
世界遺産ってどんなものがあるの？ 　

世界遺産なるほど地図帳　（講談社の世界遺産ＢＯＯＫ） 講談社／編 講談社 2007 709

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 709

感動の世界遺産ベストセレクション１２０　（ＧＡＫＫＥＮ　ＭＯＯＫ） 学研パブリッシング 2009 709

世界文化遺産　海外編　写真家富井義夫究極の５０ 富井　義夫／著 山と渓谷社 2008 709

世界の文化遺産　ナショナルジオグラフィックが訪れた（アーカイブ・ブックス） 藤田　香／〔ほか〕編集・訳 日経ナショナル
ジオグラフィック社 2004 709

これぞ世界遺産ＢＥＳＴ９９　旅のライブラリー　（地球の歩き方） 今　公三／著・撮影 ダイヤモンド・ビッグ社 2003 290.9

水と世界遺産　景観・環境・暮らしをめぐって 秋道　智弥／編 小学館 2007 709

世界遺産・古代文明「不思議」ものしり雑学　（王様文庫） 「歴史ミステリー」倶楽部 三笠書房 2007 B 202.5

世界遺産を歩く　建材の歴史を訪ねて 三嶋　清敬／著 技術書院 2000 709

危機遺産からのＳＯＳ　歴史の爪あと、人類の愚かさ ＮＨＫ「世界遺産」プロジェクト 日本放送出版協会 2006 709

裏読み世界遺産　カラー版　（ちくまプリマー新書） 平山　和充／著 筑摩書房 2010 YA S 709

世界遺産の建築を見よう　カラー版　（岩波ジュニア新書） 古市　徹雄／著 岩波書店 2007 YA S 520.2

みんなが知りたい！「世界遺産」がわかる本 カルチャーランド／著 メイツ出版 2006 児　709

ユネスコ世界遺産１９９５　４６９の記憶 日本ユネスコ協会連盟 1996 709

ユネスコ世界年報　ＮＯ．５（２０００）　日光の社寺 日本ユネスコ協会連盟／編 日本ユネスコ協会連盟 2000 709

ユネスコ世界遺産年報　Ｎｏ．６（２００１）　琉球王国 日本ユネスコ協会連盟／編 平凡社 2001 709

ユネスコ世界遺産年報　Ｎｏ．７（２００２）　韓国 日本ユネスコ協会連盟／編 日本ユネスコ協会連盟 2002 709

ユネスコ世界遺産年報　Ｎｏ．８（２００３）　ベトナム 日本ユネスコ協会連盟／編 日本ユネスコ協会連盟 2002 709

ユネスコ世界遺産年報　Ｎｏ．９（２００４）　古代ギリシャ 日本ユネスコ協会連盟／編 日本ユネスコ協会連盟 2003 709

ユネスコ世界遺産年報　Ｎｏ．１０（２００５）　熊野、高野山、吉野・大峯 日本ユネスコ協会連盟／編 平凡社 2005 709

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 709

世界遺産年報　Ｎｏ．１２（２００７）　危機遺産 日本ユネスコ協会連盟／編 日本ユネスコ協会連盟 2006 709

世界遺産年報　Ｎｏ．１３（２００８）　産業遺産・石見銀山遺跡とその文化的景観 日本ユネスコ協会連盟／編 日本ユネスコ協会連盟 2007 709
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＊＊ インターネットから本の予約ができます！ ＊＊

出　版　社 請求記号

    『世界遺産・小笠原』                                                                                                     

                                              

        三好 和義／著 

        朝日新聞出版                  

『感動の世界遺産文化遺産・ 

     複合ベストセレクション』 

 

          学研パブリッシング              

洋上に浮かぶ島々で、生物は独自の進

化を遂げた。クジラやイルカ、海鳥が

集う、美しき楽園・・・。世界遺産に

登録された小笠原諸島の色鮮やかな自

寺院、遺跡、宮殿、古い街並みなど、世

界遺産の中からぜひ訪れたい文化遺産＆

複合遺産を厳選し、臨場感あふれる写真

とともに紹介。 

今年は、世界遺産条約が採択され40年となります。2011年現在、世界遺産は936件、 

そのうち日本にあるものは16件です。みなさんは、何ヶ所ご存知でしょうか？ 

世界中の世界遺産を、読んで旅してみませんか？           
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出版年書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　版　社 請求記号

世界遺産年報　Ｎｏ．１４（２００９）　国境を越える世界遺産 日本ユネスコ協会連盟／編 日本ユネスコ協会連盟 2008 709

世界遺産年報　Ｎｏ．１５（２０１０）　特別対談ＵＮＥＳＣＯ事務局長松浦晃一郎×東京大学教授西村幸夫 日本ユネスコ協会連盟／編 日本ユネスコ協会連盟 2009 709

世界遺産年報　Ｎｏ．１６（２０１１）　時代を画した出来事を伝える世界遺産 日本ユネスコ協会連盟／編 東京書籍 2011 709

世界遺産年報   Ｎｏ．１７（２０１２）  平泉／小笠原諸島 日本ユネスコ協会連盟／編 東京書籍 2012 709

日本の世界遺産歩ける地図帳　 山と渓谷社／編 山と渓谷社 2007 291

知床　残された原始 水越　武／写真 岩波書店 2008 748

パノラマガイド世界遺産知床　（ニュートンムック） ニュートンプレス 2006 402.9

世界遺産・知床がわかる本　（岩波ジュニア新書） 中川　元／著 岩波書店 2006 YA S 402

世界遺産を歩く知床　森で、山で、海で、知床の自然を体感 山と渓谷社 2005 291.1

世界遺産知床の素顔　厳冬期の野生動物王国をいく　（朝日選書） 佐古　浩敏／編著 朝日新聞社 2005 291.1

みんなで見守る世界遺産白神山地 斎藤　宗勝／著 アリス館 2011 児　402

ブナ林の四季・白神山地　（そうえんしゃ・写真のえほん） 府瀬川　秀司／写真・文 そうえん社 2008 児　E ブ

平泉中尊寺　金色堂と経の世界　（歴史文化ライブラリー　５９） 佐々木　邦世／著 吉川弘文館 1999 188.4

平泉の世紀　古代と中世の間　（ＮＨＫブックス　８６０） 高橋　富雄／著 日本放送出版協会 1999 210.3

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 382.1

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 709.1

西本願寺荘厳の美　（家庭画報特選） 井上　博道／撮影 世界文化社 2011 702.1

平等院鳳凰堂　現世と浄土のあいだ 富島　義幸／著 吉川弘文堂 2010 702.1

伝教大師最澄の寺を歩く　（楽学ブックス　古寺巡礼） 比叡山延暦寺／監修 ＪＴＢパブリッシング 2007 188.4

奈良の寺　世界遺産を歩く　（岩波新書　新赤版） 奈良文化財研究所／編 岩波書店 2003 S 210.2

もっと知りたい東大寺の歴史　（アート・ビギナーズ・コレクション） 筒井　寛昭／著 東京美術 2010 702.1

興福寺のすべて　歴史　教え　美術 多川　俊映／監修 小学館 2004 702.1

法隆寺　世界最古の木造建築 西岡　常一／著 草思社 2010 児　521

世界遺産吉野・高野・熊野をゆく　霊場と参詣の道　（朝日選書） 小山　靖憲／著 朝日新聞社 2004 291.6

熊野古道世界遺産を歩く　ガイド 川端　守／文 風媒社 2004 291.6

熊野　万霊の山河 神坂　次郎／監修 講談社 2004 291.6

巡礼高野山　（とんぼの本） 永坂　嘉光／著 新潮社 2008 188.5

世界遺産高野山の歴史と秘宝 井筒　信隆／著 山川出版社 2007 702.1

姫路城　世界に誇る白亜の天守　（歴史群像・名城シリーズ） 学研 2000 521.8

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 山と渓谷社 2007 291.7

屋久島　 大沢　成二／著 青菁社 2011 748

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 YA S 402.9

世界遺産屋久島の撮り方　（Ｓｈｏｔｏｒ　ｔｒａｖｅｌ） 三好　和義／著 小学館 2001 291.9

月光の屋久島 石川　賢治／著 新潮社 2000 748

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／著 新潮社 2009 219.9

世界遺産グスク紀行　古琉球の光と影 岡田　輝雄／文 琉球新報社 2000 210.2

世界遺産・小笠原 三好　和義／著 朝日新聞出版 2011 748

海外の世界遺産

世界遺産サンティアゴ巡礼路の歩き方 南川　三治郎／写真・文 世界文化社 2010 293.6

フランス世界遺産の旅　（ショトルトラベル） 山田　和子／文 小学館 2002 293.5

ドイツ　１　ロマンティック街道とその周辺（ドイツ南部） 小泉　澄夫／撮影　文 毎日コミュニケーションズ 2008 709.3

イタリア　２　ヴェネツィアと光のルネサンス（イタリア北部） 小泉　澄夫／撮影　文 毎日コミュニケーションズ 2008 709.3

７日でめぐるインドシナ半島の世界遺産 樋口　英夫／著 めこん 2003 292.3

世界遺産ガラパゴス諸島完全ガイド　（地球の歩き方ＧＥＭ　ＳＴＯＮＥ） ダイヤモンド・ビッグ社 2011 296.1

世界遺産イースター島完全ガイド（地球の歩き方ＧＥＭ　ＳＴＯＮＥ） ダイヤモンド・ビッグ社 2009 297.5

世界遺産ナスカの地上絵完全ガイド　（地球の歩き方ＧＥＭ　ＳＴＯＮＥ） ダイヤモンド・ビッグ社 2010 268

世界遺産の町クスコで暮らす すずき　ともこ／著 千早書房 2006 296.8

アンデス・インカをゆく　世界遺産　（ショトルトラベル） 義井　豊／著 小学館 2002 296.8
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Ｓ …新書
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日本の世界遺産
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