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第 44回 「個性ある図書館」展示 

 

 
 

 

 

 

 

 

世界遺産からの SOS! 
～将来へとつなぐために～ 

 

   
みなさんは危機遺産という言葉を 

知っていますか？ 

世界遺産のうち、様々な要因により 

存続が危ぶまれている世界遺産をいいます。 

貴重な遺産を未来へとつないでいくために 

どのような取り組みがされているのでしょうか？ 

まず知ることから始めませんか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

展示期間：2018年 9月 1日～2018年 10月 25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 
 



    
 

 
  

地球の生成と人類の歴史によって生み出され、過去から未来へと引き継いでいかなければ 

ならない人類共通の遺産である世界遺産。 

しかし、その中には、自然災害・紛争などによる破壊・略奪・盗掘、過度な開発による環境 

破壊、観光化による被害といった理由により世界遺産としての価値が危機的状況にある遺産が 

あります。そのような世界遺産は、優先的に守っていくために“危機にさらされている世界 

遺産リスト（危機遺産リスト）”に登録されます。現在その数は 54件にのぼります。 

 

危機遺産から救われた世界遺産 
 

危機的な状況を脱したと判断された場合には、危機遺産リストから削除されます。 

例えばアンコール・ワットで知られるカンボジア王国のクメール王朝の遺跡アンコールは 

1992年に世界遺産に登録されると同時に危機遺産に登録されました。 

しかしその後、日本やフランスの積極的な修復支援により、2004年に危機遺産から解除 

されました。ユネスコや各国の協力により 2012年 2月までに救われた危機遺産は 24件 

となっています。 

危機遺産とは？ 

◆自然災害 : 地震・台風など⇒アルゲ・バムとその文化的景観 

                               （イラン） 

◆観光開発：過度な伐採・開発よる悪影響⇒ベリーズ・バリアリーフ 

（ベリーズ） 

 

◆武力紛争：紛争による破壊・盗掘など⇒バーミヤン渓谷の文化的景観と 

古代遺跡群 （アフガニスタン） 

◆都市開発：急速な都市化など⇒エルサレムの旧市街とその城壁 
（エルサレム） 

 

◆大規模工事：価値を損なう再建など⇒バグラティ大聖堂と 

ゲラティ修道院 （グルジア） 

◆商業的密猟：野生動物の違法狩猟など⇒カフジ・ビエガ国立公園 
                       （コンゴ民主共和国） 

 

  

危機遺産 

リストへ

の登録 

危機遺産の要因とその一例 

天災や人災の被害で 

深刻な危機に陥って 

しまった世界遺産 

自国の努力、ユネスコ 

や各国の協力により 

保護・修復が行われる 

（参考資料：『世界遺産なるほど地図帳』新訂版） 



    
 

 

 

世界遺産を知ろう、行ってみよう！ 

世界遺産を守るために… 

世界遺産を将来へと引き継ぐために私たちには何ができるのでしょうか？ 

 近年、企業が保護活動に乗り出しています。たとえば、日本では熊野古道の参道整備、 

石畳の清掃といったものがあります。そういった活動も大切ですが、もっと手軽で簡単に 

できることがあります。ヴェニス・知床といった世界遺産が認定されてから共通して 

問題になっているのが、ゴミ問題です。世界遺産に訪れた際は、ゴミは必ず持って帰る、 

小さなことかもしれませんが、簡単にできる保護活動の一つです。 

また最近問題となっている落書きなど遺産を傷つける身勝手な 

行為はすべきではありません。元の姿のまま未来へとつなげる 

ために… 

 

 

 

世界遺産条約を 

締結している国 

の政府が、自国

内の世界遺産候

補地を、ユネス

コ内にある世界

遺産委員会に推

薦する。 

（参考資料：『一冊でわかるすべて見える世界遺産』） 

（『公益社団法人日本ユネスコ協会連盟ホームページ』参照） 

世界遺産が決定されるまで… 

 

 

 

世界遺産委員会の依頼によ

り、文化遺産と複合遺産は

国際記念物遺跡会議

（ICOMOS）、文化財の保存

及び修復の研究のための 

国際センター（ICCROM）

の専門機関が、自然遺産は

国際自然保護連合（IUCN）

の専門機関が各候補地の 

調査を行う。 
 

調査 推薦 
 

 

 

年１回行われる 

世界遺産委員会で

候補地を審議し、

世界遺産リストへ

の登録が決定され

る。 

登録 

世界遺産とは、現在を生きる世界中の人びとが過去から引き継ぎ、未来へと伝えていかな 

ければならない人類共通の遺産です。世界遺産は、1972年第 17回 UNESCO総会で採択 

された世界遺産条約（『世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約』）の中で定義されて 

います。 

2018年 6～７月に開催された世界遺産委員会により、「長崎と天草地方の潜伏キリシタン 

関連遺産」をはじめ、新たに 19件の遺産が世界遺産リストに登録され、総数は 1092件 

（文化遺産：845件、自然遺産：209件、複合遺産：38件）となりました。 

 



    
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世界遺産を知ろう！ 

 

『世界遺産パルミラ 破壊の現場から』 

西藤 清秀ほか／著 雄山閣 2017 年（227.5セ） 

危機遺産とは 

 

 

未来につなぐために… 

 

『世界遺産 １００ 断面図鑑』 

中川 武／監修 宝島社 2018 年（709セ） 

『ＳＯＳ世界危機遺産』 

平山郁夫／監修 小学館 2006 年（709エ） 

危機遺産・世界遺産 

おすすめ本 

武力紛争、自然災害、都市開発、観光開発、密漁など 

により危機にさらされている世界遺産 34件、危機を脱した

世界遺産、また危機が話題に上った世界遺産を数々の写真 

とともに紹介する。 

保存・修復、そこに住む人々の意識啓発など、守り伝えて 

いく為には何が必要なのかがわかる 1冊。 

メッセージを寄せるユネスコ親善大使である平山郁夫氏を

はじめ、石澤良昭氏、山極寿一氏、野口健氏ら実際現場に関

わる人々の言葉も心に響く。 

 

 

アンコール遺跡の保存修復協力事業の日本政府チームの 

団長である監修者中川氏が、世界遺産の中から 100を精選 

し、断面というユニークな視点から、遺産の内部や成り立ち

を通して、表面に至る魅力を教えてくれる。 

グランドキャニオン（アメリカ）の地層、パンテオン（イタ

リア）、カッパドキア（トルコ）、法隆寺（日本）の内部構造

など、知ると思わず実物を見に行きたくなってしまう。 

2015年イスラム国（IS）により、破壊されたパルミラ。 

その惨状が初めて露わになった。生々しい破壊の現場に向き

合い、復興への道筋を模索する。この本はシンポジウム 

「シリア内戦と文化遺産―世界遺産パルミラ遺跡の現状 

復興に向けた国際支援―」の講演を書き起こし再構成した 

ものである。無残な姿に心が痛くなる。復興を願わずには 

いられない。 

 

 



    
 

展示図書リスト   
 

書名  著者名  出版社名 /発行年  
請求  

記号  

危機遺産 

SOS世界危機遺産 平山 郁夫／監修 小学館／2006 709 エ 

危機遺産からの SOS 
NHK「世界遺産」プロジェ

クト／編 
NHK出版／2006 709キ 

消滅遺産 もう見られない世界の偉大な建造物 
ナショナルジオグラフィッ

ク／編 

日経ナショナルジオグ

ラフィック社／2018 
520.8シ 

世界遺産なるほど地図帳 新訂版 講談社／編 講談社／2012 709セ 

世界遺産ビジネス 木曽 功／著 小学館／2015 709キ 

世界遺産にされて富士山は泣いている 野口 健／著 PHP研究所／2014 519.8 ノ 

世界遺産 
すべてがわかる世界遺産大事典 

世界遺産検定１級公式テキスト 上・下 

世界遺産検定事務局／

著 

世界遺産アカデミー／

2016 
709 ス 

世界文化遺産の思想 西村 幸夫／編 東京大学出版会／2017 709セ 

世界遺産珠玉の 80選 富井 義夫／写真 
JTBパブリッシング／

2005 
709セ 

「世界遺産」の真実 佐滝 剛弘／著 祥伝社／2009 709サ 

世界遺産 地球の聖域を訪ねて マルコ・カッターネオ／著 ポプラ社／2015 709カ 

世界遺産 100 断面図鑑 中川 武／監修 宝島社／2018 709セ 

12万円以内で行けちゃう！世界遺産への旅 A-Works／編 A-Works／2015 290.9ジ 

世界遺産をもっと楽しむための西洋建築入門 鈴木 博之／著 
JTB パブリッシング／

2013 
523.3ス 

TBS世界遺産ベスト 101  
JTBパブリッシング／ 

2017 
709テ 

世界遺産百科 全 981のユネスコ世界遺産 ユネスコ／著 柊風舎 709セ 

世界遺産データブック 2018年版 
古田 陽久・古田真美／

著 

シンクタンクせとうち総

合研究機構 
709セ18 

保護活動 

世界遺産 知られざる物語 
NHK 世界遺産プロジェク

ト 須磨 章／著 
KADOKAWA／2016 709セ 

生きている文化遺産と観光―住民によるリビングヘ

リテージの継承 
藤木 庸介 ／編著 学芸出版社／2010 689 フ 

世界遺産パルミラ破壊の現場から―シリア紛争と 

文化遺産 
西藤 清秀 他／編 雄山閣／2017 227.5セ 

世界遺産を守る民の知識 関口 広隆／著 明石書店／2012 702.9セ 

 



    
 

世界遺産・危機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 

基本的な調べ方をご紹介します。 
 

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。 

 
 
 

 

 

基本的な用語を調べる 

✣危機遺産 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 2018 
自由国民社 2018 年 

031 ゲ 18 野方 

 

図書を探す 図書館の本はテーマごとにまとまっています。 

✣それぞれの棚に行って探してみましょう。 
 

分類 分野 分類 分野 分類 分野 

291～9 地誌・紀行 318 地方行政 520 建築 

519.8 環境・自然保護 698 観光 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用検索機「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 

世界遺産百科 全 981のユネスコ世界遺産 709 セ 野方 

世界遺産データブック 2018年版 709 セ 18 野方 

危機遺産 世界遺産 自然遺産 文化遺産 複合遺産 ユネスコ 暫定リスト 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）文化財の保存

及び修復の研究のための国際センター（ICCROM）保護活動 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 他 

 

http://www3.city.tokyo-nakano.lg.jp/tosho/
http://iss.ndl.go.jp/
http://www.library.metro.tokyo.jp/


    
 

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 
1879年から 1999年までの朝日新聞紙面イメージ 
1985年から当日の新聞までの記事 ほか 
 

MAGAZINE PLUS 一般雑誌・専門雑誌の雑誌記事検索や論文情報など 

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 

 

インターネットを利用してみよう！ 

 

世界遺産活動【公益社団法人日本ユネスコ協会連盟】 世界遺産全般について学ぶことができます。  

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

日本の世界自然遺産【環境省】 日本の世界自然遺産の魅力やデータを知ることができます。 

https://www.env.go.jp/seisaku/list/sekaiisan.html 

世界遺産【文化庁】 日本の世界文化遺産(推薦中のものも含め)を掲載。 

http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/shokai/sekai_isan/ 

文化遺産オンライン 文化遺産を項目から探すことができ、写真で見ることができる。 

http://bunka.nii.ac.jp/ 

関連の政府機関 

文部科学省 http://www.mext.go.jp/ 

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

文化庁 http://www.bunka.go.jp/index.html 

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

  環境省 http://www.env.go.jp/ 

  〒100-8975 東京都千代田区霞が関 1-2-2 ℡：03-3581-3351（代表） 

  外務省 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/culture/kyoryoku/unesco/isan/world/index.html 

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

  日本ユネスコ国内委員会 http://www.mext.go.jp/unesco/ 

  〒100-8959 東京都千代田区霞が関 3-2-2 文部科学省内 ℡：03-5253-4111 

https://www.unesco.or.jp/isan/
https://www.env.go.jp/seisaku/list/sekaiisan.html
http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/shokai/sekai_isan/
http://bunka.nii.ac.jp/
http://www.mext.go.jp/
http://www.bunka.go.jp/index.html
http://www.env.go.jp/
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/culture/kyoryoku/unesco/isan/world/index.html
http://www.mext.go.jp/unesco/


    
 

 

 

 

 

読書の秋？！芸術の秋？！ 

野方図書館の秋のイベントを楽しんでみませんか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まちかど通信のがたＶｏｌ．44 

「ビブリオバトル」開催のお知らせ 

日時：平成 30年 10月 21日（日） 午後 2時～3時半 

会場：中野区立野方図書館 3階会議室 

「ビブリオバトル」（知的書評合戦）とは、本の紹介を通したコミュニケーションゲーム

です。参加者（バトラー）がお薦めの本を持ち寄り、それぞれを紹介します。それを聞い

て観覧者は、一番読みたくなった本を投票して１位を決めます。これまで野方図書館では、

「まち」や「出会い」「夢」をテーマに熱いバトルが繰り広げられました。今回のテーマ

は、あえて自由（フリー）です！参加者（バトラー）、観覧者ともに募集中です！ 

 

写真家 宅間 國博（タクマ クニヒロ）氏 講演会  

「楽しく、誰でも簡単に写真を上手く撮る方法を教えます」  

日時：平成 30年９月 15日（土） 午後 2時～3時半 

会場：中野区立野方図書館 3階会議室 

雑誌や CDジャケット、アーティスト写真集などのカメラマンとして幅広く活躍中の

宅間國博（タクマクニヒロ）氏をお迎えして、基本的な写真の撮り方や撮影に関する

ポイントなどをお話いただきます。 

秋の行楽シーズンに向けて写真撮影の腕を上げたい方、ぜひご参加下さい！ 

 

今年も参加します！『野方まつり』 

日時：平成 30年 10月 19日(金)展示のみ 

10月 20日(土)10：00～17：00/21日(日)10：00～16：00 

会場：野方区民活動センター ２階 

野方まつりの会場に、図書館が出張！おすすめの本や季節に合わせた本などご用意して

お待ちしております。20、21日は、その場で展示本の貸出もできます。 

ぜひお立ち寄り下さい！ 

 

 

 

 


