
東京工業大学附属図書館 2012.09 1

 

     

 

 

図書タイトル / 著者 所在＆請求記号 

推薦文 

 

古事記 / 倉野憲司校注 大岡山 B1F-文庫・新書 080/Ib/1 

日本の旅と言えば、本書は外しがたい。本書は日本最古の歴史書であるだけでなく、西日本全域を

舞台にした神々の冒険譚でもある。高千穂への天孫降臨や出雲国での国譲りに代表される神々の英

雄譚、そして神武天皇の東征や神功皇后の三韓征伐が現存する地名や神社名とともに鮮やかに描か

れる。神々の行き交う地に足を向けたくなる一冊である。 

 

おくのほそ道 / 芭蕉著 ; 萩原恭男校注 大岡山 B1F-文庫・新書 080/Ib/206

日本人の旅といえば、松尾芭蕉の「おくのほそ道」であろうか。四季の風景に接し、旅情を写生す

る芭蕉の俳諧は日本人の美そのものである。鋭にして敏なる精神を持って読めば、言を弄さずして

美を伝える文体が体に染みる。読めば旅に出たくなる一冊である。 

 

銀河鉄道の夜 : 童話集 : 他十四篇 / 宮澤賢治作 ; 谷川徹三編 大岡山 B1F-文庫・新書 080/Ic/76 

宮沢賢治の代表的な童話作品。孤独な少年ジョバンニが友人カムパネルラと銀河鉄道の旅をする物

語。二人の幻想的な旅の様子が描かれている。 

 

ハックルベリー・フィンの冒険 / マーク・トウェイン ; 西田実訳 大岡山 B1F-文庫・新書 080/Ie/311

トム・ソーヤ―の冒険から数か月、浮浪児から一夜にしてお屋敷の坊ちゃんとなったハックだが、

すぐにも逃げ出したくなった。気ままな生活を求め川を下ることにしたハックルベリーに逃亡中の

黒人ジムが加わり、二人、自由を求めミシシッピをくだっていく。旅の途中の様々な景色や出来事

がいきいきとえがかれる、トウェインの不朽の名作。 

 

月と六ペンス / モーム著 ; 土屋政雄訳 大岡山 B1F-文庫・新書 080/Koc/M 

主人公のストリックランドは画家になる夢を追ってイギリスからフランスを経てタヒチへと移り住

みます。タヒチのエキゾチックな風景に魅了されてきっと旅に出たくなるはずです。 

 

世界の水辺の町 / ピーピーエス通信社写真 ; 若菜晃子文 すずかけ台 3F-一般図書 290.87/P 

水辺にある町で涼みながら、おだやかな風景を満喫する、緩めな旅にオススメな町が紹介されています。
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世界の島々 すずかけ台 3F-一般図書 290.87/Se

島特有のゆっくりとした時間、きれいな風景を写真だけではなく実際に感じてみたくなる一冊です！ 

また、アクセス方法なども書いてあるため、地図片手に旅行プランを考えるのも楽しい本となっていま

す！ 

 

旅の極意、人生の極意 / 大前研一著 すずかけ台 2F-ペリパトス文庫 

290.9/O 

一生のうちで行っておくべき場所をお探しでしたら、この本が一番だと思います。 

普通の観光スポットに飽きたあなたに新しい風を。 

 

サバイバル時代の海外旅行術 / 高城剛著 すずかけ台 2F-ペリパトス文庫 

290.9/Ta 

「日本人が海外へ出ないのは、観光ガイドが使えないからだ！」 

世界を飛び回る著者から日本人に向けられた提言の数々に、はっとさせられる人も多いのではないでし

ょうか。 

 

地球の歩き方 / 地球の歩き方編集室編 (シリーズ) 大岡山 B1F-一般図書  290.9/Ti 

すずかけ台 2F-ペリパトス文庫  

海外を旅するならどこへ行くにも必携の一冊！ 

食事・買い物から空港や駅から市街地へのアクセスなど便利な情報満載。各国版が用意されており、 

計画を立てる時だけでなく、旅行中にも大変重宝します。 

 

Introducing Japan / foreword by Edwin O. Reischauer ; text by 

Donald Richie 

大岡山 B1F-語学資料 291/R 

日本全国名所の写真をきれいに取り上げています。この本を読むたびにまるで日本一周回ったようで

す！説明文は英語で書かれていますが、語学資料として勉強にもなるのではないでしょうか。 

A book with a lot of beautiful pictures and good information about Japan. It gives you a basic 

all around idea of Japan. It’s easy to learn more about Japan as a foreigner since it’s written 

in English. 

 

最長片道切符の旅 / 宮脇俊三著 大岡山 B1F-一般図書 291.09/M 

時間に余裕があると評判の大学生。北海道は稚内から九州は枕崎まで、切符 1枚もって日本を一筆書き

してみませんか？ 
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きらめく川たち : 一級水系踏破の旅 / 岡村直樹著 すずかけ台 3F-一般図書 291.09/O 

自分を育ててきた街、街を支える川たちをもっと知りたくありませんか？ 

感謝の気持ちを込めて、心の底の感動をみつけましょう。 

 

癒しの森 : ひかりのあめふるしま屋久島 / 田口ランディ著 すずかけ台 3F-一般図書 291.97/Ta

騒がしい都会に囲まれて、疲れていませんか？ 

安らぎを見つけたい人に、ぜひこの本をお勧めします。自然の中で、自分が求めているものは何か、 

もう一度探してみましょう。 

 

ガンジス河でバタフライ / たかのてるこ著 大岡山 B1F-一般図書 292.09/Ta 

この作品は以前長澤まさみが主演でドラマ化され、その時に原作にも興味が湧き読んでみました。とて

も面白く、旅行しに行きたいと思わせるそんな作品でした。 

 

河童が覗いたヨーロッパ / 妹尾河童著 大岡山 B1F-一般図書 293.09/Se 

本の中身は文字とイラスト（作者自身が描いたスケッチ）で構成されていてとても読みやすいです。ほ

ぼ全てのページに作者のスケッチが入っているため、見た目ほど内容が詰まっていませんが、その分時

間をかけずに読める本です。 

 

英国鉄道紀行 2 万キロ / 宮田進著 大岡山 B1F-一般図書 293.3/M 

英国内のほとんどの路線を実際に乗って著者が感じたままの生のメモが記されている。この本片手に英

国鉄道を旅して、本に書かれていた路線を確かめるのも面白いかもしれない。 

 

長い旅の途上 / 星野道夫著 大岡山 B1F-一般図書 295.394/H 

アラスカの風景を想像したことがありますか？この本を読んだら、アラスカに行ってみたくなりました。

そして、76 篇のエッセイは全部短くて、シンプルな言葉しか書いていませんが、読んだらとても静かな

気持ちになり、感動しました。熊に襲われて亡くなった著者からのメッセージ、あなたも読んでみませ

んか？ 

 

不思議の国ニッポン : イラストで目からウロコの日本紹介 : Japan 

through the looking glass / 安部直文著 ; テッド・高橋イラスト 

大岡山 B1F-語学資料 302.1/A 

旅をしにきた外国人に「日本はどんな国ですか？」と尋ねられたことありますか？この本を読んだ

らすぐ答えられます！もしかして自分のアイデンティティについて新たな発見があるかも！また、

イラストを見ながら和英対訳で読めるので、日本語を勉強したい留学生や英語を勉強したい日本人

にとっても良い本だと思います。夏休みにぜひ！ 
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異国トーキョー漂流記 / 高野秀行著 大岡山 B1F-一般図書  334.41/Ta 

日本に旅してきた外国人を日本人の視点から見た話。彼らを通してみると東京という街が異国トーキョ

ーに見えてくる。旅から少しずれるかもしれないが、旅における人との出会いや交流の面白さがこの本

を読めばわかると思う。 

 

ナショナルジオグラフィックプレミアムセレクション DVD 大岡山 B1F-AV 資料  400/N 

旅といえば景色、見る物！つまりは画像！旅に行こうと思っている人、旅に行きたいけどいけない人、

実際に旅に行っても見られないかもしれない光景を見よう！ 

 

森の旅森の人 : 北海道から沖縄まで日本の森林を旅する / 稲本正

文 ; 姉崎一馬写真 

大岡山 B1F-一般図書  650.4/I 

夏になると、都会から少し離れて、涼しく、気持ちよいところに行きたくなります。日本国内の旅行な

ら、北海道、沖縄は一番行きたいところです。この本を読むと、北海道から沖縄までの森の旅はどのよ

うな感じか本当に楽しめます。 

 

ユネスコ世界遺産 8 西ヨーロッパ / ユネスコ世界遺産センター監修 大岡山 B1F-大型図書  701.9/Y/8 

すずかけ台 3F-一般図書 

今年の夏は予定がない方も、本の中なら旅に出られます。 

美しい建物、景色が多く、日本では見られないスケールです。 

気に入った場所があれば、次の旅に是非どうぞ。 

 

ラグーナ/Laguna : もうひとつのヴェネツィア : 河名木ひろし写真

集 / 河名木ひろし著 

すずかけ台 3F-一般図書 748/Ka 

言わずと知れた“水の都”ことヴェネツィアの魅力がたくさん詰まった写真が掲載されています。 

陽気なイタリアの雰囲気と幻想的な水の都の風景を実際に肌で感じてみたくなる一冊です！ 

 

道のむこう / ベルンハルト M. シュミッド著；アイディ訳 大岡山 B2F-Refresh Room 748/Sc 

リフレッシュルームの写真集です。 

道は、旅に関係するものですし、見てとても旅に出たい気持ちになるような写真です。 

リフレッシュルームに、こんなに素晴しい写真集があることをまだ知らない人がいたら、知って頂きた

いです。 
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二十億光年の孤独 / 谷川俊太郎著 ; W.I. エリオット, 川村和夫訳 大岡山 B1F-一般図書  911.56/Ta 

旅には、それを彩る本が欲しい。軽くて、読みやすくて、しかも、その本自体が旅を体現するような。

同年代だった頃の著者が捉える、遠い遠いところから流れ着いた、瑞々しい言葉達。透明なものが形を

帯びる、そんな感覚を、旅の非日常のお供に、いかがだろうか。 

 

海辺のカフカ / 村上春樹著 大岡山 B1F-一般図書  

913.6/M/1(上) 913.6/M/2(下) 

言わずと知れた作品ですね。主人公の少年は１５歳の誕生日、家出をし、東京から四国を目指します。

冒頭の夜行バスの情景から既に、読者の自分自身が１５歳に戻って、一人勇敢な旅に出ているかのよう

な錯覚に浸れます。 

 

深夜特急 (1)-(6) / 沢木耕太郎著 大岡山 B1F-一般図書 915.6/Sa/1-6

すずかけ台 2F-ペリパトス文庫 

読後、著者を追って思わず旅に出たくなる名シリーズです。 

「真剣に酔狂なことを」ある日仕事のすべてをなげうち、有り金全部をかき集め、単身飛行機に乗った

主人公。目標はインドのデリーからイギリスのロンドンまでバスで行くこと。異国の風を全身で呼吸す

る、波乱万丈のユーラシア放浪記。思わず荷物を詰めて、明日から旅に出たくなるような一冊です。 

 

はてしない物語 / ミヒャエル・エンデ作 ;上田真而子,佐藤真理子訳 大岡山 B1F-一般図書  943/E 

児童書ではありますが、大学生、社会人になってから読んでも新たな発見を得られる本だと思います。

心の旅をしてみませんか。 

 

The alchemist / Paulo Coelho ; translated by Alan R. Clarke 大岡山 B1F-一般図書  969/C 

羊飼いの少年が行く先々で様々な出会いや別れを経験しながら夢を信じて旅する物語です。昔友人が

“Remember your dreams and forever strive to realize them”というメッセージと共にプレゼントし

てくれた本です。 

 

 

 

 


