社が選書しました。是
非ご検討いただければと存じます。



筑摩書房

古代ローマ旅行ガイド フィリップ マティザック 9784480098719 2018年6月7日
タイムスリップして古代ローマを訪れるなら? そんな想定で作られた前代未聞のトラベル・ガイ
ド。必見の名所・娯楽ほか情報満載。

古代アテネ旅行ガイド フィリップ マティザック 9784480099396 2019年8月8日
古代ギリシャに旅行できるなら何を観て何を食べる? そうだソクラテスにも会ってみよう! 神殿等
の名所・娯楽ほか現地情報満載。

ニューヨーク おいしいものだけ!
朝・昼・夜 食べ歩きガイド

仁平 綾 9784480879059 2019年5月10日
夜の予約が取れない店のランチ、絶対満足の肉料理、記憶に残るスイーツ、意識高めのテイク
アウト、眺めのいいバー……どんな時でもおいしいNYをどうぞ!

暮らすように旅するフィレンツェ/トスカーナ 古澤 千恵  9784480815392 2017年8月24日
地元のイタリア人だけが知っている、地元のイタリア人だけが知っている、ほんとうは秘密にし
ておきたい場所をたっぷりご案内! !

スペイン旅行記　カレル・チャペック旅行記コレクション カレル チャペック 9784480422965 2007年3月7日
1929年スペイン周遊の際に書かれた旅行記。ラテン、イスラム、ユダヤ、ジプシー、バスク、そして闘牛
やフラメンコ…様々な民族や風物の混交する面白さ美しさに魅せられた心躍るエッセイ。

北欧の旅　カレル・チャペック旅行記コレクション カレル チャペック 9784480424983 2009年1月7日
1936年、デンマーク、スウェーデン、ノルウェーを巡った記録。船と鉄道と車で、原始の面影を
残す森やフィヨルドをたどり、壮大な自然と素朴な人間の暮しを感動いっぱいに描く。

イギリスだより　カレル・チャペック旅行記コレクション カレル チャペック 9784480422910 2007年1月10日
本書は特に評価が高いイギリス滞在記で、1924年にペンクラブ大会参加と大英博覧会取材の
ため訪れたときのもの。チャペックの「イギリスびいき」ぶりがうかがえる名著。

オランダ絵図 カレルチャペック旅行記コレクション カレル チャペック 9784480427281 2010年9月8日
1931年、世界ペンクラブ大会出席のためオランダを訪れたときの観察記。運河、自転車、犬、
風車、橋、オランダ絵画…。独特の視点からその民族性を抽出し描く手つきは見事。

風と双眼鏡、膝掛け毛布 梨木香歩 9784480804938 2020年3月16日
双眼鏡を片手にふらりと旅へ。地名を手掛かりにその土地の記憶をたどり、人とそこに生きる
植物や動物の営みに思いを馳せ、創造の翼を広げる珠玉のエッセイ集。

わたしの北欧案内 ストックホルムとヘルシンキ おさだ ゆかり 9784480879004 2018年5月9日
美しい雑貨、オーガニックのランチ、香り高い焼き菓子、北欧デザインを訪ねる街歩き、人気の
北欧雑貨店主が案内する至福のガイド。

税務経理協会

中国の会計・税務・法務Ｑ＆Ａ　 新日本有限責任監査法人 編 9784419065928 2020年2月20日
中国でのビジネス展開に必要な会社法、税法、社会保障、労働問題等のうち、在中日系企業駐在員、
現地スタッフ、日本本社の海外支援担当者が必要とする情報を網羅的に解説。

インドの会計・税務・法務　第３版 新日本有限責任監査法人 編 9784419064914 2017年10月15日
インドでのビジネス展開に必要な会社法、税法、社会保障・労働問題等のうち、在インド日系企業駐在
員、現地スタッフ、日本本社の海外支援担当者が必要とする情報を網羅的に解説。

マレーシアの会計・税務・法務Q&A 新日本有限責任監査法人 編  9784419066345 2020年3月20日
基礎情報から各種法律・手続きまで項目ごとのQ&A形式で掲載。直面する課題や疑問点がすぐにわか
り制度の理解や知識が深まる！

ミャンマーの会計税務法務Ｑ＆Ａ 新日本有限責任監査法人 編 9784419060800 2014年3月20日
ミャンマーでのビジネス展開に必要な会社法、税法、社会保障、労働問題等のうち、在ミャンマー日系
企業駐在員、現地スタッフ、日本本社の海外支援担当者が必要とする情報を網羅的に解説。

ベレ出版

なるほど世界地理 宇田川勝司 9784860644741 2016年5月25日 世界の「気になる疑問」がスッキリ解ける！

地理が解き明かす地球の風景 松本穂高 9784860645816 2019年5月16日 旅先の風景が何倍も楽しめるようになる！

知られざるキューバ 渡邉優 9784860645632
2018年11月10日

外交官が見たキューバのリアル

イギリスをディープに旅する英語 小島 智 9784860644918 2016年10月26日
旅行ガイドにはない旅の楽しみ方、イギリスの飾らない空気を伝える文章と一緒に現地のリア
ルな英語が学べる一冊。

LONDON WALK
イギリス英語とロンドンの歴史・文化を一緒に学ぶ

ロイ・ヒギンズ　小川・ヒギンズ・美穂
子
臼井俊雄

9784860645458 2018年5月15日 ロンドンの街を巡りながらイギリス英語をじっくり味わう

吉川弘文館

歴史の旅 熊野古道を歩く 高木　徳郎  9784642081023 2014年2月27日 熊野三山をめざす巡礼の道。世界遺産熊野古道の世界へ。

江戸のパスポート 柴田　純  9784642058322 2016年8月19日 昔も携帯必須だった手形の話。

時計の社会史 角山　榮  9784642065740 2014年2月14日 古今東西の時計史をたどる。

山川出版社

歴史を旅する　イタリアの世界遺産 武村陽子  9784634150553 2014年4月1日 イタリアの旅の予習に、旅の後の余韻を味わうのにぴったりの1冊。

北欧建築紀行 和田菜穂子  9784634150393 2013年10月1日 幸福や癒しに満ちた北欧の美しい建築デザインを案内する。

日貿出版社

紙ワザ建築 世界遺産 菊地 清 9784817081520 2009年4月1日 机の上で、ペーパでクラフトして世界旅行気分を味わえる。

消しゴムはんこで世界旅行 深沢 紅爐 9784817082220 2016年7月1日 世界各地の文化を図案して消しゴムはんこで楽しめる。

勁草書房

幻のサッカー王国 宇都宮徹壱 9784326851515 1998年5月1日
新ユーゴ，クロアチアを初め，スロヴェニア，ボスニアなど旧ユーゴ圏の独自の美学をもつ華麗
なサッカー。その社会背景をドキュメント。

風間書房

イギリス絵本留学滞在記 正置友子 9784759921649 2017年1月31日
50代半ばにしてイギリス留学へと旅立つ。美しいウォルター・クレインの絵本と出会い、絵本の
研究に没頭。本書は、6年間のイギリスでの生活と学び・研究の日々を綴る。「いくつになって
も、学びと旅立ち」への勧めの書でもある。



平凡社

イザベラ・バードの東北紀行［会津・置賜篇］ 赤坂憲雄 9784582836370 2014年5月1日 赤坂憲雄がイザベラ・バードの記録『日本奥地紀行』の会津を解読する。

イタリア建築紀行 渡辺真弓 9784582544527 2015年3月1日 ゲーテ「イタリア紀行」を道しるべに、碩学がイタリアの都市と建築の魅力を生き生きと伝える。

パウル・クレー 地中海の旅 新藤信 9784582634914 2014年3月1日
パウル・クレー（1879-1940）が生涯に旅した各地をたどりつつ、作風への影響や名作に表わさ
れた豊かな余韻を考察する画文集。

バルセロナのガウディ建築案内 丹下敏明 9784582634952 2014年11月1日 バルセロナ在住の建築スペシャリストによるガウディを巡るビジュアル・ガイドの決定版。

英国キュー王立植物園 コロナ・ブックス編集部編 9784582635157 2019年4月1日 世界の植物ファンを魅了する英国キュー王立植物園の初の日本語公認ガイドブック。

中国奥地紀行　１ イザベラ・バード  9784582768022 2013年12月1日
19世紀末、小柄な老女が揚子江をさかのぼり、陸路、漢族の世界さえ超えた地域を踏破、「蛮
子」の素晴らしい世界を描き出す

中国奥地紀行 ２ イザベラ・バード 9784582768053 2014年2月1日
保寧府から灌県、理番庁を経て、４０００メートル級の山脈を越え、梭磨へ。さらに、成都から舟
に乗り重慶から旅の終わりまで。

海游録 申維翰 9784582802528 1974年5月1日 1719年の使節に随行した朝鮮文人が，江戸中期の日本の社会・風俗を外国人の眼でとらえた見聞記。

空から森が降ってくる 小手鞠るい 9784582838121 2019年9月1日
アメリカはウッドストックの森に住む小説家が、美しくも厳しい自然や野生動物との交流、旅先
でのできごとをたおやかな筆致で綴る。

フリーア美術館 別冊太陽編集部 編 9784582922691 2018年12月1日 創始者の遺言によって、現在に至るまで、日本では披露されることのない名品の数々。

レオナルド・ダ・ヴィンチを旅する 池上英洋監修 9784582922738 2019年4月1日
ルネサンスの巨匠の作品と描かれた風景を数多くの図版で解明し、その生涯を各スポットの写
真とエピソードでたどる。没後500年記念。

ロンドン・ナショナル・ギャラリー 小池寿子 高橋明也監修 9784582945966 2020年2月1日 傑作揃いのなかでも、さらに厳選した名作を通して、魅惑の西洋美術史をひもとく！

西村書店

芸術の都　フィレンツェ大図鑑
美術・建築・デザイン・歴史

パオルッチ他 　森田義之 監訳
野村幸弘、芳野 明、谷古宇 尚、鳥海
秀実 訳

9784890137190 2015年5月9日
ルネサンス文化が花開いた美しい町フィレンツェ。素晴らしい絵画や彫刻、壮麗な建築群など
の芸術作品とともに町の歴史をたどります。フィレンツェを散策している気分が味わえる一冊！

芸術の都　パリ大図鑑
建築・美術・デザイン・歴史

ジャン=マリー・ペルーズ・ド・モンクロ
三宅理一 監訳 9784890136766 2012年7月2日

パリが「ルテティア」と呼ばれていた古代から現在まで、2000年に及ぶ膨大な歴史を網羅。美術
工芸、建築をはじめとする大都市パリの魅力を豊富なカラー図版で紹介する貴重な1冊です。

芸術の都　ロンドン大図鑑
英国文化遺産と建築・インテリア・デザイン

フィリップ・デイヴィース
デレク・ケンダル 写真／加藤耕一 監
訳

9784890137695 2017年6月24日
歴史的建造物が数多く残るロンドンで、一般公開されていないためほとんど人に知られていな
い「建築遺産」を幅広く紹介。ロンドンの「秘められた」建築やインテリアを堪能できる贅沢な1冊
です。

きいろいふうせん　地球一周 シャルロット・デマトーン 9784890139453 2013年10月25日
都会、ジャングル、海辺など、地球を旅する「きいろいふうせん」を見つけよう！　「青い車」「空
飛ぶじゅうたんに乗った僧侶」「逃げ出した囚人」はどこかな？　世界のさまざまな場所が細かく
描かれたイラストからお題となる絵をさがして遊ぶ、楽しい文字のない絵本です。

大月書店

日本は世界で何番目？①健康・福祉 藤田千枝 9784272409112 2013年11月20日 身の回りのさまざまな事象について、「日本は世界で何番目」にランクしているのか？

日本は世界で何番目？②家族・教育・労働 藤田千枝 9784272409129 2013年12月18日 身の回りのさまざまな事象について、「日本は世界で何番目」にランクしているのか？

日本は世界で何番目？③環境とエネルギー 藤田千枝 9784272409136 2014年1月20日 身の回りのさまざまな事象について、「日本は世界で何番目」にランクしているのか？

日本は世界で何番目？④食料と農漁業 藤田千枝 9784272409143 2014年3月7日 身の回りのさまざまな事象について、「日本は世界で何番目」にランクしているのか？

日本は世界で何番目？⑤平和と安全 藤田千枝 9784272409150 2014年4月21日 身の回りのさまざまな事象について、「日本は世界で何番目」にランクしているのか？

メイドインどこ？①食べ物と飲み物 斉藤道子 9784272409310 2014年9月20日
私たちの身近にある食べもの・生活用品の原材料はどこからきているのか？をわかりやすく図
解。国際理解にも役立ちます。

メイドインどこ？②学校にあるもの 斉藤道子  9784272409327 2014年12月15日
私たちの身近にある食べもの・生活用品の原材料はどこからきているのか？をわかりやすく図
解。国際理解にも役立ちます。

メイドインどこ？③家庭にあるもの 斉藤道子 9784272409334 2015年3月20日
私たちの身近にある食べもの・生活用品の原材料はどこからきているのか？をわかりやすく図
解。国際理解にも役立ちます。

創元社

奇岩の世界 山田英春編 9784422440132 2018年2月19日
シロリ砂漠の石の木（ボリビア）、ゴブリンの谷（米国）、水を飲む竜の岩（アイスランド）、モエラ
キの石球（ニュージーランド）、巨人の遊び場（ナミビア）、マダイン・サーレハ（サウジアラビア）、
獅子の岩（スリランカ）、武陵源・袁家界（中国）など今までにない迫力の岩の本。

窓から見える世界の風 福島あずさ　　nakabanイラスト 9784422701097 2018年2月19日
地球上では地域によって様々な風が吹き、人々は親愛や畏敬の念を込め様々な名前をつけて
きた。本書では気象学者の著者が世界の50の風を集め、絵と散文と一緒に紹介する。

偕成社

たまたまザイール、またコンゴ 田中　真知 9784030034204 2015年6月1日
クスリと笑ってしまうびっくりエピソードから、コンゴの歴史や紛争についての考察など、硬軟と
りまぜた充実の内容。豊富な写真つき。

世界中からいただきます！ 中山　茂大 9784036450602 2016年11月1日
世界各地のご家庭に居候して食べたごはんと、それにまつわるお話。ごはんを通じて知る、世
界各地のくらし。

ボクがつくった世界のおやつどうぞ！ 平野　恵理子 9784033520100 2012年11月1日
中国の杏仁豆腐、フランスのクレームブリュレにタイの焼きバナナ！ 世界のおやつをボクと
いっしょに作ろう！ かわいいお料理絵本。

世界中からたっくさん！ マーク・マーティン 9784034373002 2019年12月1日
世界の大都市と、地球のゆたかな自然にかこまれた地域を、ユーモアあふれる絵とキャプショ
ンで紹介する絵本

南の島　カピンガマランギ 長倉　洋海 9784030164901 2011年7月1日
ミクロネシア連邦最南端に位置するカピンガマランギ環礁。地球温暖化の影響を受けながら
も、島を愛し、日々の生活を愛する人々の表情を色鮮やかに写し取った写真集。

あかね書房

世界地図めいろブック
サム・スミス　サム・タブリン　編
宮坂宏美　訳 9784251097132 2018年6月1日 世界のいろいろな国をめぐり、めいろで楽しく旅をします。

柏書房

ゾウさんをさがせ　世界のまちを旅するゾウ!! ギヨーム・コルネ 9784760150373 2018年12月3日 迷子の5頭のゾウさんを見つけながら16カ国の都市の文化が瞬時にわかる教育絵本ガイド。

ヴェルヌの『八十日間世界一周』に挑む
マシュー・グッドマン　金原瑞人・井上
里 訳 9784760142989 2013年10月1日 地球東回りと西回り。19世紀にこの勝負にかけた女性二人の冒険談とその後の人生。

世界の樹木をめぐる80の物語 ジョナサン・ドローリ　三枝小夜子 訳 9784760151905 2019年11月22日
世界中の研究者・専門家が絶賛した自然科学ベストセラー。写実的で色彩豊かな美しいイラス
トがほぼ全頁を埋め尽くす。

教養としての「国名の正体」 藤井青銅 9784760150885 2019年11月8日 日本をはじめ世界196カ国と5地域の国名。その起源から見えてくるユニークなお国事情とは。


