
ユーラシア大陸(ヨーロッパ）

NO. 資料タイトル 著者名等 出版者 出版年 請求記号 所蔵館

1 ユネスコ世界遺産    7（北・中央ヨーロッパ） 講談社 1997.7 709/14/7 中央

2 ユネスコ世界遺産    8　（西ヨーロッパ） 講談社 1996.9 709/14/8 東部

3 ユネスコ世界遺産    9　（南東ヨーロッパ） 講談社 1977.7 709/14/9 中央

4 ラトヴィアの蒼い風　清楚な魅力のあふれる国 黒沢 歩／著 新評論 2007.1 29388/2 東部

5
世界遺産ポンペイ崩壊の謎を解く
火山災害にどう対処したか

横山 卓雄／著 京都自然史研究所 2007.1 2328/25 中央

6
スペイン巡礼の道を行く
世界遺産カミノ・デ・サンティアゴ

米山 智美／文 東京書籍 2002.4 378667 東部

7 聖地サンティアゴ巡礼  世界遺産を歩く旅
日本カミーノ・デ・サンティ
アゴ友の会／著

ダイヤモンド社 2010.1 2936/21 東部

8 風の影    上・下
カルロス・ルイス・サフォン
／著

集英社 2006.7 963/ﾙｶ 1/1・2 東部

9 アンダルシアを知るための53章 立石 博高／編著 明石書店 2012.11 30236/7 西部

10 サグラダ・ファミリア  ガウディとの対話 外尾 悦郎／著 原書房 2011.11 52336/7 西部

11
ル・コルビュジエは生きている
保存、再生そして世界遺産へ

南 明日香／著 王国社 2011.6 52335/26 東部

12 アウシュヴィッツ博物館案内 中谷 剛／著 凱風社 2012.8 23407/111/12 東部

13
アウシュヴィッツの手紙
アウシュヴィッツ・ビルケナウ博物館を訪ねて

平和博物館を創る会／編 平和のアトリエ 1994.9 2097/A96 中央

14
世界遺産フランダースのベギナージュ
甦る中世のミニチュア都市

田原 幸夫／著 彰国社 2002.11 167373 東部

15 ベルリンの至宝展  世界遺産・博物館島 東京国立博物館／編集 朝日新聞社 2005.4 7087/143 中央

16 南イタリア・シチリア紀行 佐々木 清／文・絵 東京書籍 2002.8 2937/28 東部

17 アッシジのフランチェスコ 川下 勝／著 清水書院 2004.12 19822/16 西部

18
イタリア・ルネサンス都市逍遙
フィレンツェ:都市・住宅・再生

黒田 泰介／著 鹿島出版会 2011.3 52337/17 西部

19 イタリア・ルネサンスの建築
クリストフ・ルイトポルト・フ
ロンメル／著

鹿島出版会 2011.6 52337/20 西部

20 ドリナの橋 イヴォ・アンドリッチ 恒文社 1978 98923/A47 西部

21
モルドヴァの世界遺産とその修復
ルーマニアの中世修道院美術と建築

三宅 理一／監修 西村書店 2009.11 70239/2 中央

　平成２５年６月２２日にユネスコの世界文化遺産に富士山と三保松原が登録され、日本の世
界遺産登録は１７ヶ所となりました。地球の生成と人類の歴史によって生み出され、時代とと
もに引き継がれてきた宝物、世界遺産を本の世界からめぐってみませんか。 当館では世界・国
内遺産、また千葉県と富士山について関連資料を多く取りそろえております。古より日本人に
愛されてきた名峰「富士山」とともに、各国のすばらしい文化や美しい自然の魅力を堪能して
頂ければ幸いです。

平成26年1月7日（火）～平成26年2月16日(日)まで

＜各国の世界遺産＞



22 遙かなるサマルカンド リュシアン・ケーレン／編 原書房 1998.2 29296/1 中央

23 ラトヴィアの蒼い風  清楚な魅力のあふれる国 黒沢 歩／著 新評論 2007.1 29388/2 東部

24
スウェーデンの世界遺産紀行
自然と歴史のひとり旅

宇野 幹雄／著 新評論 2008.7 29389/17 東部

25 バイカル湖  古代湖のフィールドサイエンス 森野 浩／編 東京大学出版会 1994.8 4529/B14 中央

26
北極圏のアウシュヴィッツ
知られざる世界文化遺産

亀山 哲郎／著 ブッキング 2007.8 29381/6 東部

27 サンクトペテルブルグ探訪 山本耕二／写真と文 草の根出版界 1993.3 J293/ﾔｺ 中央

ユーラシア大陸(アジア）

NO. 資料タイトル 著者名等 出版者 出版年 請求記号 所蔵館

1
中国南画の郷
山水の桂林・璃江／奇岩奇峰の武陵源

内田 昭良／著 日本写真企画 2000.12 748/154 中央

2 水墨黄山 下保 昭／[画] 何必出版 1984.3 7213/KA19 中央

3 流水無限  世界遺産九寨溝・黄竜 竹内 悦之佑／著 東方出版 2004.12 29223/15 東部

4 中国世界遺産の旅    1～４ 平山 郁夫／監修 講談社 2005.2 70922/1/1～４ 東部

5
世界遺産を守る民の知識
フィリピン・イフガオの棚田と地域の学び

関口 広隆／著 明石書店 2012.1 70924/1 中央

6
石が語るアンコール遺跡
岩石学からみた世界遺産

内田 悦生／著 早稲田大学出版部 2011.3 1213884 西部

7 キナバル山  ボルネオに生きる…自然と人と 安間 繁樹／著 東海大学出版会 2004.1 29243/3 東部

8 ぶらりあるき香港・マカオの博物館 中村 浩／著 芙蓉書房出版 2012.12 06902/26 中央

9
ヒマラヤの寺院
ネパール・北インド・中国の宗教建築

佐藤 正彦／著 鹿島出版会 2012.1 1214615 西部

10 インド夜想曲 アントニオ・タブッキ／[著] 白水社 1991.1 973/TA12 中央

11 迷宮のインド紀行 武沢 秀一／著 新潮社 2001.9 22502/2 東部

12 ユネスコ世界遺産　５　（インド亜大陸） 講談社 1997.11 709/4/5 中央

13 カッパドキア  トルコ洞窟修道院と地下都市 大村 幸弘／文 集英社 2001.4 2274/14 東部

14 イスタンブール歴史の旅  世界遺産 野中 恵子／文 小学館 2002.7 29274/6 東部

15 アフガニスタン文化遺産調査資料集    第1巻 山内 和也／シリーズ監修 明石書店 2005.12 70227/3 中央

16
アフガニスタンガイドブック
シルクロードと深夜特急の十字路

JUJIRO編纂室／著 三一書房 2005.9 29271/7 東部

17
イスラーム魅惑の国・ヨルダン
シニアがゆく、灼熱のアカバ、古代都市ペトラ

井上 夕香／著 梨の木舎 2003.5 29277/1 東部

北アメリカ大陸

NO. 資料タイトル 著者名等 出版者 出版年 請求記号 所蔵館

1 ユネスコ世界遺産　１（北アメリカ） 講談社 1996.11 709/4/1 中央

2 時を超えた旅人  グランド・キャニオン縦断 コリン・フレッチャー／著 冬樹社 1989.9 2953/F92 中央

3 アメリカの遺産 カズ・タカハシ／著 学研 2005.7 2953/20 東部



南アメリカ大陸

NO. 資料タイトル 著者名等 出版者 出版年 請求記号 所蔵館

1 ユネスコ世界遺産　２（中央・南アメリカ） 講談社 1997.5 709/4/2 中央

2 マチュピチュ　天空の聖殿 高野 潤／著 中央公論新社 2009.7 26804/19 東部

オーストラリア大陸・南極

NO. 資料タイトル 著者名等 出版者 出版年 請求記号 所蔵館

1 グレート・バリア・リーフ　　未踏の大自然 クレイグ・マクレガー／著 タイムライフブックス 1976 40197/9 西部

アフリカ大陸

NO. 資料タイトル 著者名等 出版者 出版年 請求記号 所蔵館

1
サハラ、砂漠の画廊
タッシリ・ナジェール古代岩壁画

野町 和嘉／著 新潮社 2010.4 748/240 中央

2 太陽の王ラムセス    １～5 クリスチャン・ジャック／著 青山出版社 1997.6 953/ｼｸ 2/1～5 中央

総　合

NO. 資料タイトル 著者名等 出版者 出版年 請求記号 所蔵館

1
世界遺産ガイド　歴史的人物ゆかりの世界遺産
編　　　　　　世界遺産シリーズ

古田 陽久／監修 シンクタンクせとうち総合研究機構　　　広島2002.9 709/7/20 中央

2 世界遺産　ユネスコ事務局長は訴える 松浦 晃一郎／著 講談社 2008.6 709/50 中央

3 世界の国立公園    1～６ 講談社／編著 講談社 1986.5 6294/SE22/1 中央

4 世界遺産になった食文化    1～４ 服部 津貴子／監修 WAVE出版 2013.3 J383/ｾｶ/1～４ 中央

5 ユネスコ世界遺産　４　（東アジア・ロシア） 講談社 1998.5 709/4/4 中央

6 ユネスコ世界遺産　６　（東南アジア・オセアニア） 講談社 1997.1 709/4/6 中央

7 世界遺産の海  舘石昭写真集 舘石 昭／著 水中造形センター 2006.4 748/534 東部

8 永遠の空間  描かれた世界遺産 青山 邦彦／著 彰国社 2004.11 1206184 東部

9 図説大聖堂物語  ゴシックの建築と美術 佐藤 達生／著 河出書房新社 2000.7 52304/4 西部

10 カテドラル　最も美しい大聖堂のできあがるまで デビット・マーコレイ／作 岩波書店 1980 J523/ﾏﾃ/ 中央

11 世界遺産年報 日本ユネスコ協会連盟 雑誌 0502204550 中央

NO. 資料タイトル 著者等 出版者 出版年 請求記号 所蔵館

1
ユネスコ世界遺産年報　No.11(2006)　特集・知
床

日本ユネスコ協会連盟／
編

平凡社 2006.3 709/1/06 西部

2 知床紀行 松浦 武四郎／[著] 北海道出版企画センター　 2006.11 29111/5 東部

3 知床　残された原始 水越 武／写真 岩波書店 2008.1 748/596 東部

4 立松和平日本を歩く５ 立松 和平／著 勉誠出版 2006.4 9156/ﾀﾜ/5 東部

5 世界遺産知床の素顔 佐古 浩敏／編著 朝日新聞社 2005.7 29111/2 東部

＜日本の世界遺産＞

知床半島



NO. 資料タイトル 著者等 出版者 出版年 請求記号 所蔵館

1 森の白神　世界遺産写真集 志水 哲也／著 平凡社 2011.5 748/126 西部

2 ブナ林からの贈りもの 熊谷 榧／文 世界文化社 1993.7 653/KU33 中央

3 ブナ原生林 白神逍遙 根深 誠／著 立風書房　 1993.8 29121/N61 中央

4 世界遺産の自然と暮らし 今井 一郎／著 春風社 2004.4 36176/5 東部

5 新・白神山地－森は蘇るか 佐藤 昌明／著 緑風出版 2006.5 51981/10/2 東部

NO. 資料タイトル 著者等 出版者 出版年 請求記号 所蔵館

1 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 2011.8 21038/45 東部

2 平泉　自然美の浄土 大矢 邦宣／著 里文出版 2008.8 2122/20 東部

3 都市平泉の遺産 入間田 宣夫／著 山川出版社 2003.7 2122/11 東部

4 古寺巡礼 東国　1　中尊寺 監修:井上靖 佐和隆研 淡交社 1982.1 185/KO39/1 中央

5 平泉　自然美の浄土 大矢 邦宣／著 里文出版 2008.8 2122/20 東部

NO. 資料タイトル 著者等 出版者 出版年 請求記号 所蔵館

1 日光パーフェクトガイド 日光観光協会／編 下野新聞社 1998.3 29132/3 東部

2 東照宮の近代 内田 祥士／著 ぺりかん社 2009.6 52181/43 東部

3 日光の社寺　悠久の杜の中で 下野新聞社 2000.3 17593/6 東部

4 聖地日光の至宝 NHK　[東京] 2000 70217/6 中央

5 日光東照宮の成立 山澤 学／著 思文閣出版 2009.2 17593/10 中央

NO. 資料タイトル 著者等 出版者 出版年 請求記号 所蔵館

1
世界遺産の合掌造り集落
白川郷・五箇山のくらしと民俗

飛越合掌文化研究会／著 　岐阜新聞社 1996.1 38215/1 東部

2 合掌の里写真集 北日本新聞社 1995.12 748/16 東部

3 白川郷　世界遺産の持続的保全への道 合田 昭二／編 ナカニシヤ出版 2004.3 29153/15 東部

4 世界遺産白川郷　幻の集落を追って50年 細江 光洋／編著 　郷土出版社　 1996.4 748/13 中央

5 世界遺産白川郷　視線の先にあるもの 黒田 乃生／著 筑波大学出版会 2007.1 70915/3 東部

NO. 資料タイトル 著者等 出版者 出版年 請求記号 所蔵館

1 京都奈良の世界遺産　楽学ブックス 文学歴史 JTBパブリッシング　 2009.4 70916/3 東部

白神山地

平泉ー仏国土（浄土）を表す建築・庭園及び考古学遺跡群

日光の社寺

白川郷・五箇山の合掌造り集落

古都京都の文化財　（京都市、宇治市、大津市）



2 世界遺産夢紀行  雅なる京都 関西大学出版部 2008.1 2916/12 東部

3 庭を読み解く　京都の古寺 白幡 洋三郎／著 淡交社 2012.3 62921/16 中央

4 古寺巡礼京都 21 金閣寺 新版 淡交社 2008.5 18591/ 23/21 中央

5 賀茂社　上賀茂神社・下鴨神社　日本の古社 三好 和義／ほか著 淡交社 2004.4 17596/18 東部

NO. 資料タイトル 著者等 出版者 出版年 請求記号 所蔵館

1 世界遺産古都奈良の文化財 文化庁／監修 奈良市　 1999.1 70916/2 中央

2 文学でたどる世界遺産・奈良 浅田 隆／編 風媒社 2002.1 91026/603 東部

3 奈良新発見    いまに生きる歴史を歩く
奈良県歴史教育者協議会／
編

かもがわ出版 1999.8 2165/11 東部

4
アシュラブック
興福寺阿修羅像から東大寺不空羂索観音像へ

北 進一／著 美術出版社 2012.12 718/40 東部

5 全集日本の古寺　12　興福寺と奈良の古寺 集英社　 1984.1 1859/1/12 西部

NO. 資料タイトル 著者等 出版者 出版年 請求記号 所蔵館

1 小笠原学ことはじめ ダニエル・ロング／編著 南方新社 2002.9 21369/4 東部

2 小笠原ハンドブック ダニエル・ロング／編著 南方新社 2004.9 29136/128 東部

3 世界自然遺産小笠原を歩こう 小笠原 恵介／著 角川書店 2011.11 29136/168 東部

4
世界遺産小笠原
地球の鼓動と生命の神秘を感じる島

福田 素子／文 JTBパブリッシング　 2012.1 29136/172 東部

5 記憶の島・小笠原 友永 成太／写真 人類文化社 2001.1 748/320 東部

NO. 資料タイトル 著者名等 出版者 出版年 請求記号 所蔵館

1
NHK国宝への旅　10　「大阪」四天王寺.扇面法華経.
「京都」東寺.空海・風信帖.「奈良」法隆寺.釈迦三尊

NHK取材班／著 日本放送出版協会 1988.2 7091/11/10 東部

2 日本名建築写真選集　4　法隆寺 伊藤 ていじ／[ほか]編集 新潮社 1992.4 521/N71/4 中央

3 法隆寺を語る　世界文化遺産 高田 良信／著 柳原出版 2007.2 18821/21 中央

4 法隆寺建築の設計技術 溝口 明則／著 鹿島出版会 2012.7 52181/132 西部

5 奈良・京都の古寺めぐり　仏像の見かた 水野 敬三郎／著 岩波書店 2012.2 J718/ﾐｹ 中央

NO. 資料タイトル 著者名等 出版者 出版年 請求記号 所蔵館

1 熊野の誘惑　神秘と静謐の地 牧野 貞之／写真 学研 2003.8 29166/19 東部

2 熊野古道　世界遺産日本の原郷 山本 卓蔵／写真 淡交社 2006.7 29166/24 東部

3 熊野　万霊の山河 神坂 次郎／監修 講談社 2004.4 29166/21 東部

4 世界遺産高野山の歴史と秘宝 井筒 信隆／著 山川出版社 2007.4 70217/14 東部

法隆寺地域の仏教建造物

紀伊山地の霊場と参詣道

小笠原諸島

古都奈良の文化財



5 高野山　空海が開いた天空の密教聖地へ Kankan／写真 JTBパブリッシング　 2011.8 18855/10 東部

6 世界遺産紀伊山地の霊場と参詣道 世界遺産登録推進三県協議会 2005.3 70916/5 中央

NO. 資料タイトル 著者名等 出版者 出版年 請求記号 所蔵館

1 姫路城　物語・日本の名城 松本 幸子／著 成美堂出版 1985.1 21047/MA81 東部

2 日本名建築写真選集　6　姫路城 伊藤 ていじ／[ほか]編集 新潮社 1992.6 521/N71/6 中央

3
空撮で甦る現存天守12城　400年の風雪を耐え
た《日本の名宝12天守》を徹底検証

洋泉社 2011.1 52182/66 東部

4 お城の手帖　ニッポンのお城に会いに行く! タツミムック 辰巳出版 2012.1 52182/67 東部

5 究極の美姫路城 北村 泰生／著 世界文化社 1994.4 52182/KI68 中央

6 姫路城　永遠の天守閣 中元 孝迪／著 神戸新聞総合出版センター　 2001.5 2164/N36 西部

NO. 資料タイトル 著者名等 出版者 出版年 請求記号 所蔵館

1
世界遺産石見銀山を歩く　歩く旅シリーズ 街道・
古道

仲野 義文／監修 山と溪谷社 2007.1 29173/19 東部

2 銀鉱山王国・石見銀山　シリーズ「遺跡を学ぶ」 遠藤 浩巳／著 新泉社 2013.1 5621/9 東部

3 石見銀山展　輝きふたたび 世界遺産登録記念 石見銀山展実行委員会／編 石見銀山展実行委員会 2007.7 5621/4 中央

4
世界遺産石見銀山遺跡とその文化的景観
公式記録誌

島根県教育委員会 2007.11 5621/3 中央

5 銀山社会の解明　近世石見銀山の経営と社会 仲野 義文／著 　清文堂出版　 2009.3 5621/6 東部

NO. 資料タイトル 著者名等 出版者 出版年 請求記号 所蔵館

1 広島に聞く広島を聞く 浅井 基文／編著 かもがわ出版 2011.3 3198/211 中央

2
なみだのファインダー　広島原爆被災カメラマン
松重美人の1945.8.6の記録

松重 美人／著 ぎょうせい　 2003.8 21075/83 中央

3
語り伝える空襲　第1巻　ビジュアルブック
10万人が殺された日

安斎 育郎／文 監修 新日本出版社 2008.4 J210/ｶﾀ/1 中央

4
ヒロシマは世界をむすぶ
核兵器廃絶に挑む　21世紀知的好奇心探求読
本

小島 昌世／著 ポプラ社　 1999.3 J319/ｺﾏ 中央

5 ユネスコ世界遺産原爆ドーム　21世紀への証人 中国新聞社／編 中国新聞社 1997.5 3198/35 中央

NO. 資料タイトル 著者名等 出版者 出版年 請求記号 所蔵館

1 厳島の祭礼と芸能の研究 原田 佳子／著 芙蓉書房出版 2010.12 17597/7 中央

2 不滅の建築　4　厳島神社 鈴木 嘉吉／責任編集 毎日新聞社 1988.9 J520/F87/4 中央

3 日本名建築写真選集　8　厳島神社 伊藤 ていじ／[ほか]編集 新潮社 1992.8 521/N71/8 中央

4 厳島神社千四百年の歴史　世界遺産登録記念 　NHK広島放送局 NHK広島放送局　 1997.12 17597/1 西部

姫路城

石見銀山遺跡とその文化的景観

広島の平和記念碑（原爆ドーム）

厳島神社



NO. 資料タイトル 著者名等 出版者 出版年 請求記号 所蔵館

1 屋久島　カラー版　岩波ジュニア新書 青山 潤三／著 岩波書店 2008.1 J402/ｱｼ 中央

2 屋久島　7000年の記憶 三井 純夫／写真 南日本新聞社 1994.7 748/MI64 中央

3 屋久島　世界遺産の自然 青山 潤三／著 平凡社 1997.9 45091/6 中央

4 屋久島の植物　世界自然遺産の島 川原 勝征／写真 八重岳書房 1999.1 47219/1 中央

5 世界遺産屋久島　亜熱帯の自然と生態系 大澤 雅彦／編集 朝倉書店 2006.1 40291/17 中央

NO. 資料タイトル 著者名等 出版者 出版年 請求記号 所蔵館

1
語り伝える沖縄　第2巻　ビジュアルブック
沖縄戦はなぜおきた?

安斎 育郎／文 監修 新日本出版社 2007.1 J219/ｱｲ/2 中央

2 琉球・沖縄史　ジュニア版 新城 俊昭／著 編集工房東洋企画(発売) 2008.9 J219/ｱﾄ 中央

3 図説沖縄の城(ぐすく)　よみがえる中世の琉球 名嘉 正八郎／著 那覇出版社　 1996.1 2102/29 中央

4 沖縄琉球王国ぶらぶらぁ散歩　とんぼの本 おおき ゆうこう 新潮社　 2009.3 2199/151 東部

5
誰も見たことのない琉球　<琉球の歴史>ビジュア
ル読本

上里 隆史／著 ボーダーインク 2008.6 J219/ｳﾀ 中央

NO. 資料タイトル 著者名等 出版者 出版年 請求記号 所蔵館

1
日本の世界遺産　JTBのMOOK　JTBパブリッシ
ング

JTBパブリッシング　 2012.1 29109/288 東部

2 日本の世界文化遺産を歩く 藤本 強／著 同成社 2010.12 7091/63 東部

3
日本の地形・地質　見てみたい大地の風景116
列島自然めぐり

北中 康文／写真 文一総合出版　 2012.3 45491/5 東部

4 日本の世界遺産  三好和義写真集 三好和義/写真 小学館 1999.1 7091/23 東部

5 日本画にみる世界遺産の旅　企画展
茨城県天心記念五浦美術
館／編集

茨城県天心記念五浦美術館
2009 7219/128 中央

6 週刊日本の世界遺産 朝日新聞出版 雑誌 全25巻 東部

7 週刊日本世界遺産 朝日新聞社 雑誌 全5冊No.1～50 西部

＜富士山特集＞

NO. 資料タイトル 著者名等 出版者 出版年 請求記号 所蔵館

1 富士山　史話と伝説 遠藤 秀男／著 名著出版 1988.8 2915/13 西部

2 富士山に登った外国人　幕末・明治の山旅 山本 秀峰／編・訳 露蘭堂 2012.11 29151/22 東部

3 富士の研究　1　富士の歴史 浅間神社社務所／編 1973.8 29151/F64/1 中央

4 富士山　歴史と風土と人と 中日新聞静岡支局／編 1980 29151/F66 中央

屋久島

琉球王国のグスク及び関連遺産群

総合

歴史



NO. 資料タイトル 著者名等 出版者 出版年 請求記号 所蔵館

1 日本の大自然　21　富士箱根伊豆国立公園 森田 敏隆／写真 毎日新聞社 1995.1 748/MO66 中央

2 富士火山　「富士火山」 「富士火山」編集委員会 山梨県環境科学研究所 2007.3 45382/11 中央

3 富士山　とんぼの本 大岡 信／[ほか]著 新潮社 1987.1 29151/F66 中央

4 富士の自然 長田 武正／著 保育社 1978.6 453/O72 中央

5 富士登山ハンドブック　富士の自然を楽しむ 富士自然動物園協会／編 2004.6 29151/2 西部

NO. 資料タイトル 著者名等 出版者 出版年 請求記号 所蔵館

1 富士山と日本人の心性 天野 紀代子／編 岩田書院 2007.1 387/14 西部

2 富士山コスモロジー 藤原 成一／著 青弓社 2009.5 1631/18 東部

3 富士・大山信仰　山岳信仰と地域社会 下 西海 賢二／著 岩田書院 2008.11 1631/16 東部

4 富士山と女人禁制 竹谷 靱負／著 岩田書院　 2011.6 1631/15 中央

NO. 資料タイトル 著者名等 出版者 出版年 請求記号 所蔵館

1
東海道名所歩き
川柳で愉しむ伊豆駿河遠江の旅

清 博美／著 三樹書房　 2005.11 91145/36 東部

2 浮世絵大系　13(別巻1)　富岳三十六景 座右宝刊行会／編集制作 集英社 1977 7218/U59/13 中央

3
富士塚ゆる散歩
古くて新しいお江戸パワースポッ ト

有坂 蓉子／著 　講談社 2012.1 1631/21 東部

4 富士山うたごよみ 俵 万智／短歌・文 福音館書店 2012.12 J911/ﾀﾏ 中央

5 歌川広重冨士三十六景　謎解き浮世絵叢書 歌川 広重／[画] 二玄社 2013.9 7218/159 東部

6 富士山の絵画史 成瀬 不二雄／著 中央公論美術出版 2005.11 72102/50 東部

7 俗界富士 藤原 新也／写真・文 　新潮社 2000.1 748/282 東部

8 日本の美　10　現代日本写真全集　孤峰富士 集英社 1978.9 748/G34/10 中央

9 富岳三十六景　写真集 小島 啓佑／[ほか]写真 新潮社 1975 748/F54 中央

NO. 資料タイトル 著者名等 出版者 出版年 請求記号 所蔵館

1 竹取物語絵巻  本物の絵巻を現代語で読む 樺島 忠夫／本文解説 勉誠出版 2003.1 7212/34 東部

2 かぐや姫と絵巻の世界  一冊で読む竹取物語 上原 作和／編 武蔵野書院 2012.1 91331/19 東部

3 常陸国風土記 秋本 吉徳／全訳注 講談社 2001.1 29131/17 東部

4 いまに語りつぐ日本民話集    [第3集]3 野村 純一／監修 作品社 2003.4 L3881/1/3 -3 東部

5 日本伝説集 高木 敏雄／著 宝文館出版 1973 3881/TA29 中央

6 聖徳太子展
東京都美術館／[ほか]編
集

NHK 2001.1 28844/1 西部

伝説・文学

芸術

信仰

自然



7 聖徳太子伝 杉本 好伸／編 国書刊行会 2011.2 28844/93 東部

8 富士山の文学 久保田 淳／著 文藝春秋 2004.10 9102/105 東部

9 太宰治全集　2　（「富嶽百景」を収録） 太宰 治／著 筑摩書房 1989.8 9186/D49A/2 中央

10
武田百合子全作品　1～３　(富士日記 上・中・
下)

武田 百合子／著 中央公論社 1994 9146/TA59/1～3 中央

11 怒る富士　上・下 新田 次郎／著 文芸春秋 1980 9136/N88/1,2
西部
東部

NO. 資料タイトル 著者名等 出版者 出版年 請求記号 所蔵館

1 続日本紀　下　全現代語訳　 宇治谷 孟[訳] 講談社 1995 2135/Sh96/３ 中央

2 日本後紀　上　全現代語訳 　[藤原 緒嗣ほか撰] 講談社 2006 21036/14/1 中央

3 訓読日本三代実録 武田 祐吉訓読 臨川書店 1986 2137/Ku41 中央

4 折たく柴の記 新井 白石著 岩波書店 1999 12154/6 中央

5
日本随筆大成　続 別巻2　近世風俗見聞集（『月堂見
聞集』所収）

森 銑三監修 吉川弘文館 1981 081/Z5/ヘ2 中央

NO. 資料タイトル 著者名等 出版者 出版年 請求記号 所蔵館

1 富士山を知る事典 渡邊 定元／編 日外アソシエーツ　 2012.5 29151/6 中央

2 富士山　信仰と芸術の源
富士山世界文化遺産登録
推進静岡・山梨両県合同
会議／[編]

小学館 2009.4 29151/5 中央

3 富士山の単語帳 佐野 充／編著 世界文化社 2013.7 29151/23 東部

4 富士山の大図鑑　世界にほこる日本の名山 富士学会／監修 PHP研究所 2013.7 J291/ﾌｼ 中央

5 富士山99の謎　魔の樹海から化石湖まで 春田 俊郎／著 産報ジャーナル　 1977 453/H34 中央

NO. 記事名 展示資料タイトル 巻号 年月日 ページ 所蔵館

1
「お山開きが行われた富士山
登山者を見てみれば外国人ばかり」

山と渓谷 734号 1996.9 ｐ１７ 西部

2 「レポート　富士山が危ない！」 山と渓谷 734号 1996.9 ｐ１５５－１６３ 西部

3 「富士山を世界遺産にしよう」中曽根康弘　新井満　対談Voice 331号 2005.7 ｐ１４０－１４７ 東部

4
「富士山の世界遺産登録への取り組みにおける
自然遺産としての価値評価の意義」佐野充

地球環境 13（1）号 2008 ｐ５１－６０ 中央

5 「特集　富士山　創立七十周年記念論文集」 甲斐 121号 2010.2 中央

6
特別企画－世界遺産登録へ　富士山と短歌
名歌でたどる富士山1300年の歴史

短歌 784号 2012.6 ｐ１２２－１２６ 東部

7 「富士山　日本の象徴　ついに世界遺産へ」 Ｎｅｗｔｏｎ 33(7)号 2013.7 ｐ１４－２１ 東部

8
「保存版　富士山　10万年の噴火史を徹底解剖
大噴火をくりかえしてきた日本最大の活火山」

Ｎｅｗｔｏｎ 33(8)号 2013.8 ｐ１２－５１ 東部

総合

<世界遺産富士山の記事＞

文献にみる噴火の記録



9 「日本紀行　世界遺産富士山」 潮 654号 2013.8 カラーグラビア 中央

10 特別企画「祝！世界遺産　富士山の名句」 俳句 800号 2013.8 ｐ１７３－１９２ 東部

11 「祝！世界遺産　富士山の四季」 俳句 800号 2013.8
カラー口絵
ｐ２－３

東部

12
「宇宙から見たユネスコ世界遺産85富士山
－信仰の対象と芸術の源泉」田中總太郎著

地理 697号 2013.8
ｐ１０－１１、
裏表紙

東部

13 世界遺産登録記念「富士山の歴史と日本人」 歴史読本 58(9)号 2013.9 ｐ１８７－２０３ 東部

14
「世界遺産と噴火のリスク　富士山の危機
　世界遺産登録で富士山が危ない」

Ｎｅｗｓｗｅｅｋ
日本語版

1365号 2013.9 ｐ３８－５１ 東部

15 特集「今、なぜ富士山か」 環 55号 2013.秋 ｐ４８－１５４ 東部

16
「特集　世界遺産－地域の視点
富士山の世界遺産登録とその課題」横山秀司著

地理 700号 2013.11 ｐ２６－３４ 東部

▼以下関連内容

資料タイトル 著者名等 出版者 出版年 請求記号 所蔵館

1 袖ヶ浦より富士を見る図 中央

2
富岳三十六景
　▼「上総の海路」、「登戸浦」

葛飾 北斎／筆 共同通信社開発局 1970 7218/14 中央

3 下総大観八景之図 中央

4 海光の千葉県 房総観光協会 1932 C2902/Y86/1 中央

5 下総名勝図絵 宮負 定雄／著 国書刊行会 1990 C293/MI81/2
中央・
西部・
東部

6 CHIBAちば　写真集 千葉県総合企画部報道監 2007 C748/41
中央・
西部・
東部

7 描かれた海辺の風景 千葉県立安房博物館／編集 千葉県立安房博物館 2006 C72/4 中央

8 幕張新都心 早坂 卓／撮影 千葉・ふるさと文化研究会 1997 C748/ﾊｽ 1 中央

記事・論文タイトル 執筆者 掲載誌 出版年 請求記号 所蔵館

9 校歌に登場する地名 石毛一郎／著 房総地理52 2001 雑誌 中央

10 木更津で見た富士山宝永の噴火 橘田昭雄／著 西上総文化会報60 2000 雑誌 中央

資料タイトル 著者名等 出版者 出版年 資料番号 所蔵館

11 富士をめざした安房の人たち 館山市立博物館 1995 C387/TA94/3
中央・
西部

12
日本常民文化研究所調査報告　第4集
　▼千葉県の富士塚

神奈川大学日本常民文化研究
所／編

平凡社 1993 3821/KA43/4
中央・
西部

13 富士と日蓮大聖人 松岡 裕治／著 暁洲舎 1987 C188/N71/15 中央

14 ご近所富士山の「謎」 有坂蓉子／著 講談社 2008 1631/17 東部

明治15年

千葉県の富士山信仰

＜千葉県と富士山＞

千葉から望む富士山

文政年間か



15 箕輪富士塚群　千葉県君津市 中央産業 1987 C221KM/KI33/18 中央

16
千葉県の歴史　別編民俗１
　▼第4章十四「浅間神社と富士講」

千葉県史料研究財団／編集 千葉県 1999 C20/1/3 -1
中央・
西部・
東部

17 房総の石仏百選 房総石造文化財研究会／編 たけしま出版 1999 C718/10
中央・
西部・
東部

18
房総の石仏百選　続
　▼富士講角行記念碑

房総石造文化財研究会／編 たけしま出版 2011 C718/1/2
中央・
西部・
東部

19
千葉県の山
　▼嶺岡浅間

中西 俊明／著 山と溪谷社 2011 C2909/96
中央・
西部・
東部

20
房総のやまあるき
　▼礒根浅間山、佐久間浅間山、保田浅間山、鴨川富士、
和泉浅間山、天面浅間山、嶺岡浅間

内田 栄一／著 新ハイキング社 2012 C2909/124 中央

記事・論文名 著者名等 掲載誌（号） 出版年 資料番号 所蔵館

21 千葉県における不二道孝心講 沖本博／著 千葉県の歴史（３２） 1986 雑誌
中央・
西部

22
富士講紋について
房総の富士講調査報告　その１

沖本博／著 房総の石仏（４） 1987 雑誌
中央・
西部

23
富士塚
房総の富士講調査報告　その２

沖本博／著 房総の石仏（６） 1989 雑誌
中央・
西部

24
富士山周辺の石造物について
房総の富士講調査報告　その３

沖本博／著 房総の石仏（７） 1990 雑誌
中央・
西部

25
山包講と「禅行」を追って
房総の富士講調査報告　その４

沖本博／著 房総の石仏（８） 1992 雑誌
中央・
西部

26
富士講の石造物について
房総の富士講調査報告　その５

沖本博／著 房総の石仏（９） 1994 雑誌
中央・
西部

27 小谷三志日記に見る野田市の不二道 石田年子／著 房総の石仏（１７） 2007 雑誌
中央・
西部

28 再び千葉県の不二道孝心講について 沖本博／著 房総の石仏（１８） 2008 雑誌
中央・
西部

29 千葉市における富士講 沖本博／著 房総の石仏（２０） 2010 雑誌
中央・
西部

30 房総富士塚考 野村幸希／著 立正大学人文学研究所年報（３０） 1993 雑誌 中央


