
書名 著者（出版者） 出版年 請求記号

東大寺の版木 (財)大和文化財保存会援助事業による  （元興寺文化財研究所） 2007 022.31/ﾄｳ/2007

知床・北方四島 カラー版
岩波新書 新赤版 1135

大泰司 紀之／著
本間 浩昭／著 （岩波書店）

2008 080/111-2/1135

富士山 大自然への道案内
岩波新書 新赤版 1437

小山 真人／著 （岩波書店） 2013 080/111-2/1437

法隆寺の謎を解く
ちくま新書 601

武澤 秀一／著 （筑摩書房） 2006 080/120/601

富士山噴火 ハザードマップで読み解く「Xデー」
ブルーバックス B-1576

鎌田 浩毅／著 （講談社） 2007 080/122/1576

東京の島
光文社新書 311

斎藤 潤／著 （光文社） 2007 080/ｺｳ/311

広重の富士 完全版
集英社新書 ヴィジュアル版

赤坂 治績／著 （集英社） 2011 080/ｼﾕ/

世界遺産の森屋久島 大和と琉球と大陸のはざまで
平凡社新書 101

青山 潤三／著 （平凡社） 2001 080/ﾍｲ/101

よみがえれ知床 100平方メートル運動の夢
朝日新書 226

辰濃 和男／編著
関根 郁雄／著 （朝日新聞出版）

2010 081.06/ｱｻ/226

知床に生きる 大船頭・大瀬初三郎とオホーツクの海
新潮新書 144

立松 和平／著 （新潮社） 2005 081.06/ｼﾝ/144

法隆寺の智慧永平寺の心
新潮新書 37

立松 和平／著 （新潮社） 2003 081.06/ｼﾝ/37

まいにち富士山
新潮新書 425

佐々木 茂良／著 （新潮社） 2011 081.06/ｼﾝ/425

富士山と女人禁制 竹谷 靱負／著 （岩田書院） 2011 163.1/ﾀｹ/

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 163.1/ﾆｼ/

富士山コスモロジー 藤原 成一／著 （青弓社） 2009 163.1/ﾌｼ/

お伊勢参りと熊野詣
日本人の原風景 2

池田 雅之／編著
辻林 浩／編著 （かまくら春秋社）

2013 175.8/ｲｹ/

厳島信仰事典
神仏信仰事典シリーズ 8

野坂 元良／編 （戎光祥出版） 2002 175.97/ﾉｻ/

厳島の祭礼と芸能の研究 原田 佳子／著 （芙蓉書房出版） 2010 175.97/ﾊﾗ/

厳島文書伝来の研究 中世文書管理史論 松井 輝昭／著 （吉川弘文館） 2008 175.97/ﾏﾂ/

東大寺大仏と日本思想史 大仏造立・再興の意味を問う 磯部 隆／著 （大学教育出版） 2010 182.1/ｲｿ/

日本の世界遺産



近世の奈良・東大寺 論集
ザ・グレイトブッダ・シンポジウム論集 第4号

GBS実行委員会／編集 （東大寺） 2006 188.35/ｼﾋ/

日本仏教史における東大寺戒壇院 論集
ザ・グレイトブッダ・シンポジウム論集 第6号

GBS実行委員会／編集 （東大寺） 2008 188.35/ｼﾋ/

誰も知らない東大寺 筒井 寛秀／著 （小学館） 2006 188.35/ﾂﾂ/

東大寺續要録
筒井 寛秀／監修
東大寺続要録研究会／編纂・校訂 （国
書刊行会）

2013 188.35/ﾂﾂ/

東大寺と華厳の世界 橋本 聖円／著 （春秋社） 2003 188.35/ﾊｼ/

東大寺史へのいざない
堀池 春峰／著
東大寺／監修 （昭和堂）

2004 188.35/ﾎﾘ/

東大寺お水取り 春を待つ祈りと懺悔の法会
朝日選書 852

佐藤 道子／著 （朝日新聞出版） 2009 188.36/ｻﾄ/

蘇りの火と水 東大寺修二会 牧野 貞之／著 （小学館） 2013 188.36/ﾏｷ/

古代壁画の世界 高松塚・キトラ・法隆寺金堂
歴史文化ライブラリー 297

百橋 明穂／著 （吉川弘文館） 2010 210.2/ﾄﾉ/

法隆寺のものさし 隠された王朝交代の謎
シリーズ<古代史の探求> 6

川端 俊一郎／著 （ミネルヴァ書房） 2004 210.3/ｶﾜ/

聖徳太子と法隆寺の謎 交差する飛鳥時代と奈良時代 倉西 裕子／著 （平凡社） 2005 210.3/ｸﾗ/

北の世界遺産白神山地の歴史学的研究 森林・鉱山・人間 長谷川 成一／著 （清文堂出版） 2014 212.1/ﾊｾ/

平泉 自然美の浄土 大矢 邦宣／著 （里文出版） 2008 212.2/ｵｵ/

明治維新と日光 戊辰戦争そして日光県の誕生 柴田 宜久／著 （随想舎） 2005 213.2/ｼﾊ/

近代日本と小笠原諸島 移動民の島々と帝国 石原 俊／著 （平凡社） 2007 213.6/ｲｼ/

<群島>の歴史社会学 小笠原諸島・硫黄島、日本・アメリカ、そ
して太平洋世界
現代社会学ライブラリー 12

石原 俊／著 （弘文堂） 2013 213.6/ｲｼ/

小笠原諸島をめぐる世界史 松尾 龍之介／著 （弦書房） 2014 213.6/ﾏﾂ/

琉球の王権とグスク
日本史リブレット 42

安里 進／著 （山川出版社） 2006 219.9/ｱｻ/

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 219.9/ｳｴ/

沖縄文化はどこから来たか グスク時代という画期
叢書・文化学の越境 18

高梨 修／著
阿部 美菜子／著 （森話社）

2009 219.9/ﾀｶ/

誇れる郷土ガイド　全国の世界遺産登録運動の動き
ふるさとシリーズ

古田 陽久／監修
古田 真美／監修 （シンクタンクせとうち
総合研究機構）

2003 291/ﾌﾙ/

「幻の街道」をゆく 七尾 和晃／著 （東海教育研究所） 2012 291.09/ﾅﾅ/



日本の世界遺産
JTBのMOOK

 （JTBパブリッシング） 2012 291.09/ﾆﾎ/

日本の世界遺産歩ける地図帳 日本の世界遺産を、詳細な地
図と美しい写真、歩き方で紹介した完全保存版

山と溪谷社／編 （山と溪谷社） 2007 291.09/ﾔﾏ/

知床半島の山と沢 伊藤 正博／著 （共同文化社） 2005 291.11/ｲﾄ/

白神のブナと水とけもの道
市川 善吉／著
佐尾 和子／著 （海洋工学研究所出版
部）

2002 291.21/ｲﾁ/

世界遺産白神山地 自然体験・観察・観光ガイド 根深 誠／著 （七つ森書館） 2011 291.21/ﾈﾌ/

日光 鬼怒川
タビハナ 関東

 （JTBパブリッシング） 2010 291.32/ﾆｯ/

伊豆七島・小笠原 気ままに船とバスの旅
ブルーガイド てくてく歩き

 （実業之日本社） 2008 291.36/ｲｽ/

世界遺産小笠原 地球の鼓動と生命の神秘を感じる島
楽学ブックス 自然

福田 素子／文
榊原 透雄／写真 （JTBパブリッシング）

2012 291.36/ﾌｸ/

小笠原ハンドブック 歴史、文化、海の生物、陸の生物
小笠原シリーズ 2

ダニエル・ロング／編著
稲葉 慎／編著 （南方新社）

2004 291.36/ﾛﾝ/

富士山
異邦人のまなざし 第1輯

国際日本文化研究センター創立二〇周
年記念事業実行委員会／編 （国際日
本文化研究センター）

2007 291.51/ｺｸ/2007

「富士見」の謎 一番遠くから富士山が見えるのはどこか?
祥伝社新書 239

田代 博／[著] （祥伝社） 2011 291.51/ﾀｼ/

白川郷 世界遺産の持続的保全への道
合田 昭二／編
有本 信昭／編 （ナカニシヤ出版）

2004 291.53/ｺｳ/

飛騨高山・白川郷
タビハナ 中部

 （JTBパブリッシング） 2010 291.53/ﾋﾀ/

熊野その表層と深層 世界遺産の地 桑原 康宏／著 （ウインかもがわ） 2009 291.66/ｸﾜ/

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
穂坂 豊／写真 （山と溪谷社）

2007 291.73/ﾅｶ/

観光コースでない広島 被害と加害の歴史の現場を歩く
澤野 重男／著
太田 武男／著 （高文研）

2011 291.76/ｻﾜ/

至宝の大自然屋久島 源流を求めて 太田 五雄／著 （南方新社） 2007 291.97/ｵｵ/

原色ニッポン《南の島》大図鑑 小笠原から波照間まで114の
“楽園”へ

加藤 庸二／著 （阪急コミュニケーション
ズ）

2012 291.97/ｶﾄ/

世界遺産屋久島 多様性の回廊 水越 武／撮影 （講談社） 2003 291.97/ﾐｽ/

屋久島・奄美 気ままにバスとレンタカーの旅
ブルーガイド てくてく歩き

 （実業之日本社） 2007 291.97/ﾔｸ/

硫黄島と小笠原をめぐる日米関係
小笠原シリーズ 5

ロバート・D.エルドリッヂ／著 （南方新
社）

2008 319.10/ｴﾙ/

世界遺産の自然と暮らし 今井 一郎／著 （春風社） 2004 361.76/ｲﾏ/



富士山噴火とハザードマップ 宝永噴火の16日間
シリーズ繰り返す自然災害を知る・防ぐ 第4巻

小山 真人／著 （古今書院） 2009 369.3/ｺﾔ/

ぼくの家はここにあった 再現CG・DVDブック
アサヒDVDブック

田邊 雅章／著 （朝日新聞出版） 2008 369.37/ﾀﾅ/

森の開発と神々の闘争 中島 成久／著 （明石書店） 2010 382.19/ﾅｶ/

熊野鬼伝説 坂上田村麻呂英雄譚の誕生 桐村 英一郎／著 （三弥井書店） 2012 388.15/ｷﾘ/

小笠原自然観察ガイド
有川 美紀子／文
宇津 孝／写真 （山と渓谷社）

2003 402.91/ｱﾘ/

世界遺産屋久島 亜熱帯の自然と生態系
大澤 雅彦／編集
田川 日出夫／編集 （朝倉書店）

2006 402.91/ｵｵ/

白神自然観察ガイド 根深 誠／著 （山と渓谷社） 2004 402.91/ﾈﾌ/

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 402.91/ﾊﾉ/

屋久島自然観察ガイド 日下田 紀三／著 （山と渓谷社） 2002 402.91/ﾋｹ/

海と森のドラマ知床 オホーツク回廊を行く
読売新聞北海道支社編集部／編 （響
文社）

2005 402.91/ﾖﾐ/

小笠原諸島に学ぶ進化論 閉ざされた世界の特異な生き物た
ち
知りたい!サイエンス 81

清水 善和／著 （技術評論社） 2010 462.13/ｼﾐ/

日本の天然記念物 自然紀行  （講談社） 2003 462.91/ﾆﾎ/

新・白神山地-森は蘇るか
セレクテッド・ドキュメンタリー

佐藤 昌明／著 （緑風出版） 2006 519.81/ｻﾄ/

富士山学への招待 NPOが富士山と地域を救う 渡辺 豊博／著 （春風社） 2010 519.81/ﾜﾀ/

さがしてみよう日本のかたち　２　城 日竎 貞夫／写真 （山と渓谷社） 2003 521.8/ﾋﾋ/

重要文化財法隆寺中院本堂ほか一棟修理工事報告書
奈良県教育委員会事務局文化財保存
事務所／編集 （奈良県教育委員会）

2011 521.81/ﾅﾗ/2011

法隆寺建築の設計技術 溝口 明則／著 （鹿島出版会） 2012 521.81/ﾐｿ/

重要文化財二条城調査工事報告書
建築研究協会／編集 （元離宮二条城
事務所）

2011 521.82/ｹﾝ/2011

姫路城絵図集
姫路市立城郭研究室／編集 （姫路市
立城郭研究室）

2014 521.82/ﾋﾒ/2014

「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 562.1/ｲﾜ/2009

銀鉱山王国・石見銀山
シリーズ「遺跡を学ぶ」 90

遠藤 浩巳／著 （新泉社） 2013 562.1/ｴﾝ/

石見銀山遺跡とその文化的景観 世界遺産
島根県教育委員会／編集
今井印刷株式会社／編集 （島根県教
育委員会）

2007 562.1/ｼﾏ/2007



石見銀山　研究論文篇
島根県教育委員会／著
石見銀山歴史文献調査団／編集 （思
文閣出版）

2002 562.1/ｼﾏ/

石見銀山　年表・編年史料綱目篇
島根県教育委員会／著
石見銀山歴史文献調査団／編集 （思
文閣出版）

2002 562.1/ｼﾏ/

たたら製鉄・石見銀山と地域社会 近世近代の中国地方
相良英輔先生退職記念論集刊行会／
編 （清文堂出版）

2008 564.02/ｻｶ/

世界遺産<富岡製糸場と絹産業遺産群>建築ガイド まるごとわ
かる

富岡製糸場世界遺産伝道師協会／編
（上毛新聞社<事業局出版部>）

2014 632.13/ﾄﾐ/

富岡製糸場のお雇い外国人に関する調査報告 特に首長ポー
ル・ブリュナの事績に視点を当てて
富岡製糸場総合研究センター報告書

富岡市教育委員会／編集 （富岡市教
育委員会）

2010 639.02/ﾄﾐ/2010

富岡製糸場総合研究センター報告書　平成23年度 富岡市／編集 （富岡市） 2012 639.02/ﾄﾐ/2012

富岡製糸場と絹産業遺産群
ベスト新書 436

今井 幹夫／編著 （ベストセラーズ） 2014 639.06/ｲﾏ/

富岡製糸場事典
シルクカントリー双書 8

富岡製糸場世界遺産伝道師協会／
[編] （上毛新聞社）

2011 639.06/ﾄﾐ/

屋久島の山守千年の仕事
高田 久夫／著
塩野 米松／聞き書き （草思社）

2007 657.1/ﾀｶ/

日本の古道 歴史を歩く
インターナショナル・ワークス／編著
（幻冬舎）

2004 682.1/ｲﾝ/

街道の日本史　15　日光道中と那須野ケ原  （吉川弘文館） 2002 682.1/ｶｲ/

峠の歴史学 古道をたずねて
朝日選書 830

服部 英雄／著 （朝日新聞社） 2007 682.1/ﾊﾂ/

県別全国古街道事典　西日本編 みわ 明／編 （東京堂出版） 2003 682.1/ﾐﾜ/

もうひとつの熊野古道「伊勢路」物語 甲斐崎 圭／著 （創元社） 2009 682.15/ｶｲ/

ふるさと資源化と民俗学 岩本 通弥／編 （吉川弘文館） 2007 689.21/ｲﾜ/

法隆寺・薬師寺・東大寺 論争の歩み 大橋 一章／著 （グラフ社） 2006 702.17/ｵｵ/

もっと知りたい法隆寺の仏たち
アート・ビギナーズ・コレクション

金子 啓明／著 （東京美術） 2012 702.17/ｶﾈ/

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
梶谷 亮治／著 （東京美術）

2010 702.17/ﾂﾂ/

日本美術全集　２　法隆寺と奈良の寺院
辻 惟雄／編集委員
泉 武夫／編集委員 （小学館）

2012 708/ﾂｼ/

日本美術全集　３　東大寺・正倉院と興福寺
辻 惟雄／編集委員
泉 武夫／編集委員 （小学館）

2013 708/ﾂｼ/

世界遺産年報  №17(2012)    <特集>平泉-仏国土(浄土)を表
す建築・庭園及び考古学的遺跡群-／小笠原諸島

日本ユネスコ協会連盟／編
日本ユネスコ協会連盟世界遺産年報
2012アドバイザリーグループ／監修
（日本ユネスコ協会連盟）

2012 709/ﾆﾎ/2012

世界遺産年報　№19(2014)　　<特集>富士山-信仰の対象と芸
術の源泉

日本ユネスコ協会連盟／編
日本ユネスコ協会連盟世界遺産年報
2014アドバイザリーグループ／監修
（日本ユネスコ協会連盟）

2013 709/ﾆﾎ/2013



世界遺産ガイド　世界遺産登録をめざす富士山編
世界遺産シリーズ

古田 陽久／編
古田 真美／編 （シンクタンクせとうち総
合研究機構）

2010 709/ﾌﾙ/

文化的景観を評価する 世界遺産富山県五箇山合掌造り集落
の事例
文化とまちづくり叢書

垣内 恵美子／著 （水曜社） 2012 709.1/ｶｷ/

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 709.15/ｸﾛ/

法隆寺金堂壁画 ガラス乾板から甦った白鳳の美
「法隆寺金堂壁画」刊行会／編 （岩波
書店）

2011 721.1/ﾎｳ/

立ち上がるヒロシマ1952
岩波写真文庫アーカイヴス

岩波書店編集部／編 （岩波書店） 2013 748/ｲﾜ/

世界遺産秘境知床半島 兼本 延男／写真 （淡交社） 2005 748/ｶﾈ/

森の白神 世界遺産写真集 志水 哲也／著 （平凡社） 2011 748/ｼﾐ/

わが心の白神 世界遺産白神山地 竹越 惠藏／著 （日本カメラ社） 2009 748/ﾀｹ/

歴史の街並
遺したい日本の風景 9

日本風景写真協会会員／写真 （光村
推古書院）

2014 748/ﾆﾎ/

知床 残された原始 水越 武／写真 （岩波書店） 2008 748/ﾐｽ/

世界遺産・小笠原 三好 和義／著 （朝日新聞出版） 2011 748/ﾐﾖ/

平泉をめぐる文学 芭蕉に至るロマンの世界 石田 洵／著 （本の森） 2010 910.2/ｲｼ/

林芙美子と屋久島 清水 正／著 （D文学研究会） 2011 910.268/ﾊﾔ/


