作成：平成 29 年 3 月 長岡市立中央図書館

世界遺産について調べる
「人類共通の宝」である世界遺産。
日本と世界の世界遺産について、資料や情報の探し方をご案内します。

キーワード
オンライン目録（OPAC）や各種データベースを検索する際に利用するキーワードの例です。

世界遺産／自然遺産／文化遺産／危機遺産／文化的景観／自然景観／産業遺産／ユネ
スコ／文化財保護／世界遺産リスト／世界遺産条約／自然保護

入門的な情報源
言葉の意味やテーマの意味が不明確な場合は「キーワード」を手がかりに百科事典、用語
事典を引いてみましょう。

資料情報（書誌情報）
『世界大百科事典』改訂新版 平凡社
『環境大事典』吉村 進／編著 日刊工業新聞社
『環境事典』日本科学者会議／編 旬報社

請求記号
SK/031/セ
SK/519.0/カ
SK/519.0/カ

配置場所
参考コーナー
参考コーナー
参考コーナー

図書を探す
●館内の所蔵を探す
○テーマの棚に行って探す
図書には 1 冊毎にテーマを表す分類番号が付いていて、
この番号順に書架に並んでいます。
＜関連分野の分類記号＞
709

文化財

519.8

自然保護

290～

旅行記

○OPAC で調べる
オンライン目録（ＯＰＡＣ）で図書館の蔵書を調べることができます。資料の所蔵の有
無、配架場所、請求記号がわかります。
＜図書館で所蔵している図書（一例）＞

資料情報（書誌情報）
『世界遺産事典』2017 改訂版
世界遺産総合研究所／企画・編集 シンクタンクせと
うち総合研究機構 2016
『世界遺産データ・ブック』2017 年版
世界遺産総合研究所／企画・編集 シンクタンクせと
うち総合研究機構 2016
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請求記号
709/セ

配置場所
美術コーナー

709/セ

美術コーナー

№13

『世界遺産』
（全 12 巻）
平山 郁夫／総監修 毎日新聞社 2001
『入門おとなの世界遺産ドリル』日高 健一郎／監修
ダイヤモンド・ビッグ社 2006
『世界遺産』
（ポプラディア情報館）
稲葉 信子・斎藤 英俊／監修 ポプラ社 2007

BD/709/セ

美術コーナー

709/ニ

美術コーナー

709/セ

児童コーナー

雑誌・雑誌記事を探す
●雑誌の探し方
○ 館内の所蔵を探す
オンライン目録（ＯＰＡＣ）で図書館の蔵書を調べることができます。資料の所蔵の有
無、配架場所、請求記号がわかります。
＜図書館で所蔵している主な雑誌＞

資料情報（書誌情報）
『月刊文化財』第一法規 月刊
『ナショナル ジオグラフィック日本版』
日経ナショナルジオグラフィック社 月刊

配置場所
美術雑誌コーナー
一般雑誌コーナー 科学・産業

●雑誌記事の探し方
○ 記事索引データベース
1

「 国 立 国 会 図 書 館 雑 誌 記 事 索 引 」（ NDL-OPAC ） イ ン タ ー ネ ッ ト

http://opac.ndl.go.jp/
国内で刊行された学術雑誌、紀要を中心に人文科学･社会科学・自然科学の記事情報
が検索可能。
2

「CiNii(サイニイ)：NII 論文情報ナビゲータ」 インターネット

http://ci.nii.ac.jp/cinii/servlet/CiNiiTop#
学協会で発行された学術雑誌と大学等で発行された研究紀要の両方を検索できる。
＜こんな雑誌記事が検索できます＞

記事情報
特集「不都合な世界遺産」
『ニューズウィーク日本版』30 巻 36 号通巻 1464（2015.9.22）
特集「観光・世界遺産 歴史とともに生きていく」『mundi』通巻 21（2015.6）

新聞・新聞記事を探す
●原紙／縮刷版
新聞コーナーにあります。縮刷版は現物の新聞をそのまま縮小して冊子体にしたもので、
巻頭の索引を使うと関連するテーマの新聞記事が検索できます。

●新聞記事の探し方
○ データベース
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探しているテーマの新聞記事をテーマ、キーワード、日付等から検索して全文を読むこ
とができます。
＜図書館で利用できるデータベース＞
データベース
日経テレコン 21
聞蔵ビジュアルⅡ
新潟日報記事データベース

新聞
日経各紙
朝日新聞
新潟日報

収録期間

1975 年～
1985 年～
2004 年～

＜こんな新聞記事が検索できます＞

記事情報
「世界遺産の落書き 14 件、文化庁把握せず 総務省、改善を勧告」朝日新聞 2016 年 1
月 16 日朝刊 3 社会
「新潟・佐渡（5）金山を世界遺産に――環境整え捲土重来期す（ふるさと再訪）終」
日本経済新聞 2015 年 10 月 31 日夕刊 5

専門的な情報源
更に深くテーマを掘り下げるには専門事典、白書、年鑑などの情報源が役立ちます。

資料情報（書誌情報）
請求記号
『世界遺産百科 全 981 のユネスコ世界遺産』ユネ BK/709/ユ
スコ／著 柊風舎
『世界記憶遺産百科 全 244 のユネスコ世界記憶遺 BK/709/ユ
産』ユネスコ／著 柊風舎
『世界遺産年報』日本ユネスコ協会連盟／編 日本 BT/709/セ
ユネスコ協会連盟

配置場所
美術コーナー
美術コーナー
美術コーナー

視聴覚資料
ビデオや DVD などの視聴覚資料も参考になります。

資料情報（書誌情報）
DVD『世界遺産 夢の旅１００選』
DVD『世界遺産 日本』

請求記号
D27/セ
D27/セ

配置場所
視聴覚コーナー
視聴覚コーナー

Web サイト
キーワードを参考に、手がかりとなる単語やカテゴリーから関連サイトを検索しましょう。

●代表的なサーチエンジン
○「Yahoo!」 http://www.yahoo.co.jp/
ディレクトリ型＝情報を人の手で分野分けして提供
○「Google」 http://www.google.co.jp/
独自方式＝リンクを利用したページ分析による重要度判定を検索結果に反映

●関連サイトの紹介
○ 「公益社団法人 日本ユネスコ協会連盟」http://www.unesco.or.jp/isan/
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○ 「文化庁」http://bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/shokai/sekai_isan/
○ 「文化遺産オンライン」http://bunka.nii.ac.jp/index.php
○ 「特定非営利活動法人

世界遺産アカデミー」http://www.wha.or.jp

○ 「世界遺産検定」http://www.sekaken.jp
○ 「世界遺産│TBS テレビ」http://www.tbs.co.jp/heritage/
○ 「日本イコモス国内委員会」http://www.japan-icomos.org/index.html

類縁機関
●類縁機関の紹介
○「国立国会図書館」 http://opac.ndl.go.jp/
〒100-8924 千代田区永田町 1-10-1 電話：03-3581-2331（代）
○「公益社団法人日本ユネスコ協会連盟 http://www.unesco.or.jp
〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿 1-3-1 朝日生命恵比寿ビル 12 階
電話：03-5424-1121（代表）
○「文化庁」http://bunka.go.jp/
〒100-8959 東京都千代田区霞が関 3-2-2 電話：03-5253-4111（代表）
○「文部科学省 日本ユネスコ国内委員会」http://www.mext.go.jp/unesco/
〒100-8959 東京都千代田区霞が関 3-2-2 電話：03-5253-4111（代表）

図書館にない資料を入手するには
●所蔵している図書館を調べる
○「新潟県立図書館」 http://www.pref-lib.niigata.jp/
県内の図書館で所蔵する図書の横断検索ができます。所蔵がある場合、お近くの公共図書
館を通じて借りることができます。
○「国立国会図書館サーチ」 http://iss.ndl.go.jp/
国立国会図書館をはじめ、全国の公共図書館、学術研究機関等が所蔵する図書・雑誌の
総合目録データベース。
○「NACSIS Webcat」 http://webcat.nii.ac.jp/
全国の大学図書館等が所蔵する図書・雑誌の総合目録データベース。

●文献複写／相互貸借／購入を依頼する。
探している資料が図書館にない場合は以下のサービスが利用できます。
（＊長岡市に在住・在勤・在学の方のみ利用可能。
）
○文献複写・相互貸借（有料）
国立国会図書館・他市図書館等の類縁機関の資料の複写・借り出しができます。相互貸
借申込み用紙に記入の上申し込んでください。
○購入依頼
購入してほしい本がある場合は、リクエストカードに記入して下さい。
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