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分類 No. 書名 編著者 出版者 出版年 備考 所蔵館 請求記号 資料コード

1 台湾のきほん 青木 由香著 東洋出版 2015.11 中央 302.2/6197/2015 （中）7106518391

2 台湾を知るための60章 赤松 美和子編著 明石書店 2016.8 中央・多摩 302.2/6248/2016
（中）7107880067

（多）7108047018

3 台湾の若者を知りたい 水野 俊平著 岩波書店 2018.5 岩波ジュニア新書 多摩 302.2/6343/2018 （多）7110470300

4 台湾と日本人 松井 嘉和編著 錦正社 2018.4 中央 222.4/5109/2018 （中）7110279780

5 台湾留学ガイド 2018～2019 恵文社[編] 恵文社 2018 中央・多摩 377.6/5213/2019
（中）7110165064

（多）7110056471

6
旅の賢人たちがつくった台湾旅

行最強ナビ

山田静withひと

り旅活性化委員

会編

辰巳出版 2017.10 中央 292.2/5572/2017 （中）7109581719

7
地球の歩き方 2018～19 D10

台湾

地球の歩き方編

集室編集

ダイヤモンド・

ビッグ社
2018.4 中央

290.9/5121/2019

-4-10
（中）7105559380

8
地球の歩き方aruco 30 台湾 最

新2019-20

地球の歩き方編

集室 編集

ダイヤモンド・

ビッグ社
2018.8 中央

290.9/5445/30-

2020
（中）7110769173

9
台湾探見　ちょっぴりディープ

に台湾体験
片倉 真理著 ウェッジ 2018.4

現地在住の作家夫

婦が、台湾各地を
中央 292.2/5583/2018 （中）7110349123

10
もっとオモシロはみだし台湾さ

んぽ（散歩の達人POCKET）
奥谷 道草著 交通新聞社 2018.2

台中を中心に、台

南、高雄、嘉義、

岡山を紹介

中央 292.2/5579/2018 （中）7110059348

11

台南高雄とっておきの歩き方 台

湾南部の旅ガイド（地球の歩き

方GEM STONE 61）

ダイヤモンド・

ビッグ社
2017.5 中央 292.2/5567/2017 （中）7108885836

12
台湾世界遺産級案内　ユネスコ

番外地
平野 久美子編著 中央公論新社 2017.3 中央 292.2/5562/2017 （中）7108698664

13 台湾レトロ建築案内 辛 永勝 文・写 エクスナレッジ 2018.1 中央 523.2/5031/2018 （中）7109988720

14 台湾の温泉&スパ 邸 景一[ほか]著 日経BP企画 2008.3 中央 292.2/5282/2008 （中）5015105222

15 茶人と巡る台湾の旅 菊地 和男写真著 河出書房新社 2010.2 中央 292.2/5390/2010 （中）5017877031

16

台湾のりもの旅 鉄道&バス+船

&飛行機でまるごとぐる～っと

島めぐり（イカロスMOOK）

谷川 一巳著 イカロス出版 2017.2 中央 292.2/5575/2017 （中）7109809525

17 台湾鉄道の旅完全ガイド イカロス出版 2011.4 中央 292.2/5436/2011 （中）5020313360

18 台湾鉄道の旅 片倉 佳史著
JTBパブリッシ

ング
2011.8 中央 686.2/5456/2011 （中）5020819316

19 台湾に残る日本鉄道遺産 片倉 佳史著 交通新聞社 2012.2 中央 686.2/5496/2012 （中）7100249705

20 台湾 集集線に乗って 遠藤 靖昭著 創英社 2017.4

千葉のいすみ鉄道

と姉妹鉄道である

台湾の集集線の写

中央
D/748.0/7494/20

17
（中）7108831933

21 美麗島紀行 乃南 アサ著 集英社 2015.11

台湾と日本との歴

史を顧みる乃南ア

サの台湾紀行

中央
915.6/ノ

1003/603
（中）7106594034

22
あやしい探検隊台湾ニワトリ島

乱入
椎名 誠著 KADOKAWA 2016.3 中央 915.6/シ175/631 （中）7107116068

23 台湾環島南風のスケッチ 大洞 敦史著 書肆侃侃房 2014.7 中央 292.2/5508/2014 （中）7104451248

24 週末台湾 SE編集部編 翔泳社 2015.2 中央 292.2/5519/2015 （中）7105353662

25 台湾旅ノート おおの きよみ著
JTBパブリッシ

ング
2015.2 中央 292.2/5528/2015 （中）7105708060

26 タイポさんぽ台湾をゆく 藤本 健太郎編著 誠文堂新光社 2016.6 中央 727.8/5123/2016 （中）7107474854

27 「環島」ぐるっと台湾一周の旅 一青 妙著 東洋経済新報社 2017.11 292.2/5573/2017 （中）7109673801

28 わたしの台湾・東海岸 一青 妙著 新潮社 2016.9 中央 292.2/5553/2016 （中）7108039983

29 台南 「日本」に出会える街 一青 妙著 新潮社 2016.10 中央・多摩
292.2/ 5556/

2016

（中）7108213950

（多）7108328574

30 台湾夜市を食べつくす！ 山田 やすよ著 産業編集セン 2010.11 中央 596.2/5474/2010 （中）5019109650

31
台湾行ったらこれ食べよう！ 駅

弁・鉄道旅編

台湾大好き編集

部編
誠文堂新光社 2015.11 中央 596.22/5022/2 （中）7106531419

32 台湾行ったらこれ食べよう！
台湾大好き編集

部編
誠文堂新光社 2015.2 中央

596.22/5022/201

5
（中）7105557260

33 台湾の変遷史 決定版 楊 合義著 展転社 2018.4 巻末に年表あり 中央 222.4/5110/2018 （中）7110318038

34
日本人と台湾　四百年の交流か

ら探る友好の歴史

歴史REAL編集

部編
洋泉社 2015.6 中央 319.1/6151/2015 （中）7105873009

35 図説台湾の歴史 周 婉窈著 平凡社 2013.2 中央・多摩 222.4/5036/2013
（中）7101741324

（多）7104453190

36 図説台湾都市物語 王 惠君著 河出書房新社 2010.2 中央・多摩 222.4/5053/2010
（中）5018186814

（多）5018658263

37 これならわかる台湾の歴史Q&A 三橋 広夫著 大月書店 2012.5 多摩 222.4/ 5068/ （多）7100606530

38 日本統治時代の台湾 陳 柔縉著 PHP研究所 2014.6 中央 222.4/5082/2014 （中）7104125804

観

光

・

紀

行

・

写

真

集

海外修学旅行の準備に役立つブックリスト

 台 湾
★このブックリストは、自由に改変・配布してお使いいただけます。

基

本

情

報

1 ページ



東京都立図書館
平成３０年１０月１日作成

39 台湾 日本統治時代の50年 片倉 佳史著 祥伝社 2015.5 中央 222.4/5084/2015 （中）7105721811

40 台湾史小事典 呉 密察監修 中国書店 2016.11

第3版　西暦230年

～2016年までの年

表と歴史辞典を対

照できる

中央・多摩
R/222.4/5039/20

16

（中）7108417084

（多）7109103149

41 ビジュアル年表台湾統治五十年 乃南 アサ著 講談社 2016.6 中央・多摩 222.4/5098/2016
（中）7107521589

（多）7107663252

42
タイワニーズ　故郷喪失者の物

語
野嶋 剛著 小学館 2018.6

在日台湾人の家族

の歴史をたどる本

巻末に文献リスト

中央 334.4/5635/2018 （中）7110529382

43
躍動する青春 日本統治下台湾の

学生生活
鄭 麗玲著 創元社 2017.6

巻末に文献リスト

あり
中央 222.4/5103/2017 （中）7109124461

44

台湾で見つけた、日本人が忘れ

た「日本」（講談社+α新書

751-1C）

村串 栄一[著] 講談社 2016.12

台湾の実情をさま

ざまな角度から取

材した日台交流史

探訪ルポ

中央 302.2/6264/2016 （中）7108427302

45 台湾人生 酒井 充子著 文藝春秋 2010.4 中央 282.2/5027/2010 （中）5018261347

46

この手紙、とどけ！ 106歳の日

本人教師が88歳の台湾人生徒と

再会するまで

西谷 格著 小学館 2016.2 中央 222.4/5095/2016 （中）7106884357

47 激流に立つ台湾政治外交史 井尻 秀憲著 ミネルヴァ書房 2013.9 中央 312.2/5427/2013 （中）7102775283

48 中華民国の台湾化と中国 浅野 和生編著 展転社 2014.12 中央 312.2/5471/2014 （中）7105105753

49 台湾とは何か 野嶋 剛著 筑摩書房 2016.5 中央 312.2/5527/2016 （中）7107310931

50 民主化後の台湾 河原 昌一郎著 彩流社 2016.8 中央 312.2/5540/2016 （中）7107871658

51
すごいぞ台湾 スマートな未来を

造る先進の25ブランド一挙紹介
アーク出版 2018.7 中央

D/509.2/5361/20

18
（中）7110708042

52 台湾法入門 蔡 秀卿編著 法律文化社 2016.10 中央 322.9/5123/2016 （中）7108148781

53 働き女子@台湾 蔡 蕙頻著 凱風社 2016.11 中央 366.3/5650/2016 （中）7108335111

54 台湾の家族とシングル
家計経済研究所

編集
家計経済研究所 2011.3 中央

D/367.3/5463/20

11
（中）7100194400

55
画像が語る台湾原住民の歴史と

文化
清水 純著 風響社 2014.3 中央 382.2/5320/2014 （中）7104590985

56
認識・TAIWAN・電影 映画で

知る台湾
野嶋 剛著 明石書店 2015.1 中央 778.2/6665/2015 （中）7105298622

57 現代台湾鬼譚 伊藤 龍平著 青弓社 2012.8 中央 388.2/5057/2012 （中）7100937177

58 台灣民間故事 陳 千武著 リーブル出版 2015.3 中央 388.2/5068/2015 （中）7105800601

59 ふたつの故宮博物院 野嶋 剛著 新潮社 2011.6 中央・多摩
706.9/ 5197/

2011

（中）5020569474

（多）7100338879

60
故宮 流転の名品を知る 美を見

極める

板倉 聖哲監修・

著
NHK出版 2014.9 多摩 706.9/5304/2014 （多）7104767244

言語 61
今日からはじめる台湾華語 台湾

の標準語
樂 大維著 白水社 2017.2 中央 828.3/5014/2017 （中）7108560465
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