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旅行を楽しむための本
タイトル 著者 出版者 出版年月 当館請求記号

旅行のトラブル相談Q&A : 基礎知識から具体的解決
策まで

兵庫県弁護士会消費者保護委
員会 編

民事法研究会 2016.4 AZ-488-L8

最新海外旅行者のための世界の料理・メニュー辞典 学研辞典編集部 編 学習研究社 2001.4 E2-G323

旅行パンフレットコレクション100 春日出版編集部 編 春日出版 2008.8 DK261-J100

ワーキングホリデー完ペキガイド 改訂第8版 成功する留学編集室 ダイヤモンド・ビッグ社 2014.1 Y77-L2990

トラベル・アンド・トロピカル・メディシン・マニュアル
イレーヌ C. ヨング, クリスト
ファー・サンフォード 編, 岩田健太
郎, 土井朝子 監訳

メディカル・サイエンス・イ
ンターナショナル

2012.2 SC171-J285

太陽系観光旅行読本 : おすすめスポット&知っておき
たいサイエンス

オリヴィア・コスキー, ジェイナ・グ
ルセヴィッチ 著, 露久保由美子
訳

原書房 2018.2 NC161-L167

最新旅行業界の動向とカラクリがよ～くわかる本 : 業
界人、就職、転職に役立つ情報満載 第4版

中村恵二, 榎木由紀子 著 秀和システム 2016.6 DK261-L316

旅行産業論
立教大学観光学部旅行産業研
究会 編著

日本交通公社 2016.2 DK261-L288

労働法実務解説 3 労働時間・休日・休暇 宮里邦雄, 徳住堅治 編 旬報社 2016.8 AZ-512-L228

交通・鉄道
タイトル 著者 出版者 出版年月 当館請求記号

世界鉄道大紀行
ジュリアン・ホランド 著, 荒木正
純, 田口孝夫 訳

悠書館 2016.8 DK51-L29

テツに学ぶ楽しい鉄道旅入門 野田隆 著 ポプラ社 2016.4 DK53-L496

日本の歴代新幹線パノラマ大図鑑 旅と鉄道編集部 編 宝島社 2017.9 DK53-L695

観光交通ビジネス
塩見英治, 堀雅通, 島川崇, 小島
克巳 編著

成山堂書店 2017.6 DK261-L441

標準旅行業約款解説 第2版 三浦雅生 著 自由国民社 2018.2 AZ-488-L13

夏こそスポーツ！
タイトル 著者 出版者 出版年月 当館請求記号

スポーツ大図鑑
レイ・スタッブズ 編, 岩井木綿子,
大野千鶴, 内田真弓 訳

ゆまに書房 2014.5 FS2-L8

スポーツの世界地図
Alan Tomlinson [著], 阿部生雄,
寺島善一, 森川貞夫 監訳

丸善出版 2012.5 FS11-J123

Q&Aスポーツの法律問題 : プロ選手から愛好者まで
の必修知識 第4版

スポーツ問題研究会 編 民事法研究会 2018.4 xxx

スポーツ白書 2017 笹川スポーツ財団 2017.3 FS11-L153

ボルダリング : 基本ムーブと攻略法 野口啓代 監修 実業之日本社 2017.2 Y77-L7062

「空」に関する本
タイトル 著者 出版者 出版年月 当館請求記号

最新天気図の読み方がよ～くわかる本 第2版 岩槻秀明 著 秀和システム 2014.4 ME171-L16

日本グライダー史 佐藤博 著, 木村春夫 編 海鳥社 1999.8 FS43-G102

パラグライダー&ハンググライダーパイロットのため
のThermal Flying 改訂版

ブルクハルト・マルテンス 著, 北
野正浩 訳

イカロス出版 2014.6 FS43-L20

日本の旅客機 2016-2017 イカロス出版 2016.9 Y94-L31638

ヘリワールド : わが国唯一の総合ヘリコプター年鑑
2017

イカロス出版 2016.12 Y94-L33330

ミニ展示

展示資料リスト今年の夏はどこへ行く！？夏の休暇を楽しもう！
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「水」に関する本
タイトル 著者 出版者 出版年月 当館請求記号

レジャーダイバーのための潜水医学 : 減圧症になら
ないために

大岩弘典 著 水中造形センター 2012.4 SC811-J3

最新ダイビング用語事典 : 安全管理、活動の実例か
ら医学、教育情報まで

日本水中科学協会 編 成山堂書店 2012.12 FS2-L3

プール・ライフガーディング教本 日本ライフセービング協会 編 大修館書店 2017.9 EG77-L1745

水難救助ハンドブック
Joost J.L.M.ビーレンス 編, 小林
國男, 斎藤秀俊, 鈴木哲司 監訳

シュプリンガー・ジャパン 2008.10 EG77-J107

ヨット百科 : セーリングと艤装のすべて 高槻和宏 著 舵社 2013.3 FS43-L12

実践ヨット用語ハンドブック 高槻和宏 著 舵社 2006.2 FS2-H21

「山」に関する本
タイトル 著者 出版者 出版年月 当館請求記号

世界の山岳大百科

ドーリング・キンダスリー社, 英国
王立地理学協会, 英国山岳会
編, 池田常道 監修, 倉橋俊介, 後
藤泰子, 三浦和子 訳

山と溪谷社 2013.6 FS41-L23

日本山小屋ガイド : 主要5山域の全264軒を網羅 枻出版社 2015.3 Y94-L19532

目で見る日本登山史 山と溪谷社 編 山と溪谷社 2005.11 FS41-H134

実用登山用語データブック 山と溪谷社 編 山と溪谷社 2011.7 FS2-J16

日本百名山登山地図帳 上 JTBパブリッシング 2016.8 Y77-L6287

日本百名山登山地図帳 下 JTBパブリッシング 2016.8 Y77-L6288

山岳地形と読図 平塚晶人 著 山と溪谷社 2005.8 FS41-J7

登山の医学ハンドブック 第2版
日本登山医学会 編, 松林公蔵
監修

杏林書院 2009.9 SC811-J1

数字でみる余暇を過ごすためのデータ集
タイトル 著者 出版者 出版年月 当館請求記号

余暇・レジャー&観光総合統計 : 使えるデータ満載!!
2018-2019

三冬社 2017.8 DT692-L48

数字が語る旅行業 : ツーリズムビジネス必携データ
ブック 2017

日本旅行業協会広報室 2017.6 DT692-L45

JNTO訪日旅行データハンドブック : 世界20市場
2017年

日本政府観光局 編著 日本政府観光局 [2017] DK261-L457

レジャー白書　2017 日本生産性本部 編 日本生産性本部 Z41-2626

キャンプ白書 2016
日本キャンプ協会設立50周年記
念事業キャンプ白書部会 編

日本キャンプ協会 2016.10 FS41-L335

スポーツ傷害統計データ集 スポーツ安全協会 2017.3 FS13-L209

るるぶ
タイトル 著者 出版者 出版年月 当館請求記号

るるぶ北海道 '19 JTBパブリッシング 2018.3 Y77-L8666

るるぶ沖縄ベスト '19 JTBパブリッシング 2018.6 Y77-L9156

るるぶ和歌山白浜高野山熊野古道 '19 JTBパブリッシング 2018.5 Y77-L9053

るるぶ信州 '19 JTBパブリッシング 2018.4 Y77-L8933

るるぶ伊豆 '19 JTBパブリッシング 2018.2 Y77-L8551

るるぶ台北 '19 JTBパブリッシング 2018.6 Y77-L9108

るるぶバリ島 '19 JTBパブリッシング 2018.6 Y77-L9103

るるぶハワイ '18 JTBパブリッシング 2017.12 Y77-L8319


	配布用

