
 

～おめでとう 16になった 日本の世界遺産～ 

 

平成２３年８月２日(火)～平成２３年１０月１６日(日) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《生物多様性のゆりかご 知床》 

  書名 著者等 出版者 出版年 請求記号 

1 立松和平日本を歩く５ 立松 和平／著 勉誠出版 2006 9156/ﾀﾜ/5（東部） 

2 世界遺産知床の素顔 佐古 浩敏／編著 朝日新聞社 2005 29111/2（東部） 

 

 

《世界最大級の広大なブナ原生林 白神山地》 

  書名 著者等 出版者 出版年 請求記号 

１ 君たちへの遺産白神山地 斎藤 宗勝／著 アリス館 2000 J402/ｻﾑ（中央）  

２ ブナ林からの贈りもの 熊谷 榧／文 世界文化社 1993 653/KU33（中央） 

３ ブナ原生林 白神逍遙 根深 誠／著 立風書房 1993 29121/N61（中央） 

４ 白神山地と共に歩む道 
能代山本広域市町村

圏組合／編 
現代書館 1998 51981/20（中央） 

５ 世界遺産の自然と暮らし 今井 一郎／著 春風社 2004 36176/5（東部） 

６ 白神山地修験の源流行 北川 山人／著 北の街社 1996 29121/1（中央） 

７ 新・白神山地－森は蘇るか 佐藤 昌明／著 緑風出版 2006 51981/10/2（東部） 

 

 

 

 

 2011 年 6 月，小笠原諸島と平泉が新たに世界遺産として登録されました。速報を

受けて，日本の良さを再確認できた瞬間でもありました。 

 3 月 11 日の東日本大震災の爪あとの生々しい東北地方・平泉が後世に残すべき貴

重な文化遺産と認められたことで，どれだけ多くの日本人が勇気づけられたことでし

ょう。 

また，小笠原諸島においては，自然を保護していくことは，時には日々の生活の利

便性の向上を阻害するものであると感じる方もあったと推察されます。しかし， 

島の暮らしを守ること自体が今回の小笠原諸島世界遺産登録という栄誉につながった

ことで，日本だけでなく，世界からその日々の営みを認められたことを誇りとしてい

るのではないでしょうか。 

 今，日本国内の世界遺産は 16 になり，世界からも認められた，先人達がはぐくん

できた文化や，自然とともに歩み高い精神性を礎に築いてきた景観を，書物を通して

たどっていただけるよう展示を企画しました。あわせて，世界遺産の理念や選定基準

などの概要についての資料も展示しますので，どうぞご利用ください。 

 

 

 

 



《江戸時代の政治体制を支えた 日光の社寺》 

  書名 著者等 出版者 出版年 請求記号 

１ 日本人の神と仏 菅原 信海／著 法蔵館 2001 1621/43（東部） 

２ 徳川家康神格化への道 曽根原 理／著 吉川弘文館 1996 18842/2（中央） 

３ 諸国東照宮の史的研究 中野 光浩／著 名著刊行会 2008 1759/16（中央） 

４ 徳川家康 二木 謙一／著 筑摩書房 1998 2891/ﾄｲ 3（中央） 

５ 聖地日光の至宝   ＮＨＫ ｃ2000 70217/6（中央） 

６ 日光東照宮の成立 山澤 学／著 思文閣出版 2009 17593/10（中央） 

 

《日本の心のふるさと 白川郷・五箇山の合掌造り集落》 

  書名 著者等 出版者 出版年 請求記号 

１ 飛驒白川郷へ アラン・ブース／著 新潮社 1994 935/B95（中央） 

２ 世界遺産白川郷 黒田 乃生／著 筑波大学出版会 2007 70915/3（中央） 

３ 飛驒高山謎とき散歩 恩田 耕治／著 広済堂出版 1999 29153/12（東部） 

４ 白川郷 合田 昭二／編 ナカニシヤ出版 2004 29153/15（東部） 

 

《日本文化の真髄 古都京都の文化財》 

  書名 著者等 出版者 出版年 請求記号 

１ 甦る古代祭祀の風光 糺の森財団／編 淡交社 2005 17596/17（中央） 

２ 
古寺巡礼京都 

⑳金閣寺・銀閣寺 
  淡交社 1977 185/KO39/20（中央） 

３ 古寺巡礼京都 １ 東寺   淡交社 2008 18591/23/1（中央） 

４ 古寺巡礼京都 ６ 醍醐寺   淡交社 2007 18591/23/6（中央） 

５ 古寺巡礼京都 ９ 天龍寺   淡交社 2007 18591/23/9（中央） 

６ 古寺巡礼京都 11 銀閣寺   淡交社 2009 18591/23/11（中央） 

７ 古寺巡礼京都 12 延暦寺   淡交社 2009 18591/23/12（中央） 

８ 古寺巡礼京都 13 平等院   淡交社 2008 18591/23/13（中央） 

９ 古寺巡礼京都 20西本願寺   淡交社 2009 18591/23/20（中央） 

10 古寺巡礼京都 22 仁和寺   淡交社 2006 18591/23/22（中央） 

11 古寺巡礼京都 26 清水寺   淡交社 2007 18591/23/26（中央） 

12 古寺巡礼京都 32 高山寺   淡交社 2007 18591/23/32（中央） 

13 古寺巡礼京都 33 竜安寺   淡交社 2008 18591/23/33（中央） 

14 古寺巡礼京都 36 西芳寺   淡交社 2007 18591/23/36（中央） 

15 下鴨神社と糺の森 賀茂御祖神社／編 淡交社 2003 17596/9（中央） 

16 上賀茂神社 建内 光儀／著 学生社 2003 17596/10（中央） 

 

《日本の仏教文化の宝庫 法隆寺地域の仏教建造物》 

  書名 著者等 出版者 出版年 請求記号 

１ 法隆寺の謎 高田 良信／著 小学館 1998 18821/9（中央） 

２ 法隆寺の謎を解く 武澤 秀一／著 筑摩書房 2006 52181/36（東部） 

３ 聖徳太子七つの謎 新人物往来社／編 新人物往来社 1991 2884/SH96（中央） 

４ 斑鳩の白い道のうえに 上原 和／著 朝日新聞社 1976 2884/SH96（中央） 

５ 信仰の王権聖徳太子 武田 佐知子／著 中央公論社 1993 2884/SH96（中央） 

６ 聖徳太子 小西 聖一／著 理論社 2003 J289/ｼﾖ（中央） 



７ 世界文化遺産法隆寺 高田 良信／著 吉川弘文館 1996 18821/1（中央） 

８ 法隆寺の四季と行事 高田 良信／著 小学館 1995 18821/11（中央） 

９ 法隆寺を歩く 上原 和／著 岩波書店 2009 70213/9（中央） 

 

 

《あおによし 奈良の都の文化遺産》 

  書名 著者等 出版者 出版年 請求記号 

１ 奈良の寺 奈良文化財研究所／編 岩波書店 2003 2165/9（東部） 

２ 文学でたどる世界遺産・奈良 浅田 隆／編 風媒社 2002 91026/603（東部） 

３ 古代の幻 浅田 隆／編 世界思想社 2001 91026/540（東部） 

４ 京都奈良の世界遺産   
ＪＴＢパブリッシン

グ 
2009 70916/3（東部） 

５ 大和を歩く 奈良地理学会／編 奈良新聞社 2000 29165/22（東部） 

６ 奈良世界遺産と住民運動 石部 正志／著 新日本出版社 2000 70916/2（東部） 

７ 世界遺産平城宮跡を考える 直木 孝次郎／編 
ケイ・アイ・メディ

ア 
2002 21035/55（東部） 

８ 奈良新発見 
奈良県歴史教育者協

議会／編 
かもがわ出版 1999 2165/11（東部） 

 

《翼を広げ華麗に舞う白鷺のごとき 姫路城》 

  書名 著者等 出版者 出版年 請求記号 

１ 姫路城史 （上）（中）（下） 橋本 政次／著 名著出版 1973 
29164/H38/1 

～/3（中央） 

２ 播磨学講座２ 
姫路独協大学播磨学研

究会／編 

神戸新聞総合

出版センター 
1991 29164/H33/2（中央） 

３ 播磨学講座３ 
姫路独協大学播磨学研

究会／編 

神戸新聞総合

出版センター 
1992 29164/H33/3（中央） 

 

《平和への祈り ＨＩＲＯＳＨＩＭＡ・原爆ドーム》 

  書名 著者等 出版者 出版年 請求記号 

１ ユネスコ世界遺産原爆ドーム 中国新聞社／編 中国新聞社 1997 3198/35（中央） 

２ ヒロシマは世界をむすぶ 小島 昌世／著 ポプラ社 1999 J319/ｺﾏ（中央） 

 

《悠久の時を重ねる 厳島神社》 

  書名 著者等 出版者 出版年 請求記号 

１ 厳島の祭礼と芸能の研究 原田 佳子／著 芙蓉書房出版 2010 17597/7（中央） 

２ 厳島神社千四百年の歴史   ＮＨＫ広島放送局 1997 17597/1（中央） 

 

《石見銀山とその文化的背景》 

  書名 著者等 出版者 出版年 請求記号 

１ 世界遺産石見銀山遺跡の研究１ 
島根県教育委員会／編

集 

島根県教育

委員会 
2010 5621/6/1（中央） 

２ たたら製鉄・石見銀山と地域社会 
相良英輔先生退職記念

論集刊行会／編 
清文堂出版 2008 56402/8（中央） 



３ 世界遺産石見銀山を歩く 仲野 義文／監修 山と溪谷社 2007 29173/19（東部） 

４ 
世界遺産石見銀山遺跡とその文

化的景観 
  

島根県教育

委員会 
2007 5621/3（中央） 

５ 石見銀山展 
石見銀山展実行委員会

／編 

石見銀山展

実行委員会 
2007 5621/4（中央） 

６ 
「石見銀山遺跡世界遺産登録一

周年記念事業」記録集 
  

島根県教育

委員会 
2009 5621/5（中央） 

 

《縄文杉の島 屋久島》 

  書名 著者等 出版者 出版年 請求記号 

１ 世界遺産屋久島の撮り方 三好 和義／［著］ 小学館 2001 29197/10（東部） 

２ 屋久島の植物 川原 勝征／写真と文 八重岳書房 1995 47219/1（中央） 

３ 屋久島花草木 川原 勝征／著 八重岳書房 1997 47219/3（中央） 

４ 屋久島 三井 純夫／写真 南日本新聞社 1994 748/MI64（中央） 

５ 屋久島 青山 潤三／著 岩波書店 2008 J402/ｱｼ（中央） 

６ 屋久島 青山 潤三／著 平凡社 1997 45091/6（中央） 

７ 屋久島の環境民俗学 中島 成久／著 明石書店 1998 38219/10（東部） 

８ 世界遺産屋久島 大澤 雅彦／編集 朝倉書店 2006 40291/17（中央） 

９ 木に触れよう 西宮 正明／著 光村推古書院 2006 748/539（東部） 

10 世界遺産屋久島 水越 武／撮影 講談社 2003 29197/13（東部） 

 

《栄光の 琉球王国(グスクと関連遺産群)》 

  書名 著者等 出版者 出版年 請求記号 

１ 誰も見たことのない琉球 上里 隆史／著 ボーダーインク 2008 J219/ｳﾀ（中央） 

２ 沖縄琉球王国ぶらぶらぁ散歩 おおき ゆうこう／著 新潮社 2009 2199/151（東部） 

３ グスク文化を考える 
沖縄県今帰仁村教育委員

会／編 
新人物往来社 2004 2199/101（東部） 

４ 図説沖縄の城（ぐすく） 名嘉 正八郎／著 那覇出版社 1996 2102/29（中央） 

 

《２０１１ 世界遺産への登録おめでとうございます 「東洋のガラパゴス」小笠原》 

  書名 著者等 出版者 出版年 請求記号 

１ 小笠原諸島   日地出版 1992 29136/O22（中央） 

２ 小笠原 倉田 洋二／編 アボック社 1984 29136/O22（中央） 

３ 小笠原諸島 郭 南燕／編著 平凡社 2005 51981/33（中央） 

４ 記憶の島・小笠原 友永 成太／写真 人類文化社 2001 748/320（東部） 

 

《２０１１ 世界遺産への登録おめでとうございます 東北を照らす 平泉》 

  書名 著者等 出版者 出版年 請求記号 

１ 古寺巡礼 東国１ 中尊寺   淡交社 1982 185/KO39/1（中央） 

２ 一関市博物館常設展示図録 一関市博物館／編集 一関市博物館 1997 2122/4（中央） 

３ 中世荘園骨寺村 一関市博物館／編集 一関市博物館 2008 2122/8（中央） 

４ 平泉 大矢 邦宣／著 里文出版 2008 2122/20（東部） 



５ 
花輪ばやしのルーツは奥州

平泉にあった 
小田切 康人／著 文芸社 2010 38612/11（中央） 

 

 

《世界遺産概要》 

  書名 著者等 出版者 出版年 請求記号 

１ 世界遺産縄文遺跡 小林 達雄／編著 同成社 2010 21025/120（東部） 

２ 日本画にみる世界遺産の旅 
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） 

３ 月刊ポプラディア 2009上   ポプラ社 2010 J031/ｹﾂ/09-1（中央） 

４ すばらしい世界遺産 吉村 作治／監修 集英社 1999 J202/ｽﾊ（中央） 

５ 世界遺産の建築を見よう 古市 徹雄／著 岩波書店 2007 J520/ﾌﾃ（中央） 

６ 歴史と風土とまちづくり 
世界遺産と地域づ

くり研究会／編集 
ぎょうせい 1998 709/13（中央） 

７ 世界遺産を歩く 三嶋 清敬／著 技術書院 2000 709/23（東部） 

８ 森のめぐみ 宇江 敏勝／著 新宿書房 2006 9156/ｳﾄ 3（東部） 

９ 世界遺産入門 古田 陽久／著 
シンクタンクせとうち総

合研究機構 
1998 709/11（東部） 

１０ 世界遺産概論 （上） 古田 陽久／著 
シンクタンクせとうち総

合研究機構 
2007 709/19/1（西部） 

１１ 世界遺産概論 （下） 古田 陽久／著 
シンクタンクせとうち総

合研究機構 
2007 709/19/2（西部） 

１２ 世界遺産物語 工藤 父母道／著 
海洋工学研究所出版

部 
2008 709/30（東部） 

１３ 世界遺産学を学ぶ人のために 
奈良大学文学部世界

遺産を考える会／編 
世界思想社 2000 709/8（西部） 

１４ 神と仏の風景「こころの道」 廣川 勝美／著 集英社 2008 17596/23（東部） 

１５ 水と世界遺産 秋道 智彌／編 小学館 2007 709/45（東部） 

１６ 世界遺産年報 2010 
日本ユネスコ協

会連盟／編 

日本ユネスコ協

会連盟 
2009 709/1/10（西部） 

１７ 世界遺産の経済学 栗山 浩一／編著 勁草書房 2000 51981/4（西部） 

１８ 
世界遺産ガイド  

文化遺産編２０１０改訂版 
古田 陽久／監修 

シンクタンクせとうち総

合研究機構 
2010 709/7/1（西部） 

１９ 
世界遺産ガイド 
世界遺産登録をめざす富士山編 

古田 陽久／編 
シンクタンクせとうち総

合研究機構 
2010 709/7/45（西部） 

２０ 
総合学習に役立つみんなの世

界遺産１ 
  岩崎書店 2000 J709/ｿｳ/1（中央） 

２１ 
総合学習に役立つみんなの世

界遺産２ 
  岩崎書店 2000 J709/ｿｳ/2（中央） 

２２ 日本の大切なもの ＰＨＰ研究所／編 ＰＨＰ研究所 2007 J709/ﾆﾎ（中央） 

２３ 環境 松永 澄夫／編 東信堂 2008 51904/17（中央） 

２４ グローバル／ローカル 
石澤 良昭／共

編 

SophiaUniversity 

Press 
2010 31904/57（中央） 



２５ 身近な地域の環境学 山本 佳世子／編 古今書院 2010 5198/48（中央） 

２６ 世界遺産 稲葉 信子／監修 ポプラ社 2007 J709/ｲﾉ（中央） 

２７ 世界遺産と歴史学 佐藤 信／編 山川出版社 2005 204/120（東部） 

２８ 世界遺産学への招待 安江 則子／編著 法律文化社 2011 709/57（東部） 

２９ 世界遺産データ・ブック 2011 古田 陽久／著 
シンクタンクせとうち総

合研究機構 
2010 709/8/11（中央） 

３０ 世界の文化遺跡と日本を考える 
文化財保護・芸術研

究助成財団／編集 

文化財保護・芸術研究

助成財団 
2008 709/26/08（中央） 

３１ 世界遺産地名語源辞典 蟻川 明男／著 古今書院 2007 709/32（中央） 

３２ 木の国日本の世界遺産   大蔵省印刷局 1994 7019/KI45（東部） 

３３ 日本の世界遺産 三好 和義／著 小学館 1999 7091/23（東部） 

３４ 世界遺産時代の村の踊り 星野 紘／著 雄山閣 2007 3868/9（東部） 

３５ 世界遺産入門 古田 真美／著 
シンクタンクせとうち総

合研究機構 
2003 709/37（東部） 

３６ 
世界遺産をシカが喰う シカと森

の生態学 
湯本 貴和／編 文一総合出版 2006 6548/4（東部） 

３７ 世界遺産と地域再生 毛利 和雄／著 新泉社 2008 7091/57（東部） 

３８ 誇れる郷土ガイド 古田 陽久／監修 
シンクタンクせとうち総

合研究機構 
2003 291/14/10（東部） 

３９ 日本の世界文化遺産を歩く 藤本 強／著 同成社 2010 7091/63（東部） 

４０ 私たちの世界遺産   公人の友社 2011 7091/62（中央） 

 

 

《各国の世界遺産》 

  書名 著者等 出版者 出版年 請求記号 

１ サハラ、砂漠の画廊 
野町 和嘉／

著 
新潮社 2010 748/240（中央） 

２ アフガニスタン文化遺産調査資料集 
山内 和也／

シリーズ監修 
明石書店 2005 70227/3（中央） 

３ 
みんなで守ろう世界の文化・自然遺産 

１～６ 
  学研 1994 

J709/ﾐﾝ/1 

～/10（中央） 

４ 
ドイツ・エルベ川における橋の建設と世

界遺産タイトルの抹消についての調査 
  

国土交通省国土

交通政策研究所 
2010 515/10（中央） 

５ ユネスコ世界遺産 １～１３   講談社 1997 
709/4/1 

～/13（中央） 

６ 
総合学習に役立つみんなの世界遺産

３～７ 
  岩崎書店 2000 

J709/ｿｳ/3 

～/7（中央） 

７ 流水無限 竹内悦之佑／著 東方出版 2004 29223/15（東部） 

 

 

 

《雑誌》カウンター前ガラスケース 

『週刊ユネスコ世界遺産』創刊号～100 号  (県立東部図書館所蔵) 
 


