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分類 分類 ◆大型図書コーナー前ガラスケース
テーマ：大型本『世界遺産』の展示
◆大型図書コーナー壁

分類 分類 テーマ：世界遺産の紹介
 世界遺産の基礎知識

分類 分類

悲劇の世界遺産
ダークツーリズムから見た世界

文藝春秋 2021
新疆物語
絵本でめぐるシルクロード

日本僑報社 2015

世界遺産の小話 世界無形文化遺産・世界の記憶

ユネスコ
世界の無形文化遺産

原書房

大内田わこ/著 234.0オ マッシモ・チェンティーニ/編著、岡本千晶/訳 386.8ユ

井出明/著 新書 290.9イ 王麒誠/著、日本翻訳学院/監訳、本田朋子/訳 292.2オ

インド・イスラーム王朝の物語と
その建築物

春風社 2016
剪紙
切り絵の寓意を読み解く

科学出版社東京 2016

宮原辰夫/著 225.0ミ 王海霞/主編、周佳/編著、張京花/訳 754.9セ

世界遺産建築の不思議 ナツメ社 2007 東西冷戦時代の廃墟図鑑
平和のための記憶遺産

原書房 2020

天井勝海/監修 520.2セ ロバート・グレンヴィル/著、岡本千晶/訳 748グ

世界遺産100断面図鑑 宝島社 2018 スウェーデンボルグのことばと思想
永生への扉をひらく

青土社 2021

中川武/監修 709セ 高橋和夫/著 198.9ス

世界遺産・古代文明
「不思議」ものしり雑学

三笠書房 2007
ユネスコ世界記憶遺産と
朝鮮通信使

明石書店

『いつか行きたい世界遺産』

中野区立中央図書館 企画展示
2017

「歴史ミステリー」倶楽部/著 文庫 202.5レ 仲尾宏、町田一仁/共編 210.5ユ

世界遺産知られざる物語 KADOKAWA 2016 展示期間：令和4年 5月28日（土）～ 7月28日（木）バウルを探して　完全版 三輪舎 2020

須磨章、NHK世界遺産プロジェクト/著 709セ 川内有緒/文、中川彰/写真 292.5カ ※6/24・6/27・7/11は休館日です

展示場所：中野区立中央図書館　地下1階
宮澤光/著 709ミ 古田陽久、古田真美/著 709フ

世界遺産のひみつ イースト・プレス 2019 世界の記憶遺産60 幻冬舎 2015

歴史の謎研究会/編 709セ 古田陽久/著、世界遺産総合研究所/企画・編集 386.8フ21

世界遺産迷宮の地図帳
謎と不思議の歩き方

青春出版社 2008
世界無形文化遺産事典
2021年版

2021

トラビス・エルボラフ、マーティン・ブラウン/著、湊麻里/訳 290.9エ 滝沢健二/著 588.5タ 中野区立中央図書館　03-5340-5070

世界から消えゆく場所
万里の長城からグレート・バリア・リーフまで

2020 ベルギービールの向こう側 ワイン王国 2016

アウシュビッツ強制収容所にい

たポーランド人達は絵をかいてい

た。その運命を伝えるとともにナ

チスや戦争の真実に迫る１冊。

ジャーナリスト大内田わこが現

地を取材し戦争を知らない世代へ

と送るルポタージュ。

ユネスコの世界無形文化遺産に

ついて迫力のある写真とともに解

説する。

世界各地の珍しい祭礼、普通なら

見ることのない工匠のアトリエな

ど貴重な写真が収録されている。

東銀座出版社

シンクタンクせとうち

総合研究機構

日経ナショナル

ジオグラフィック社
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世界遺産への誘い

名景世界遺産
夜景編

いちばん美しい
世界の絶景遺産

死ぬまでに見たい
中国の世界遺産

709メ ナショナルジオグラフィック/編著 709イ 羅哲文、李敏/編著、河野肇/訳

小林克己/著 新書 709コ 709テ 290.8イ

709.2シ

誰も知らないとっておきの
世界遺産ベスト100

SBクリエイ
ティブ

2021 TBS世界遺産ベスト101
JTBパブリッ

シング
2017 行ってみたい世界の聖地 自由国民社 2018

美しき秘密のイタリアへ
51の世界遺産と小さな村

ダイヤモンド・
ビッグ社 2015

村山秀太郎、本田陽子/監修 709ム 290.9ジ 森田健一/著 293.7モ

絵本のようにめくる世界遺産の物語
色彩の魔術編

昭文社 2021
12万円以内で行けちゃう！
世界遺産への旅

A-Works 2015

秘境国
まだ見たことのない絶景

パイインター
ナショナル

2011

地球の歩き方編集室/編集 ガイド 290.9セ 富井義夫/写真、山本厚子/執筆 709ト アマナイメージズ/［ほか］写真 290.8ヒ

世界のすごい城と宮殿333 地球の歩き方 2021 地球一周365日世界遺産の絶景の旅 いろは出版 2021

恋する世界遺産
世界遺産発足40周年記念

インフォレスト
パブリッシング 2012

小林克己/監修 709サ 世界遺産検定事務局/著 709ス1・2 709コ

366日の世界遺産
1日1ページでたどる地球と人類の奇跡

三才ブックス 2020
すべてがわかる
世界遺産大事典　上・下

2012

神話で訪ねる世界遺産 ナツメ社 2015

古儀君男/著 519.8コ 高木秀雄/監修 519.8セ 蔵持不三也/監修 164シ

世界自然遺産見て歩き
成り立ちが分かれば「風景」が変わる

本の泉社 2020 世界自然遺産でたどる美しい地球
地形・地質・地層で読み解くビジュアル地球史

新星出版社 2018

世界遺産ミャンマー・バガン遺跡
華麗なる壁画の世界

雄山閣 2021

鈴木亮平/著 778.21ス 709ベ 前川佳文、鴫原由美/著 702.2マ

行った気になる世界遺産 ワニブックス 2020 「ベスト・オブ・世界遺産」展
TBSテレビ「世界遺産」オフィシャルイベント

クレヴィス 2010

2018

709ミ 富井義夫/撮影 709セ 浜口謙司/著 293.5ハ

ミステリアス世界遺産
パイインター
ナショナル

2015 世界遺産絶景ベストコレクション 宝島社 2021 モン・サン・ミッシェルと近郊の街へ
神秘の島に魅せられて

イカロス出版

最高の休日
世界の美しい都市

2014

佐藤健寿/編著 290.8サ1～3 周剣生/写真、MdN編集部/編 709シ 高作自子/［ほか］訳 290.9サ

奇界遺産　1～3
エクスナ
レッジ

2010
美麗世界遺産
人類の傑作、かけがえのない大自然

2016

世界遺産の都へ
「ラトビア」の魅力100

雷鳥社 2017

709カ カルチャーランド/著 児 橙　709ミ ウエミチメグミ、三宅貴男/写真・文、西田孝広/コラム寄稿・監修協力 293.8ウ

感動の世界遺産文化遺産・複合遺産
ベストセレクション

学研パブ
リッシング

2010
みんなが知りたい！世界遺産
ビジュアル版

メイツ出版 2018

世界遺産には文化遺産、自然遺

産、複合遺産と３種類ある。

その内「自然遺産」と「複合遺

産」から美しい自然の絶景や容易

に近づけない場所など66か所の貴

重な写真を紹介する。

遺跡、王宮、寺院、市街地など

の夕暮れから夜にかけての世界遺

産を美しい写真とともに紹介する。

新たな世界遺産の側面を発見でき

る１冊。

他にも『自然遺産編』『文化遺

産編』などがある。

本書は中華人民共和国建国60周

年を記念して刊行された。

自然景観と人類の文化の宝庫で

ある中国。その国内すべての世界

遺産を写真や解説によって紹介し

ている1冊。

エクスナレッジパイインター

ナショナル

日経ナショナル

ジオグラフィック社

日経ナショナル

ジオグラフィック社

世界遺産アカデミー/

世界遺産検定事務局

エムディエヌ

コーポレーション


