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日本各地の美しい自然や荘厳な建造物が世界遺産と

して登録されています。２０１１年６月に小笠原諸

島と平泉が登録されたことは記憶に新しいですね。 

本当は行ってみたいけれど世界遺産に登録された場

所を訪ねるのは難しい…という方もいらっしゃるの

ではないでしょうか。 

 

今回上高田図書館では日本の世界遺産をテーマに資

料を集めました。関連資料を読みながら、日本の世

界遺産めぐりに出かけてみませんか？ 展示されて

いる資料は貸出しもできます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中野区立上高田図書館 

ＴＥＬ：０３－３３１９－５４１１(休館日：木曜日、毎月最後の金曜日)  

展示期間：２月２５日(土)～４月２５日(水) 

展示場所：上高田図書館２階                 

一般開架展示コーナー 
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世界遺産とは 
１９７２年(昭和４７年)第１７回ユネスコ総会で採択された、

国際条約・正式名「世界の文化遺産及び自然遺産の保護

に関する条約」(通称世界遺産条約)に基づき、人類共有の

かけがえのない財産として、国際的に守り次世代に伝えて

いくことを義務付けられた遺跡や建造物、自然などのことを

世界遺産といいます。日本は１９９２年(平成４年)に１２５番

目の世界遺産条約締約国になりました。 

世界遺産の種類 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

★日本で２０１２年１月現在登録されている世界遺産は、文化遺産１２件、自然遺産が４件の計１６件
です。複合遺産は今のところありません。 

日本の自然遺産→白神山地・屋久島・知床・小笠原諸島(登録順) 

 

日本の文化遺産→法隆寺地域の仏教建造物・姫路城・古都京都の文化財・白川郷五箇
山の合掌造り集落・原爆ドーム・厳島神社・古都奈良の文化財・日光の社寺・琉球王国の

グスク及び関連遺跡群・紀伊山地の霊場と参詣道・石見銀山遺跡とその文化的景観・平泉

-仏国土(浄土)を表す建築・庭園及び考古学的遺跡群(登録順) 

 

 

世界遺産に登録されるまで 
世界遺産条約を結んだ国は遺産候補地の名簿(暫定リスト)を、

パリに事務局がある世界遺産委員会に提出します。日本の場合は、

文化遺産候補は文化庁、自然遺産候補は環境省と林野庁が中心

となって決定しています。その後文化遺産候補はＩＣＯＭＯＳ(国際記

念物遺跡会議)が、自然遺産はＩＵＣＮ(国際自然保護連合)が現地調査をして報告し、それに基づき世

界遺産委員会が世界遺産リストへ登録可否を決定します。 

世界遺産 

顕著な普遍的価値を有す

る記念物・建造物群・遺

跡・文化的景観など 

 

顕著な普遍的価値を有

する地形や地質、生態

系、景観、絶滅のおそれ

のある動植物の生息・生

息地などを含む地域 

 

文化遺産と自然遺産の

両方の価値を兼ね備え

ている遺産 

 

自然遺産 複合遺産 
文化遺産 

１９５９年(昭和３４年)、エジプトのナ

イル川のダム建設計画時、ヌビア遺跡

群が水没する危険性がありました。   

その際ユネスコが世界に遺跡を保護し

ようと呼びかけ、多くの国々が賛同、遺

跡は無事に移されました。これが世界

遺産の考えの生まれるきっかけになり

ました。 

文化遺産 
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小笠原諸島 
東京から南へ約１０００キロ。今までに一度も大陸と繋がっ

たことがなく、数千年前に火山が隆起してできたのが、小笠原

諸島です。主島の父島には空港がないので片道２５時間半か

かり、６日に一度の定期船に乗っていくしかありません。３２の

島からなる小笠原諸島ですが父島、母島、硫黄島、南鳥島以

外の島は無人島です。 

 

小笠原諸島はごく限られた陸域ですが、固有種の割合が高

く、貝類や昆虫は今も進化が進んでいます。またオガサワラオ

オコウモリやクロアシアホウドリなど絶滅のおそれのある１９５

種の生息・生育地でもあるのです。そしては温帯と熱帯の魚が

混在する美しい海には、イルカの群れが定住し、冬から春に

かけてはザトウクジラが繁殖のためにやってきます。まさに絶

海に浮かぶ楽園といえるでしょう。 

 

父島のすぐ近くには、隆起サンゴ礁でできた石灰岩の島、南島があります。南島はターコイズブルー

の扇池、真っ白な砂浜などの素晴らしい自然を誇り、「宝石の島」と呼ばれています。 

 

小笠原についてもっと知るならこの本！ 

世界遺産・小笠原  三好和義 著  朝日新聞出版   請求記号 ７４８ ミ 

小笠原の美しい自然を収めた写真集。日本とは思えないようなエメラルド色に輝く海や、ダイナミック

なザトウクジラのジャンプなど、思わず目を奪われてしまう写真が満載です。 

 

平泉 

２０１１年３月の東日本大震災。未曾有の大災害で沈む東

北を勇気づけ、今後の復興・再生への希望の光となったのが、

「平泉―仏国土(浄土) を表す建築・庭園及び考古学的遺跡

群」の世界遺産登録でした。 

 

奥州藤原氏四代(藤原清衡・基衡・秀衡・泰衡)が、約１００

年にわたって浄土思想に基づき、黄金文化を築いたのが平

泉です。死後、仏の住む清らかで平和な世界に生まれ変わ

ることを願い寺院や庭園といった空間づくり、自然環境をとり

こみつつ現世に浄土世界を再現しました。平泉の構成資産

は中尊寺・毛越寺・観自在王院跡、無量光院跡、金鶏山の５

つ。現在では中尊寺、毛越寺以外は遺構を残すのみですが、

多くが非常によい状態で保存されています。 

中尊寺金色堂は１１２４年造営。中央は阿弥陀如来、須弥壇の中には藤原氏三代が眠っています。 

 

平泉についてもっと知るならこの本！ 
ユネスコ世界遺産平泉と奥州藤原四代のひみつ  歴史読本編集部 編  新人物往来社  

請求記号２１０．３ ユ 

奥州藤原氏は中尊寺に代表される空前の栄華を極め、富を築きあげますが源頼朝によって滅ぼさ

れます。奥州藤原四代と平泉の歴史について詳しく解説。歴史的側面から世界遺産を学びたい方へ。 

遺産種別  自然遺産 

登録年    ２０１１年(平成２３年) 

面積     コア・ゾーン ７９３９ｈａ 

所在地    東京都 小笠原村 

普遍的価値 世界でも有数の透明度を

誇る海に囲まれた独自の生態系の動植

物を有する自然の宝庫。東洋のガラパゴ

ス、あるいは日本のガラパゴス諸島と呼

ばれています。 

 

登録内容 

遺産種別  文化遺産 

登録年    ２０１１年(平成２３年) 

面積 コア・ゾーン １８７ｈａ バッファ・ゾーン ５９９８ｈａ 

→ 合計 ６１８５ｈａ 

所在地    岩手県 平泉町 

普遍的価値 奥州藤原氏が独自に築いた仏

教寺院、浄土庭園などの黄金文化遺産群。 

 

登録内容 

行ったつもりで… 

行ったつもりで… 
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            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年発行  

                    請求記号 ７０９ ミ 

 

おすすめ展示図書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニッポンの世界自然遺産ガイド 
             

 

枻出版社 

２０１１年発行 

請求記号 ２９１．０９ ニ 

 

 

 

 

 

日本が誇る１６の世界遺産を豊富な写真と詳しい説明で紹介。世界遺産暫定リストや、

世界遺産に登録されるまでの流れも紹介しています。児童書ではありますが、大人の

世界遺産入門書としても最適です。 

日本の自然遺産は４件。樹齢１０００年を超える杉の森屋久島、深いブナの森を抱く

白神山地、北の動物が生きる日本の果て知床、そして青い海と豊かな自然の小笠原諸

島。その地の魅力を伝えるだけでなく、守ることを念頭につくられた本書。普通のガ

イドブックには載っていない本物の自然を、ぜひこの本で感じてください。 
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展示図書リスト 

 

 

書名 著編者名 出版社名 出版年 請求記号 

ユネスコ世界遺産平泉と奥州藤原四代のひみつ 『歴史読本』編集部 新人物往来社 ２０１１年 ２１０．３ ユ 

沖縄 琉球王国ぶらぶらぁ散歩 おおき ゆうこう・田名 真之 新潮社 ２００９年 ２１９．９ オ 

世界遺産  マガジンハウス ２０１１年 ２９０．９ セ 

日本の世界遺産  ＪＴＢパブリッシング ２０１２年 

 

２９１．０９ ニ 

ニッポンの世界自然遺産ガイド  枻出版社 ２０１１年 ２９１．０９ ニ 

日本の世界遺産を旅する  ＪＴＢパブリッシング ２００６年 ２９１．０９ ニ 

知床  東京地図出版 ２００８年 ２９１．１１ シ 

世界遺産 白神山地 根深 誠 七つ森書館 ２０１１年 ２９１．２１ ネ 

日光  東京地図出版 ２００８年 ２９１．３２ ニ 

白川郷・五箇山  東京地図出版 ２００８年 ２９１．５３ シ 

紀伊山地の霊場と参詣道  東京地図出版 ２００８年 ２９１．６ キ 

京都  東京地図出版 ２００８年 ２９１．６２ キ 

世界遺産 京都・奈良の２７寺社  ＪＴＢパブリッシング ２００８年 ２９１．６２ セ 

世界遺産 姫路城 寺林 峻・北村 泰生 写真 神戸新聞総合出版センター ２００９年 ２９１．６４ セ 

奈良  世界文化社 ２０１０年 ２９１．６５ ナ 

熊野古道 山本 卓蔵 写真 淡交社 ２００６年 ２９１．６６ ク 

石見銀山  東京地図出版 ２００８年 ２９１．７３ イ 

世界遺産 石見銀山を歩く 仲野 義文 監修・穂坂 豊 写真 山と渓谷社 ２００７年 ２９１．７３ セ 

厳島神社・原爆ドーム  東京地図出版 ２００８年 ２９１．７６ イ 

みんなで見守る世界遺産 白神山地 斎藤 宗勝 アリス館 ２０１１年 ４０２ サ 

世界遺産ガイド 日本編 ２０１２改訂版 古田 陽久・古田 真美 シンクタンクせとうち総合研究機構 ２０１１年 ７０９ セ 

日本の大切なもの ＰＨＰ研究所 ＰＨＰ研究所 ２００７年 ７０９ ニ 

「ベスト・オブ・世界遺産」展  クレヴィス ２０１０年 ７０９ ベ 

世界遺産 松浦 晃一郎 講談社 ２００８年 ７０９ マ 

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 メイツ出版 ２０１１年 ７０９ ミ 

今すぐ、行きたい！日本の「世界遺産」＋候補地 

 

小林 克己 三笠書房 ２００９年 ７０９．１ コ 

日本の世界遺産ミステリーツアー 歴史雑学探偵団 東京書店 ２００８年 ７０９．１ ニ 

日本の世界遺産 三好 和義 小学館 １９９９年 ７０９．１ ミ 

世界遺産と地域再生 毛利 和雄 新泉社 ２０１１年 ７０９．１ モ 

屋久島 大沢 成二 青菁社 ２０１１年 ７４８ オ 

小笠原 小林 修一 青菁社 ２０１１年 ７４８ コ 

世界遺産・小笠原 三好 和義 朝日新聞出版 ２０１１年 ７４８ ミ 

知床 水越 武 写真 岩波書店 ２００８年 ７４８ ミ 
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１． 情報検索のキーワード 
 

 

 

 

 

 

２． 基本的な情報を引き出す 
辞書・事典類で、テーマについて基本的な情報を入手しましょう。 

 
＜図書館で所蔵している図書＞(一例) 

資料情報 請求記号 所蔵館   

世界大百科事典 平凡社 ２００５ ０３１ セ 上高田図書館 

世界遺産事典 ２０１２改訂版 

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 ２０１１ 

 

７０９ セ １２ 

 

東中野図書館 

世界遺産年報 日本ユネスコ協会連盟編 

東京書籍 １９９９－２０１１ 

７０９ セ 上高田図書館 

 

３． 図書を探す 
◆テーマの棚に行って探す 

  図書館の本は主題ごとに棚に並んでいるので、請求記号の最初の数字を参考にして

同じ主題の本を探すことができます。 
 

＜関連分野の分類記号＞ 

請求記号 分野 請求記号 分野 請求記号 分野 

２９１ 日本の地誌・紀行 ５１９．８ 自然保護 ７０９ 文化財 
 

◆中野区立図書館ホームページの蔵書検索で探す 
https://www3.city.tokyo-nakano.lg.jp/tosho/asp/WwKensaku.aspx 

 
＜図書館で所蔵している図書＞(一例) 

資料情報 請求記号 所蔵館 

平泉 

大矢 邦宣著 里文出版 ２００８ 

２１２．２ オ 
野方図書館 

世界自然遺産 小笠原を歩こう 

小笠原 恵介著 角川書店 ２０１１ 

２９１．３６ オ 
南台図書館 

日本の世界遺産 秘められた知恵と力 

河邑 厚徳著 日本放送出版協会 ２００５ 

５２１ エ 
上高田図書館 

世界遺産検定公式ガイド３００  

世界遺産アカデミー監修 世界遺産検定事務局著 

世界遺産アカデミー／世界遺産検定事務局 ２０１０ 

 

７０９ セ 上高田図書館 

日本の世界文化遺産を歩く  

藤本 強著 同成社 ２０１０ 

７０９．１ フ 
上高田図書館 

世界遺産、世界遺産条約、自然遺産、文化遺産、複合遺産、文化財、史跡・名勝、 

遺跡・遺物、ユネスコ、世界遺産リスト、危機遺産、世界遺産委員会、暫定リスト、     

負の世界遺産（負の遺産）、姫路城、屋久島、知床、小笠原諸島、平泉 など 

作成：平成２４年２月１５日 上高田図書館 

日本の世界遺産についてより詳しく調べるための方法 

https://www3.city.tokyo-nakano.lg.jp/tosho/asp/WwKensaku.aspx
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◆東京都内公立図書館で所蔵されている図書を探す 
  ◎東京都立図書館リサーチページ 統合検索 【インターネット】 

http://ufinity01.jp.fujitsu.com/metro/ 
東京都内の公立図書館の蔵書を一括して検索できます。 

 
◆国内で刊行されている図書を探す 

  ◎国立国会図書館サーチ（NDL Search） 【インターネット】 http://iss.ndl.go.jp/ 

国内で刊行されている図書や雑誌が検索できます。 

 

４． 雑誌を探す 
◆中野区立図書館ホームページの蔵書検索で探す 

https://www3.city.tokyo-nakano.lg.jp/tosho/zousho/index_magazine.html 
 

＜図書館で所蔵している雑誌＞(一例) 

資料情報 請求記号 所蔵館 

ＮＡＴＩＯＮＡＬ ＧＥＯＧＲＡＰＨＩＣ 日本版 

日経ナショナルジオグラフィック社 月刊 

２９ 中央図書館 

東中野図書館 

旅の手帖 交通新聞社 月刊 ２９ 上高田図書館 
 

◆国内で刊行されている雑誌を探す 

◎雑誌新聞総かたろぐ ２０１１年版 メディア・リサーチ・センター 【冊子】 

  （中央図書館 参考資料室所蔵） 

現在刊行されている雑誌、新聞が調べられます。 
 

※上記、国立国会図書館サーチで国内で刊行されている雑誌、雑誌の記事が検索 

できます。 

 

５． インターネットを利用して調べる 
◎公益社団法人日本ユネスコ協会連盟 http://www.unesco.or.jp/isan/ 

世界遺産についての概要と詳細が掲載されています。また、保全活動などについても、 

紹介されています。 
 

◎文化遺産オンライン http://bunka.nii.ac.jp/Index.do 

文化庁が運営する日本の文化遺産についてのサイト。「世界遺産と無形文化遺産」と 

いう特集コンテンツがあり、日本の世界文化遺産の概要を写真とともに紹介しています。 

 

６． 関連機関を利用して調べる 
◎環境省 

〒100-8975 東京都千代田区霞が関１－２－２ 中央合同庁舎５号館  

TEL：03-3581-3351（代表） 

自然環境・生物多様性（自然環境局） http://www.env.go.jp/nature/ 
 

◎文化庁 

〒100-8959 東京都千代田区霞が関３－２－２ 

ＴＥＬ：03-5253-4111(代表) http://www.bunka.go.jp/index.html 

 
◎日本ユネスコ国内委員会 

(事務局)〒100-8959 東京都千代田区霞が関３－２－２ 文部科学省内 

ＴＥＬ：03-5253-4111（代表） http://www.mext.go.jp/unesco/ 

http://ufinity01.jp.fujitsu.com/metro/
http://iss.ndl.go.jp/
https://www3.city.tokyo-nakano.lg.jp/tosho/zousho/index_magazine.html
http://www.unesco.or.jp/isan/
http://bunka.nii.ac.jp/Index.do
http://www.env.go.jp/nature/
http://www.bunka.go.jp/index.html
http://www.mext.go.jp/unesco/
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おはなし会 

ブックトラックに、絵本やお母さんたちの

ために育児書、雑誌などを乗せて上高田

児童館に行き、貸出・返却を行っています。 

毎月第１・３・５土曜日 

ごご 1：３０～２：００ 

場所 １階児童室 

担当 図書館員 

 

毎月第２・４水曜日 

ごご３：３０～４：００ 

場所 ２階おはなしのおへや 

担当 ボランティアおはなしの椅子 

毎月第３火曜日 

ごぜん１１：００～１１：３０ 

ちいさいこ（０～３才） 

場所 ２階おはなしのおへや 

担当 図書館員 

 

● 

毎週金曜日 

上高田児童館にて 

※日程は変わることがあります。図書館にご確認ください。 


