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第 14 回 個性づくりテーマ展示      

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世界遺産と暮らす 
 

1972年の第11回ユネスコ総会で採択された「世界の文化遺産及び自然遺産

の保護に関する条約」から今年で51年。新たに「富士山－信仰の対象と芸

術の源泉」を含む19件が加えられ、世界遺産として登録されている総数は

981件となりました。 

一方で、「危機にさらされている世界遺産（危機遺産）」には新たに 7件が

加えられ、その総数は44件にまでなりました。 

元々その関連事業の中でも、危機遺産の救済には多くの関心が寄せられ

ていましたが、2009年にはドイツの「ドレスデンのエルベ渓谷」が、橋の建

設による景観の変化により登録が抹消されるなど、世界遺産の保全と生活

の利便性の向上との兼ね合いが注目されています。 

日本においては逆に、過疎化に悩む山間部において、地域住民の長年に

わたる町並み保存、まちづくりの積み重ねが功を奏し、2007年に「石見銀山

遺跡とその文化的景観」が世界遺産として登録されることとなりました。 

 

 

 世界遺産を生かしたまちづくりについて、 

 あなたも一緒に考えてみませんか。 

 

展示期間：2013年 8月 31日～2013年 10月 24日 

中野区立野方図書館 東京都中野区野方 3－19－5 

TEL：03-3389-0214 FAX：03-3389-0238 

まちかど通信のがた 
 （2013年 8月 31日） 
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＜ 日 本 の 世 界 遺 産 マ ッ プ ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

＜富士山が世界遺産に登録されるまで＞ 

 

 1990年台初めから、富士山をユネスコの世界遺産に登録しようという運動が活発になりました。当初は世

界遺産のうちの自然遺産への登録が検討されていましたが、ごみ問題などの環境管理が困難なため、推薦は

見送られました。その後、文化的景観という観点から世界遺産のうちの文化遺産への登録手続きが進められ

ることとなり、2007年に暫定リストへ登録されることとなったのです。 

 2013年4月30日調査機関である ICOMOS が、6月にカンボジアで開かれる世界遺産委員会で、富士山を文化

遺産として「登録」するよう勧告したことを、文化庁が発表しました。ただし、構成資産のうち三保松原を

除いた上で登録すべきという条件付の勧告でした。政府は世界遺産を構成する資産として欠かせない要素で

あるとして除外を拒否し、また文化庁など関係省庁から各委員国への積極的な働きかけもあって、委員会の

審議では相次いで応援演説が行われ、一転して三保松原を含めた登録となりました。 

 一方、「武家の古都・鎌倉」については、昨年の ICOMOSによる現地調査を基に「不登録」を勧告されまし

た。 政府は不登録勧告を受け、推薦を取り下げることを決定しました。世界遺産委員会で正式に「不登録」

が決まると、再推薦できなくなることから、取り下げることにより再推薦の機会を残すことにしたのです。 
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＜ 世 界 遺 産 と し て 登 録 さ れ る ま で ＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ 世 界 遺 産 の 歴 史 ＞ 
 

 そもそもの世界遺産の始まりは 1960年にまでさかのぼります。当時エジプトで建設中だったダムによって

水没することが懸念された、「ヌビア遺跡」を救済するキャンペーンがユネスコを中心に展開され、60ヶ国

の援助のもと、ヌビア遺跡内にあった「アブ・シンベル神殿」が移築されました。このことをきっかけに、

国際的な組織運営によって、歴史的価値のある遺跡や建築物などを守ろうという機運が高まりました。 

一方、1965年ごろからアメリカ合衆国において、優れた自然を護る国際的な枠組みが模索されており、ア

メリカで国立公園制度が生まれてから 100周年にあたる 1972年までに具体的な取り組みを打ち出すとしてい

ました。 

これら 2つの流れが 1972年の国連人間環境会議で一つにまとまり、そのあとのユネスコ総会で「世界の文

化遺産および自然遺産の保護に関する条約（世界遺産条約）」が満場一致で成立したのです。翌年アメリカ

合衆国が第 1番目に批准、締結し、20ヶ国が条約締結した 1975年に正式に発効しました。日本は 1992年に   

批准し、125番目の締約国となりました（その後ユーゴスラビア解体によって繰り上がり、現在のリストで

は 124番目となっています）。 

2013年の第37回世界遺産委員会終了時点での条約締約国は 190ヶ国にまでなりました。 

世界遺産条約 

加盟国 

世界遺産 

センター 

ＩＣＯＭＯＳ 
（国際記念物遺跡会議） 

ＩＵＣＮ 
（国際自然保護連合） 

① 

② 

③ 

④ 

世界遺産 

認定 

① 推薦リストの提出 

② 専門機関に現地調査を依頼 

③ 専門機関が調査報告書を提出 

④ 世界遺産委員会による審議で決定 

IICOMOS、IUCNはそれぞれユネスコ

世界遺産センターの諮問機関です。 

ICOMOSは文化遺産、IUCNは自然遺

産を担当します。 

調査報告書の評価には４段階あり、「登

録」「情報照会」「登録延期」「不登録」

となっています。 



  ~ 4 ~  
 

世界遺産おすすめ本 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『世界遺産一度は行きたい 100 選 

南北アメリカ・オセアニア』 

小林克己／著 ＪＴＢパブリッシング 2012年(709 コ)  

2009年（518.8リ） 

ひとめで世界遺産がわかる 

世界遺産への旅をするなら 

 

 

 

南北アメリカとオセアニアの世界遺産は、ヨーロッパ

などと比べると数的には少ないのですが、アンデス山

脈などの多くの自然遺産だけでなく、先住民が築いた

マヤ文明、アステカ王国などの文化遺産など、見逃せ

ないものが多々あります。著者が実際に訪れて歩いて

みた経験から、各世界遺産を見学・観光するのに最も

効率の良いルートを提案。豊富なカラー写真とともに

紹介しています。 

世界遺産の数とその分布、世界遺産条約締結国の数や

推移など、個々の世界遺産を知る前に押さえておきた

い基礎情報をはじめ、「映画の舞台になった世界遺産」

「特定の日時に特別な現象が起こる場所」「動物が主

役の自然遺産」などの興味深い 53のテーマごとに、世

界遺産をわかりやすく大図解。フルカラーで眺めてい

るだけでも楽しめる本です。 

『世界遺産なるほど地図帳 新訂版』 

講談社 2012年（709セ） 

『切手と旅する世界遺産』 

佐滝剛弘／著 郵趣サービス社 2012年（709 サ） 
 

切手から見える世界遺産の面白さ 

 

世界遺産について詳しく知りたいけれど、教科書のよ

うな堅苦しいものや、有名どころの遺産を羅列してい

るだけの本はちょっと…という方へ、郵趣家であり、

世界遺産検定マイスターである著者が、その豊富な知

識とフットワークで書いたエッセイと、切手約 400点

を風景写真とともに紹介しています。小さな切手に詰

まった大きな世界遺産の面白さを解き明かします。 
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展示図書リスト  
 

書名  著者名  出版社名 /発行年  
請求  

記号  

知る 

一冊でわかる すべて見える世界遺産 
ロム・インターナショナ

ル／編 
成美堂出版／2012 709 イ 

恋する世界遺産  
インフォレストパブリッシ

ング／2012 
709 コ 

世界遺産データ・ブック －2013年版－ 古田陽久 他／著 
シンクタンクせとうち総合

研究機構／2012 

709 セ

13 

世界遺産なるほど地図帳 講談社／編 講談社／2012 709 セ 

地球への賛歌 富井義夫／写真 星雲社／2012 709 ト 

みんなが知りたい！日本の世界遺産がわかる本 カルチャーランド／著 メイツ出版／2011 709 ミ 

世界遺産・小笠原 三好和義／著 朝日新聞出版／2011 748 ミ 

見る 

世界遺産の街を歩こう  学研パブリッシング／2012 290.9セ 

歩く日本の世界遺産 中田真二／監修 学研パブリッシング／2012 
291.09

ア 

日本の世界遺産  JTBパブリッシング／2012 
291.09

ニ 

世界遺産一度は行きたい 100選 

ヨーロッパ 
小林克己／著 JTBパブリッシング／2009 709 コ 

世界遺産一度は行きたい 100選 

アジア・アフリカ 
小林克己／著 JTBパブリッシング／2009 709 コ 

世界遺産一度は行きたい 100選 

南北アメリカ・オセアニア 
小林克己／著 JTBパブリッシング／2012 709 コ 

死ぬまでに絶対行きたい世界遺産 300 小林克己／著 PHP研究所／2013 709 コ 

考える 

みんなで見守る世界遺産 白神山地 齋藤宗勝／著 アリス館／2011 402.9サ 

写真で巡る 世界の街並・世界遺産 伊藤清忠／著 技報堂出版／2013 518.8イ 

世界遺産の自然の恵み 日本生態学会／編 文一総合出版／2013 519.8セ 

切手と旅する世界遺産 佐滝剛弘／著 日本郵趣出版／2012 709 サ 

世界遺産・聖地巡り 
沖縄大学地域研究所

／編 
芙蓉書房出版／2013 709 セ 

世界遺産と地域再生 毛利和雄／著 新泉社／2011 709.1モ 

世界遺産を守る民の知識 関口広隆／著 明石書店／2012 709.2セ 
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世界遺産について調べるには 
 

野方図書館、および他の中野区立図書館に所蔵のある資料をもとに 

基本的な調べ方を紹介します。 
 

１．キーワードを集める 

✣様々なキーワードを使うことで、資料を効率的に検索できます。 
 

 
 

 

 

 

２．基本的な用語を調べる 

✣世界遺産に関する用語の意味を把握しましょう。 
 

資料情報 請求記号 所蔵館 

現代用語の基礎知識 2012 
自由国民社 2012 年 

031 ゲ 12 野方 

すべてがわかる 世界遺産大辞典〈上・下〉 
NPO 法人 世界遺産アカデミー／監修 2012 年 

709 ス 野方 

 

３．図書を探す 

✣テーマの棚に行って探しましょう。 
  

分類 分野 分類 分野 分類 分野 

290.1 文化地理学 318 地方行政 519.8 自然保護 

291 地誌・紀行 402.9 科学探検・調査 709 文化財 

✣世界遺産に関する統計や政策などの情報も調べてみましょう。 
 

 

 

 

 

 

✣中野区立図書館利用者開放端末「ＯＰＡＣ（オーパック）」で。 

  資料のタイトルや著者名、出版社名などから、中野区立図書館所蔵の資料を検索できます。 

中野区立図書館のＨＰからも検索できます。 

http://www3.city.tokyo-nakano.lg.jp/tosho/ 

 ✣国立国会図書館の蔵書目録「国立国会図書館サーチ」で。 

  国内で刊行され、国会図書館で所蔵された図書・雑誌、その他が検索できます。 

 http://iss.ndl.go.jp/  

✣東京都立図書館の「蔵書検索」ほかで。 

東京都立図書館所蔵の資料のほか、都立公立図書館の蔵書や専門図書館の検索もできます。 

http://www.library.metro.tokyo.jp/ 

資料情報 請求記号 所蔵館 

世界遺産マップス 2011 改訂版 
シンクタンクせとうち総合研究所／2011 年 

709 セ 11  野方 

世界遺産年報 2013 
日本ユネスコ協会連盟／編 2013 年 

709 セ 13 
江古田 
上高田 

世界遺産、自然遺産、文化遺産、複合遺産、危機遺産、暫定リスト、ユネスコ、世界遺産委員会、

ICOMOS（イコモス／国際記念物遺跡会議）、IUCN（アイユーシーエヌ／国際自然保護連合）、 

世界遺産条約、歴史地区、ヴェニス憲章、リビングヘリテイジ、文化財保護法、環境保全法 他 

http://www3.city.tokyo-nakano.lg.jp/tosho/
http://iss.ndl.go.jp/
http://www.library.metro.tokyo.jp/
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４．新聞・雑誌で調べる 
 
 野方図書館では［朝日、読売、毎日、東京、日経、産経、スポーツニッポン、ジャパンタイムズ］ 計 8

紙の原紙を 3か月間保存。それ以前に関しては朝日新聞のみ過去 20年間の縮刷版を所蔵。雑誌コーナーに

ある雑誌は、週刊誌は過去 3ヶ月間、隔週刊誌は過去 6か月間、月刊誌は過去 1年間、隔月刊誌は過去 2

年間保存しています。 

なお、中央図書館では、参考資料コーナーの利用者開放インターネット端末から、以下のデータベースサ

イトをご利用いただけます。 
 

データベース 収録期間と主な内容 

官報情報検索サービス 1947年 5月 3日から当日までの官報記事の検索 

日経テレコン 21 1975年からの日経 4紙（経済・産業・金融・流通）の記事 

聞蔵Ⅱビジュアル 
1926年から 1945年までの朝日新聞紙面イメージ 
1945年から当日の新聞までの記事 ほか 
 

MAGAZINE PLUS 1981年からの一般誌・総合誌の雑誌記事検索や学術論文 

WHO PLUS 歴史上の人物から現代の人物まで約 32万人のプロフィール 

D1－Law.com  判例情報、法律の改廃記録、法律判例文献情報 など 

 

５．インターネットを利用する 
 

社団法人 日本ユネスコ協会連盟 世界遺産への登録や危機遺産を守る活動についての紹介。 

http://www.unesco.or.jp/isan/ 

ユネスコキッズ 動画や図解などで、小学生でも世界遺産についてわかりやすく学べる。 

http://www.unesco-kids.com/pc/ 

文化庁 世界遺産 日本の世界遺産（文化遺産）一覧あり。文化遺産オンラインをリンク。 

http://www.bunka.go.jp/bunkazai/shoukai/sekai_isan.html 

世界遺産資料館 現在審議中の物件や落選となった「裏世界遺産」についても詳しく解説。  

http://homepage1.nifty.com/uraisan/yakata/yakata.html 

世界遺産アカデミー 世界遺産に関する情報満載。学んだ知識を検定で試すこともできる。 

http://www.wha.or.jp/?p=793 

 

６．関連の政府機関・自治体 
 

文化庁 http://www.bunka.go.jp/ 

〒100-8959 東京都千代田区霞が関 3-2-2 ℡：03-5253-4111(代表) 

林野庁 http://www.rinya.maff.go.jp/ 

〒100－8952 東京都千代田区霞が関 1-2-1 ℡：03-3502-8111（代表） 

環境省 http://www.env.go.jp/index.html 

〒100-8975 東京都千代田区霞が関 1-2-2 中央合同庁舎 5号館 ℡：03-3581-3351（代表） 

外務省 http://www.mofa.go.jp/mofaj/index.html 

〒100-8919 東京都千代田区霞が関 2-2-1 ℡： 03-3580-3311（代表） 

 

http://www.unesco.or.jp/isan/
http://www.unesco-kids.com/pc/
http://www.bunka.go.jp/bunkazai/shoukai/sekai_isan.html
http://homepage1.nifty.com/uraisan/yakata/yakata.html
http://www.wha.or.jp/?p=793
http://www.bunka.go.jp/
http://www.rinya.maff.go.jp/
http://www.env.go.jp/index.html
http://www.mofa.go.jp/mofaj/index.html
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＜世界遺産クイズ＞ 
 

今回のテーマ「世界遺産」からのクイズです。全部わかったらあなたも“世界遺産博士”！？ 
 

[第１問]世界遺産が一番多い国は？ 
 

①アメリカ ②中国 ③イタリア ④日本 
 

[第２問]世界遺産がひとつもない国は？ 
 

①ドミニカ ②ブータン ③アイスランド ④イラン 
 

[第３問]世界遺産は世界で何件まで？ 
 

①1000件 ②10000件 ③100000件 ④決められていない 
 

[第４問]世界遺産でもっとも多いのは？ 
 

①文化遺産 ②自然遺産 ③複合遺産 ④すべて同じ 

 

 

 

◆親と子でふれる絵本の世界 
 

 子どもにとって、自分で本を読むのと、読んでもらうのは、

まったく違う意味をもちます。子どもは自分で読もうとしても、

文字を追うので精一杯になりがちです。それに対し、お腹の中

にいるころから赤ちゃんはお母さんの声を聞き分けるといわれ

るほど、聴覚は早く成長します。聞いているのかわからなくて

も、もしかしたら立派に絵本を楽しんでいるのかもしれません。 

 

 子どもにとっては、幼いころにお母さんやお父さんなど

身近な人に読んでもらった経験こそ、いつまでも心に残る

大切な宝物となるのではないでしょうか。 

 

読み聞かせに使う絵本については、幼児のころは大人が

選んであげる必要があります。年齢や子どもが興味を示す

内容はそれぞれですので、それにあったものを選んであげ

るとよいでしょう。図書館には絵本に関する資料がたくさ

んあるので、参考にしてみてはいかがでしょう。 

 

 大和児童館では 9 月 10 日(火)、絵本講座を行ないます。0～3 歳のお子さんをお持ちの

親御さんを対象に、絵本を通した赤ちゃんとの触れあい方などをお話します。ぜひご来場

ください。 

 大和児童館 http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/178410/d001669.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まちかど通信のがたＶｏｌ.１４ 

 
正解[1]③[2]②[3]④[4]① 

http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/178410/d001669.html

