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東京工業大学附属図書館 2015.02.06 

❄ リストの見方 

図書タイトル / 著者 

所在 & 請求記号 

図書サポーターからのコメント 

 

❄ 展示図書 

温泉めぐり / 田山花袋著 

大岡山：B1F-文庫・新書 080/Ic/21 

日本人は古来から温泉を楽しんできた民族であり、そのため日本全国様々な場

所に温泉地がある。そのうちのいくつかを紀行文の形式で紹介している。 

 

おくのほそ道 全 / [松尾芭蕉著] ; 角川書店編 

大岡山：B1F-文庫・新書 080/Ka/1 

有名な松尾芭蕉の紀行文です。現代語訳が載っているので読みやすく、地図や

写真も載っているので芭蕉の見た情景が頭に浮かびます。震災後、東北地方へ

の旅行がブームになっていますが、東北の美しい自然や人情は今も昔も変わら

ないようです。 

 

老人と海 / ヘミングウェイ著 ; 小川高義訳 

大岡山：B1F-文庫・新書 080/Koc/H, 「東工大先生の本」文庫 933.7/H 

国語の教科書にも取り上げられている有名な作品。お互いのプライドがかかっ

ている漁師の老人と巨大カジキの戦いには心を打たれます。読み終わった後は

あなたも海に出たくなるかも（？） 

 

海の都の物語 : ヴェネツィア共和国の一千年 / 塩野七生著 

大岡山：B1F-一般図書 237/Si/1～2 

B1F-集密：一般図書 W016464, W016465 

ゴンドラ！海の都！として有名なヴェネツィア。しかしそんなステレオタイプ

で語っていい街でしょうか？ヴェネツィアが誕生した経緯、そしてヴェネツィ

アという街が持っている「性格」をローマ人の物語で有名な塩野七生が書き上

げます。 
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旅に出たくなる地図 日本 / 帝国書院編集部著 

大岡山：B1F-一般図書 290.38/Te 

四季折々の祭りや温泉、有名駅弁、豪華列車の旅といった特集や各地方ごとの

特色を多くの写真を交えながら紹介しています。本の最後の方には旅を楽しむ

ための資料として空港・SA・世界遺産といった役にたつ情報もたくさん載っ

ています。 

この本を持って、そのまま旅に出かけたくなること間違いなし！ 

 

食べるが勝ち! / 星野知子著 

大岡山：B1F-一般図書 290.9/H 

主に旅先での食事がメインの内容となっている旅行記。内容はそれほど充実し

ているわけではないがその分読む負担は少なく、文章表現もとてもフランクで

あるため、気軽に手を出せる一冊。 

 

死ぬまでに行きたい!世界の絶景 本編 / 詩歩著 

大岡山：B1F-一般図書 290.9/Si 

すずかけ台：1F-ペリパトス文庫：和書 290.9/Si 

56 万人が「いいね！」をした Facebook のページ「死ぬまでに行きたい！世

界の絶景」の中から、特に人気が高い絶景を厳選した写真集です。世界にはこ

んなにきれいな景色があるのかと、惚れ惚れしてしまいます。また、絶景まで

の行き方や、かかる費用、注意点なども書いてあります。 

 

7 日間で人生を変える旅 = 7 days trip guide / A-Works 編集 

大岡山：B1F-一般図書 290.93/A 

この旅をきっかけに人生が変わる！そんな強烈な旅を 26 個厳選し紹介した

本。旅それぞれにテーマがあります。常識を破壊する旅、自分を取り戻す旅、

人生を賭けて一発勝負する旅…などなど。旅の予算の内訳から交通手段、注意

点など実際に旅をするうえで必要な情報も載っています。これを読んで、あな

たも人生を変える旅に出かけよう！ 
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死ぬまでに一度は行きたい世界の 1000 カ所 / パトリシア・シュルツ著 ; 美

國コウ訳 

大岡山：B1F-一般図書 290.93/Sc/1～3 

世界各国の一度は訪れたい名所案内です。ヨーロッパ編、アジア・アフリカ編、

南北アメリカ編の全 3 編で構成されており、世界中を網羅しています。その土

地の文化にも触れています。行ってみたかった国、気になる国のページをめく

ってみて、遠い異国に想いを馳せてみてはいかがでしょうか？ 

 

日本全国道の駅ガイドブック 648 駅 : 一般道路の快適パーキング・ステーシ

ョン 

大岡山：B1F-一般図書 291/A 

全国の道の駅ガイドブック。本書の前半部分では東京から日帰りで寄れる道の

駅を紹介しています。免許を取ったばかりの人は多いでしょうから、この辺の

道の駅までドライブすると楽しそうです。某番組のように男気じゃんけんでも

して地域活性化に貢献してあげてください。 

 

南武線歴史散歩 / 中村吾郎著 

大岡山：B1F-一般図書 291/N 

南武線とその支線である浜川崎線の歴史と、その各駅周辺の史跡名勝を紹介し

ています。普段通学や通勤に何気なく使っている電車ですが、たまには途中下

車して神社などを巡ってみるのも面白いかもしれません。 

 

東京を江戸の古地図で歩く本 : "華のお江戸"がよみがえる歴史めぐり : 江戸

の刑場が人通りの多い場所につくられたのはなぜ? / ロム・インターナショナ

ル編 

大岡山：B1F-一般図書 291.36/R 

普段は通り過ぎてしまう東京の街並み。しかしそこにはひっそりと、江戸の面

影があり、歴史のドラマが眠っているのです。本書は、そんな江戸の町を古地

図と読み物から学べる一冊。渋谷の地下の川だとか、広尾のススキ野原だとか、

意外な発見がてんこ盛りです。この文庫を片手に、この冬身近な町へと繰り出

して、歴史散歩はいかがですか。 

より詳しく地図を眺めたい方は、『東京時代 map』(請求記号：213.61/Si)を

どうぞ。 
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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 

内容は筆者が旅行先で利用した宿泊施設についての解説が主であり、文章だけ

でなく利用した宿泊施設の挿絵も載っているため部屋の様子が分かりやすい。

宿泊場所にこだわりのある読者にはお勧めの一冊。 

 

クイズ宇宙旅行 : 逃げる宇宙船に追いつくにはどう操縦する? / 中冨信夫著 

大岡山：B1F-一般図書 408/B/1542 

宇宙についての素朴な疑問をクイズ形式で分かりやすく説明してあります。楽

しみながら宇宙の旅についての知識を深められる一冊です。 

 

太陽系シミュレーター : 時空を超えた惑星間飛行 /  

Solar System Simulator Project 編 

大岡山：B1F-文庫・新書 408/B/1667 

すずかけ台：3F-一般図書 408/B/1667 

研究で机を離れられない。でも、ちょっと冒険に出たい。そんなときにどうす

るか。時刻表？Street View？いや、今年の冬は一味変わって、太陽系シミュ

レーターをオススメしたい。ソフトを起動すれば、もう宇宙旅行の始まりであ

る。美しい太陽系を眺めながら、時空を飛び回る大冒険は、いかがですか。 

 

小惑星探査機「はやぶさ 2」の大挑戦 : 太陽系と生命の起源を探る壮大なミッ

ション / 山根一眞著 

大岡山：B1F-文庫・新書 408/B/1887 

いよいよ打ち上げられた「はやぶさ 2」。日本中が応援する小さな衛星の旅路

をでっかい夢のつまった装置とともに紹介するこの一冊。本書の多くは、著者

によるプロジェクトメンバーへの貴重なインタビューから構成されている。読

者目線のインタビューが、はやぶさへの素朴な疑問に答えてくれるのがありが

たい。さらに、前機「はやぶさ」プロジェクトの話題もふんだんに盛り込まれ、

楽しめる。2020 年までの長旅に出たはやぶさ 2。その衛星に思いをはせて、

地球と生命の起源をめぐる旅にでてみませんか。 
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Google Earth で行く火星旅行 / 後藤和久, 小松吾郎著 

大岡山：B1F-一般図書 408/I/196 

火星に行ってみたいと思ったことはありませんか？実際に人類が火星に行く

ことはまだできませんが、この一冊であたかも火星に降り立ったような感覚に

なれるはずです。また、3D メガネを使って 3 次元的な画像を楽しむこともで

きます。 

 

安全な温泉あぶない温泉 / 中澤克之著 

大岡山：B1F-一般図書 498.6/N 

家族や友人と旅に行くスポットとして人気な温泉だが、その温泉は本当に大丈

夫だろうか？どのような温泉が安全な温泉で、どのような温泉があぶない温泉

であるかを知っていれば、温泉の楽しさも倍増。 

 

土木遺産 : 世紀を越えて生きる叡智の結晶 / 建設コンサルタンツ協会 

『Consultant』編集部編 

大岡山：B1F-一般図書 510.2/Ke/1～3 

何百年も前から人々の暮らしを支えている道や橋、鉄道、ダム･･･本書ではヨ

ーロッパの歴史的に貴重な土木施設 17 か所を、当時の技術や人々の知恵とと

もに紹介しています。施設ごとに紹介されている日本の類似土木遺産も面白い

です。 

 

三都建築散歩 : 大阪、京都、神戸 : 旅をしたくなる建築 / 矢部智子編集・執

筆 ; 清水奈緒写真 

大岡山：B1F-一般図書 523.16/Y 

美しい写真の数々と、実際に訪れて書かれた臨場感ある文章に、思わず惹きこ

まれてしまいます。メジャーな観光地ばかりではありませんが、関西に行くな

ら、是非足を延ばしてでも立ち寄ってみたい！と思うスポットばかりです。 

 

「交通渋滞」徹底解剖 / 大口敬編著 

大岡山：B1F-一般図書 685/O 

旅先で遭うとテンションが下がるものの一つ、交通渋滞。一体どのようにして

発生するのか知っていますか？本書は交通渋滞のメカニズムを科学的、心理学

的、様々な方面から読み解いていきます。交通渋滞を知って、楽しい旅を！ 
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世界の路面電車 / ピーピーエス通信社, 三浦一幹写真 

大岡山：B1F-一般図書 686.9/P 

世界各国の色彩豊かな街並みと、そこに溶け込む様々な路面電車。ひとつとし

て同じ風景はありません。文字はない、純粋な写真集ですが、見ているだけで

わくわくしてきます。 

路面電車という乗り物は、地面に近い分、街そのものの一部なのかもしれませ

ん。 

 

一生に一度は行きたい世界遺産絶景 111 : 世界遺産発足 40 周年 

大岡山：B1F-一般図書 709/I 

すずかけ台：1F-ペリパトス文庫：和書 709/I 

世界遺産の絶景を写したオールカラーの写真集です。北米、ヨーロッパ、アジ

アなど州ごとにまとめられていて、それぞれの州ごとに異なる特徴が見られま

す。写真では物足りないと感じた方は是非足を運んでみては！？ 

 

世界遺産ガイド / 世界遺産総合研究センター編集 

大岡山：B1F-一般図書 709/Se 

学生の特権を生かして世界を旅してみるのはいかがですか。世界遺産を訪れて

素敵な体験をしてみましょう。 

 

世界の絶景の家 

大岡山：B1F-一般図書 748/Se 

見渡す限りの空！海！自然！そんな絶景を独り占めするかのように建ってい

る家が紹介されています。美しい写真が都会暮らしで疲れた心を癒してくれる

ことでしょう。 

 

新野宿ライダー : 心すれば野宿ライダーになれるかもしれない本 / 

 寺崎勉[著] 

大岡山：B1F-一般図書 786.6/Te 

すずかけ台：3F-一般図書 786.6/Te 

頼みは自分と相棒のバイクのみ。地球とバイクと自分と向き合う、気ままでワ

イルドな旅の世界をのぞいてみましょう！ 
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短歌の旅 / 俵万智著 

大岡山：B1F-一般図書 914.6/Ta 

この本は歌人の俵万智さんが、国内外を旅した体験を短歌とともに綴った本で

す。想像力の豊かなあなたが読めば、写真で見るよりも美しい景色を見ること

ができ、きっと旅に出てみたくなることでしょう。 

 

深夜特急 / 沢木耕太郎著 

大岡山：B1F-一般図書 915.6/Sa/1～6 

すずかけ台：1F-ペリパトス文庫：文庫・新書 915.6/Sa/1～6 

言わずと知れた定番ですが、旅と言われてまず思いついたのが深夜特急でし

た。インドのデリーからロンドンまで乗り合いバスで旅をするという話で、著

者の体験をもとに書かれているそうです。行き当たりばったりの旅でその国の

深いところに潜り込む様は、旅行というより冒険といった感じで、読む者をわ

くわくさせます。未読の人はぜひ。 

 

アメリカ彦蔵自伝 / [アメリカ彦蔵著] ; 中川努, 山口修訳 

大岡山：B1F-集密：一般図書 W030060, W030069 

嘉永の時代、1851 年に船乗りになった彦太郎は難破した結果アメリカの船に

助けられ、止む無く渡米する。攘夷の世で帰国すれば、即ち打首である。開国

され、時は明治！！日本に凱旋した彦蔵!彼のその数奇な運命とは！？ 

 


