
企画展示

ち　ゅ　う　散歩
平成  30  年 ４ 月 27 日 ( 金 )  ～  5 月 23 日 ( 水 )



資料コード 書名 著者名 出版年 出版者 請求記号

003081284 狸の匣 マーサ  ナカムラ∥著 2017.10 思潮社 Y    911     /ﾅﾏ      / ★

003708082 狸の匣 マーサ  ナカムラ∥著 2017.10 思潮社 Y    911     /ﾅﾏ      /        

003081220 きょりかん 海老名  絢／著 2017.1 パレオパラドキシア  　　911.5 　/ｴｱ　　 /

003081266 ひとりごとの翁 田中 さとみ∥著 2017.9 思潮社      911.5   /ﾀｻ      /        

003081248 銘度利加 十田 撓子∥著 2017.11 思潮社      911.5   /ﾄﾄ      /        

003081239 これがわたしのふつうです 橋本  シオン／著 2017.9 あきは書館      911.5   /ﾊｼ      /        

003081275 ディオニソスの居場所 藤本 哲明∥著 2017.10 思潮社      911.5   /ﾌﾃ      /        

003081257 「猫」と云うトンネル 松本 秀文∥著 2017.10 思潮社      911.5   /ﾏﾋ      /        

001280215 夜の人工の木 豊原 清明∥著 1996.5 青土社 Y    911     /ﾄｷ      /        

001280190 もしくは、リンドバーグの畑 長谷部 奈美江∥著 1995.12 思潮社 Y    911     /ﾊﾅ      /        

001280153 ブルックリン 宋 敏鎬∥著 1997.11 青土社 Y    911     /ｿﾐ      /        

001280135 After 和合 亮一∥著 1998.3 思潮社 Y    911     /ﾜﾘ      /        

000892110 いまにもうるおっていく陣地 蜂飼 耳∥著 1999.10 紫陽社 Y    911     /ﾊﾐ      /        

000887830 釣り上げては アーサー　ビナード∥著 2000.7 思潮社 Y    911     /ﾋｱ      /        

000887840 びるま 日和 聡子∥著 2002.5 青土社 Y    911     /ﾋｻ      /        

001086548 火よ! 中村 恵美∥著 2002.3 書肆山田 Y    911     /ﾅﾒ      /        

001280206 昼も夜も 久谷 雉∥著 2003.11 ミッドナイト・プレス Y    911     /ｸｷ      /        

001268282 オウバアキル 三角 みづ紀∥著 2004.10 思潮社 Y    911     /ﾐﾐ      /        

003100492 音速平和 水無田 気流∥著 2005.10 思潮社 Y    911     /ﾐｷ      /        

003118009 みちのく鉄砲店 須藤 洋平∥著 2007.4 青土社 Y    911     /ｽﾖ      /        

002392134 グッドモーニング 最果 タヒ∥著 2007.10 思潮社 Y    911     /ｻﾀ      /        

002380438 先端で、さすわさされるわそらええわ 川上 未映子∥著 2008.1 青土社 Y    911     /ｶﾐ      /        

002671317 適切な世界の適切ならざる私 文月 悠光∥著 2009.10 思潮社 Y    911     /ﾌﾕ      /        

002783525 生首 辺見 庸∥著 2010.3 毎日新聞社 Y    911     /ﾍﾖ      /        

001364510 ウイルスちゃん 暁方 ミセイ∥著 2011.10 思潮社 Y    911     /ｱﾐ      /        

001374160 谷間の百合 細田 傳造∥著 2012.6 書肆山田 Y    911     /ﾎﾃ      /        

003027192 指差すことができない 大崎 清夏∥著 2014.4 青土社 Y    911     /ｵｻ      /        

003039010 グラフィティ 岡本 啓∥著 2014.11 思潮社 Y    911     /ｵｹ      /        

003053423 用意された食卓 カニエ　ナハ∥著 2016.4 青土社 Y    911     /ｶﾅ      /        

003068119 長崎まで 野崎 有以∥著 2016.5 思潮社      911.5   /ﾉｱ      /        

資料コード 書名 著者名 出版年 出版者 請求記号

000069918 バルボンさんのおさんぽ とよた かずひこ∥著 2000.3 アリス館      E       /ﾄｶ      /        

003547918 みちくさしようよ! はた こうしろう∥作 2016.6 ほるぷ出版      E       /ﾊｺ      /        

000746894 ロージーのおさんぽ パット=ハッチンス∥作 1975.8 偕成社      E       /ﾊﾊ      /        

003609681 おぼろ月のおさんぽ ウォルター　デ　ラ　メア∥詩 2017.3 岩崎書店      E       /ﾗｶ      /        

002461875 迷いの路 ふくだ としお∥著 2008.8 成美堂出版 T    726     /ﾌﾄ      /        

040035914 Ｔｈｅ　Ｂｅｓｔ　Ｔｒａｃｋ 葉加瀬太郎 2002 エピック・ソニ－ A    190     /ﾊ       /        

040007740 生活 エレファント・カシマシ 1990 エピック・ソニ－ A    222     /ｴ       /        

040047290 スタジオジブリの歌 2008.11 A    612     /ｽ       /        

000264413 みみずくの散歩 五木 寛之∥著 1994.3 幻冬舎      914     /ｲﾋ      /        

002951872 まひるの散歩 角田 光代∥著 2012.6 オレンジページ      914     /ｶﾐ      /        

002792212 よなかの散歩 角田 光代∥著 2011.4 オレンジページ      914     /ｶﾐ      /        

003680005 月夜の散歩 角田 光代∥著 2017.11 オレンジページ      914     /ｶﾐ      /        

002401489 ぼくは散歩と雑学が好きだった。 小西 康陽∥著 2008.3 朝日新聞社      914     /ｺﾔ      /        

002939027 本好きのためのウォーキング入門 武村 岳男∥著 2012.4 平凡社      291.0   /ﾀﾀ      /        

000707083 みなみらんぼうの一歩二歩山歩 みなみ らんぼう∥著 2000.7 中央公論新社      291.0   /ﾐﾗ      /        

001436049 街の楽しい歩き方 前田 波留代∥著 2003.3 河出書房新社      291.3   /ﾏﾊ      /        

003361910 カイくんの東京ぶらり旅 坂本 カイ∥著 2014.7 ヴィレッジブックス      645     /ｻｶ      /        

003339686 横丁と路地を歩く 小林 一郎∥著 2014.6 柏書房      518     /ｺｲ      /        

002387916 路地の記憶 佐藤 秀明∥写真とエッセイ 2008.2 小学館      748     /ｻﾋ      /        

①中原中也賞
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　なっております。ぜひ、ご覧ください。

★印は館内閲覧のみの資料です。貸出は出来ませんのでご了承ください。

　今年もこの季節がやってまいりました。第23回 中原中也賞の受賞作品が決定。
　それに伴い、今年の最終選考に選ばれた作品や過去の受賞作品をご紹介いたします。
　今回はそれだけではなく、中也が夜な夜な街中を散歩していたというエピソードから、「散歩」をテーマに
　集めた資料もお届けしたいと思います。
　中也の散歩はどちらかというと健康的なイメージの散歩とは少し違ったようで、夜にお酒を片手にふらふらと・・・!?
　そんな中也的散歩をしてみたい方にも、太陽の光を浴びながら散歩したい方にも、お楽しみいただけるセレクトと

②歩くの大好き



資料コード 書名 著者名 出版年 出版者 請求記号

003383069 酒場詩人の流儀 吉田 類∥著 2014.10 中央公論新社      915     /ﾖﾙ      /        

003459243 旬の地魚を味わう全国漁港めぐり 2015.7 双葉社      291.0   /ｼﾕ      /        

002535068 懐かしい町のレトロな喫茶店 産業編集センター∥企画　編集 2008.11 産業編集センター      291.0   /ﾅﾂ      /        

002977605 ちい散歩地井さんの絵手紙　最終集 地井 武男∥著 2012.7 新日本出版社      291.3   /ﾁｲ      /        

002430291 ちい散歩地井さんの絵手紙　第１集 地井 武男∥監修 2008.5 新日本出版社      291.3   /ﾁｲ      /        

002534104 ちい散歩地井さんの絵手紙　第２集 地井 武男∥監修 2009.1 新日本出版社      291.3   /ﾁｲ      /        

002655447 ちい散歩地井さんの絵手紙　第３集 地井 武男∥監修 2010.1 新日本出版社      291.3   /ﾁｲ      /        

003077573 ちい散歩職人の技・老舗の味 地井 武男∥監修 2009.7 日本文芸社      291.3   /ﾁｲ      /        

002935565 東京でお酒を飲むならば 甲斐 みのり∥著 2011.11 リベラル社      291.3   /ｶﾐ      /        

003695169 尾道、食べさんぽ。 左古 文男∥著 2017.12 誠文堂新光社      291.7   /ｻﾌ      /        

003366353 ご当地グルめぐりin広島 はんつ遠藤∥文  撮影 2014.6 ザメディアジョン      291.7   /ﾊﾝ      /        

002928339 酒場詩人・吉田類の福岡ほろ酔い酒場 2012.2 角川マガジンズ      291.9   /ｻｶ      /        

003193404 福岡とっておきのカフェ 月刊はかた編集室∥著 2012.3 メイツ出版      291.9   /ﾌｸ      /        

002687605 にっぽん自然再生紀行 鷲谷 いづみ∥著 2010.4 岩波書店      519     /ﾜｲ      /        

002609464 飲む!知る!歩く!日本版「ワインツーリズム」のすすめ 石井 もと子∥著 2009.8 講談社      588     /ｲﾓ      /        

資料コード 書名 著者名 出版年 出版者 請求記号

040502993 特選落語で江戸散歩ベスト 五代目柳家小さん∥[ほか]口演 2016.9 ポニーキャニオン A    461     /ﾄ       /        

003543903 文豪聖地さんぽ 2016.7 一迅社      910     /ﾌﾝ      /        

003474036 墨東地霊散歩 加門 七海∥著 2015.8 青土社      915     /ｶﾅ      /        

003228544 クラシックホテルさんぽ インク　インコーポレーション∥編 2013.6 グラフィック社      291.0   /ｸﾗ      /        

003316408 国宝の地図帳 2014.3 辰巳出版      291.0   /ｺｸ      /        

003687110 刀剣聖地めぐり 2016.10 一迅社      291.0   /ﾄｳ      /        

002940362 おもしろ地名・駅名歩き事典 村石 利夫∥著 2012.4 みやび出版      291.0   /ﾑﾄ      /        

001374213 バリアフリーTRAVEL DATABOOK　中国・四国編 日本観光振興協会∥編 2013.2 日本観光振興協会      291.0   /ﾊﾘ      /        

003216171 夜景手帳 夜景観光コンベンション　ビューロー∥著 2013.5 光村推古書院      291.0   /ﾔｹ      /        

003674507 江戸東京まち歩きブック 東京観光財団∥編 2017.3 東京観光財団      291.3   /ｴﾄ      /        

002950884 江戸名所で歩く大人の東京スカイツリー 2012.4 講談社      291.3   /ｴﾄ      /        

002368681 近代建築散歩　東京・横浜編 宮本 和義∥[著] 2007.12 小学館      291.3   /ｷﾝ      /        

003077635 東京歴史さんぽ 2011.6 ぴあ      291.3   /ﾄｳ      /        

002847602 広島すてきな雑貨屋さん 秀巧堂∥著 2010.7 メイツ出版      291.7   /ﾋﾛ      /

003638912 京都の凸凹を歩く　１ 梅林 秀行∥著 2016.5 青幻舎      454     /ｳﾋ      /        

003638903 京都の凸凹を歩く　２ 梅林 秀行∥著 2017.5 青幻舎      454     /ｳﾋ      /        

003611451 下町の名建築さんぽ 大島 健二∥文　絵 2017.3 エクスナレッジ      521     /ｵｹ      /        

002560597 皇居散策ガイド 中野 正皓∥[著] 2009.5 三栄書房      521     /ﾅﾏ      /        

003125854 わくわく城めぐり 萩原 さちこ∥著 2012.10 山と溪谷社      521     /ﾊｻ      /        

003659144 世界遺産法隆寺から学ぶすみずみまで楽しむ寺院の歩き方山田 雅夫∥著 2017.8 自由国民社      521     /ﾔﾏ      /        

003671848 東京モダン建築さんぽ 倉方 俊輔∥著 2017.9 エクスナレッジ      523     /ｸｼ      /        

002487170 はじめての廃墟の歩き方 栗原 亨∥著 2008.9 イースト・プレス      523     /ｸﾄ      /        

001994935 ベルリン美術散歩 水沢 勉∥著 2005.6 新潮社      706     /ﾐﾂ      /        

002592777 週末はギャラリーめぐり 山本 冬彦∥著 2009.8 筑摩書房      706     /ﾔﾌ      /        

003617003 もにゅキャラ巡礼 楠見 清∥著 2017.3 扶桑社      715     /ｸｷ      /        

003515348 銅像歴史散歩 墨 威宏∥著 2016.3 筑摩書房      715     /ｽﾀ      /        

資料コード 書名 著者名 出版年 出版者 請求記号

000188383 小説太宰治 檀 一雄∥著 2000.2 岩波書店 B            /ﾀｶ      /        

002450238 中原中也全集　３ 中原 中也∥著 1979 角川書店 Y    918     /ﾅﾁ      /        

003050323 含羞　１ 曽根  富美子／著 1990 講談社 M            /ｿﾌ      /        

003050332 含羞　２ 曽根  富美子／著 1990 講談社 M            /ｿﾌ      /        

003052257 最果てにサーカス　１ 月子／著 2015.11 小学館 M            /ﾂｷ      /        

003054900 最果てにサーカス　２ 月子／著 2016.4 小学館 M            /ﾂｷ      /        

003061345 最果てにサーカス　３ 月子／著 2016.10 小学館 M            /ﾂｷ      /        
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資料コード 書名 著者名 出版年 出版者 請求記号

003690496 世界は変形菌でいっぱいだ 増井 真那∥著 2017.11 朝日出版社 T    473     /ﾏﾏ      /        

002918477 ご近所のムシがおもしろい! 谷本 雄治∥著 2012.2 岩波書店 T    480     /ﾀﾕ      /        

003496942 恋する昆虫図鑑 篠原 かをり∥著 2015.10 文藝春秋 T    486     /ｼｶ      /        

003454472 ねこ柄まにあ 南幅 俊輔∥著 2015.7 洋泉社 T    645     /ﾐｼ      /        

003239751 日本100低名山を歩く 低い山を歩く会∥監修 2013.7 角川マガジンズ      291.0   /ﾆﾎ      /        

003216467 のんびり行こう!中国・四国山歩きガイド 山歩きの会　遊道山∥著 2013.5 メイツ出版      291.7   /ﾉﾝ      /        

003674474 ぶらり超低山散歩　福岡近郊編 谷 正之∥著 2017.1 海鳥社      291.9   /ﾀﾏ      /        

003674465 ぶらり超低山散歩　北九州近郊編 谷 正之∥著 2017.5 海鳥社      291.9   /ﾀﾏ      /        

003591700 星空の教科書 早水 勉∥著 2017.1 技術評論社      442     /ﾊﾂ      /        

002223690 星空を歩く本 藤井 旭∥写真　文 2006.12 インデックス・コミュニケーションズ      443     /ﾌｱ      /        

003468705 ひとりで探せる川原や海辺のきれいな石の図鑑１ 柴山 元彦∥著 2015.9 創元社      459     /ｼﾓ      /        

003607631 ひとりで探せる川原や海辺のきれいな石の図鑑２ 柴山 元彦∥著 2017.3 創元社      459     /ｼﾓ      /        

002719956 ぶらりミクロ散歩 田中 敬一∥著 2010.8 岩波書店      460     /ﾀｹ      /        

003616017 身近な自然の観察図鑑 盛口 満∥著 2017.4 筑摩書房      460     /ﾓﾐ      /        

003614120 原寸で楽しむ身近な木の実・タネ図鑑&採集ガイド 多田 多恵子∥著 2017.3 実業之日本社      471     /ﾀﾀ      /        

003475668 街のきのこ散歩 大舘 一夫∥著 2015.9 八坂書房      474     /ｵｶ      /        

002669716 散歩の昆虫記 奥本 大三郎∥著 2010.2 幻戯書房      486     /ｵﾀ      /        

003493390 身近な鳥の生活図鑑 三上 修∥著 2015.12 筑摩書房      488     /ﾐｵ      /        

002389289 太陽を歩く本 竹下 育男∥写真　文 2008.1 インデックス・コミュニケーションズ      748     /ﾀｲ      /        

002289354 月光を歩く本 竹下 育男∥写真　文 2007.6 インデックス・コミュニケーションズ      748     /ﾀｲ      /        

002214608 青空を歩く本 武田 康男∥写真　文 2006.11 インデックス・コミュニケーションズ      748     /ﾀﾔ      /        

資料コード 書名 著者名 出版年 出版者 請求記号

003205150 旅ノート・散歩ノートのつくりかた 奥野 宣之∥著 2013.3 ダイヤモンド社      290     /ｵﾉ      /        

003130700 デジタルカメラによる星空の撮り方 牛山 俊男∥写真　文 2012.10 誠文堂新光社      442     /ｳﾄ      /        

002871931 デジタルカメラによる月の撮り方 月の撮り方研究会∥編 2011.10 誠文堂新光社      442     /ﾃｼ      /        

003141633 増山修の筆ペン1本で描く風景スケッチ 増山 修∥著 2012.12 ナツメ社      724     /ﾏｵ      /        

002311089 旅の水彩スケッチ 三好 貴子∥著 2007.7 文藝春秋      724     /ﾐﾀ      /        

002607744 写真生活手帖 林 和美∥著 2009.1 ピエ・ブックス      740     /ﾊｶ      /        

002716740 毎日をハッピーにするかわいいカメラの楽しみ方 2010.7 アスキー・メディアワークス      740     /ﾏｲ      /        

資料コード 書名 著者名 出版年 出版者 請求記号

002508864 足からカラダをなおす本 Yogini編集部∥編 2008.11 枻出版社      498.3   /ｱｼ      /        

001794320 元気な足のつくり方 渡辺 英一∥著 2004.2 小学館      498.3   /ﾜｴ      /        

002865834 足もとのおしゃれとケア COMODO編集部∥編 2011.11 技術評論社      589     /ｱｼ      /        

003227627 足と靴の科学 アシックススポーツ工学研究所∥編著 2013.6 日刊工業新聞社      589     /ｱｼ      /        

002821434 靴づくりの文化史 稲川 實∥著 2011.6 現代書館      589     /ｲﾐ      /        

003469749 スニーカー限定モデルガイド アンオーソドックス　スタイルズ∥文　デザイン2015.9 ガイアブックス      589     /ｽﾆ      /        

13

14

15

2

1

19

20

3

1

2

3

4

5

6

4

5

6

7

21

18

7

8

9

10

11

12

16

17

2

3

4

5

6

1

⑥自然観察

⑦散歩の記録

⑧足と靴

●貸出中の資料は、ご予約を受け付けております。ご予約方法のわからない方は、カウンターでお尋ねください。


