
「世界の不思議な場所」展（2021.11.15～）
廃墟、古城、絶景など世界の不思議な場所を載せた本を、世界地図と一緒に展示しました。
地図で示された場所の写真は、POP付きで紹介した図書で確認できるようにしました。

資料ID 書名 著者名 出版者 出版日付 所在 請求記号 URL

1 0003738665 世界「奇景」探索百科 ヨーロッパ・アジア・アフリカ編
ジョシュア・フォア, ディラン・スラス, エラ・

モートン著/吉富節子, 颯田あきら, 高野由美訳
原書房 2018.1 図書館3F 290.9/フオ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/359703?locale=ja&target=l

2 0003738672 世界「奇景」探索百科 南北アメリカ・オセアニア編
ジョシュア・フォア, ディラン・スラス, エラ・

モートン著/吉富節子, 颯田あきら, 高野由美訳
原書房 2018.1 図書館3F 290.9/フオ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/359704?locale=ja&target=l

3 0003786499 世界のダンジョン : 冒険をめぐる情景 パイインターナショナル編著 パイインターナショナル 2020.8 図書館3F 290.8/セカ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/489162?locale=ja&target=l

4 0003800294 世界の美しい廃城・廃教会 パイインターナショナル編著 パイインターナショナル 2020.11 図書館3F 748/パイ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/494320?locale=ja&target=l

5 0003767405
世界の戦争廃墟図鑑 : フォトミュージアム : 平和のための歴

史遺産
マイケル・ケリガン著/岡本千晶訳 原書房 2018.10 図書館3F 209.74/ケリ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/480127?locale=ja&target=l

6 0003786031
世界の工場廃墟図鑑 : 環境問題と産業遺産 : フォトミュージ

アム
デイヴィッド・ロス著/岡本千晶訳 原書房 2020.6 図書館3F 520.8/ロス https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/488805?locale=ja&target=l

7 0003793268
東西冷戦時代の廃墟図鑑 : 平和のための記憶遺産 (フォト

ミュージアム)
ロバート・グレンヴィル著/岡本千晶訳 原書房 2020.10 図書館3F 209.75/グレ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/492446?locale=ja&target=l

8 0003752784
世界の秘密都市 : ビジュアルストーリー (National

geographic)
ジュリアン・ビークロフト著/大島聡子訳

日経ナショナルジオグラ

フィック社/日経BPマーケ

ティング (発売)

2019.6 図書館3F 290/ビク https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/361420?locale=ja&target=l

9 0003690734

廃墟遺産 : 失敗に終わったプロジェクトの物語 : archiflop storie

di progetti finiti male : 建築における過ちと失敗と不運のなかでも

注目を集めた事例を紹介するおかしなガイド

アレッサンドロ・ビアモンティ著/高沢亜砂

代訳
エクスナレッジ 2017.3 図書館3F 520/ビア https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/348566?locale=ja&target=l

10 0003786369
世界の宮殿廃墟 : 華麗なる一族の末路 (National

geographic)
マイケル・ケリガン著/片山美佳子訳

日経ナショナルジオグラ

フィック社/日経BPマーケ

ティング (発売)

2020.8 図書館3F 520.8/ケリ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/488797?locale=ja&target=l

11 0003727928 Silent world : 消えゆく世界の美しい廃墟 山田悠人著 パイインターナショナル 2018.5 図書館3F 748/ヤマ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/363554?locale=ja&target=l

12 0003791011
世界でいちばん美しい廃墟 : 強烈な存在感を見せる世界の

廃墟たち
MdN編集部編

エムディエヌコーポレーショ

ン/インプレス (発売)
2019.9 図書館3F 748/エム https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/492140?locale=ja&target=l

13 0003779989 世界の美しくてミステリアスな場所 パイインターナショナル編著 パイインターナショナル 2020.5 図書館3F 290/セカ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/486702?locale=ja&target=l

14 0003759110
絶対に住めない世界のゴーストタウン (National

geographic)
クリス・マクナブ著/片山美佳子訳

日経ナショナルジオグラ

フィック社/日経BPマーケ

ティング (発売)

2019.8 図書館3F 290/マク https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/478006?locale=ja&target=l

15 0003248218
工場・港湾・廃墟の背景集 (漫画/イラストを描くための

「写真素材ブック」:2)
カラーズ編著 誠文堂新光社 2009.4 図書館3F 726.1/カラ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/316260?locale=ja&target=l

16 0003599952 美麗世界遺産 : 人類の傑作、かけがえのない大自然 周剣生写真
エムディエヌコーポレー

ション/インプレス (発売)
2016.3

図書館1F 知のトライア

スロン
709/シユ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/347878?locale=ja&target=l

17 0003736326
地の果てのありえない物語 : 地球最後の秘境45のエピソー

ド (National geographic)
クリス・フィッチ著/小野智子訳

日経ナショナルジオグラ

フィック社/日経BPマーケ

ティング(発売)

2018.10
図書館1F 知のトライア

スロン
290/フイ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/361032?locale=ja&target=l

18 0003341773 廃墟ディスカバリー [1] 小林哲朗著 アスペクト 2008.10-
図書館1F 知のトライア

スロン
748/コバ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/323499?locale=ja&target=l

19 0003579398 驚きの絶景ここが日本!? 絶景トラベル研究会著 宝島社 2015.9
図書館1F 知のトライア

スロン
291/ゼツ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/345254?locale=ja&target=l

20 0003579374 世界の絶景パレット100 : 心ゆさぶる色彩の旅へ 永岡書店編集部編著 永岡書店 [2014.7]
図書館1F 知のトライア

スロン
290.9/ナガ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/32525?locale=ja&target=l

21 0003485705 死ぬまでに行きたい!世界の絶景 詩歩著 三才ブックス 2013.8
図書館1F 知のトライア

スロン
290.9/シホ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/334542?locale=ja&target=l
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