
【世界遺産図書リスト】

題名 請求記号

１．知床博物館研究報告. -- 第3集 - 第15集. -- 斜里町立知床博物館, 1981.3-. 069.02/2-13

２．峰浜のむかし. -- 斜里町立知床博物館, 1994.2. -- (知床博物館特別展 ; 第15回). 210.2/382

３．知床の考古 / 斜里町立知床博物館編. -- 北海道新聞社, 2009.6. -- (しれとこライブラ
リー ; 9). 211/99

４．ウトロの自然と歴史. -- 斜里町立知床博物館, 1992.3. -- (郷土学習シリーズ ; 第14集). 291.1/24

５．羅臼 : 知床の人びと / 甲斐崎圭著. -- 中央公論社, 1998.2. -- (中公文庫 ; か-50-3). 291.1/34

６．北海道の山と谷 : 北海道の山の全てが判る登山のガイドブック / 「北海道の山と谷」再刊
委員会編・著. -- 上, 下. -- 北海道撮影社, 1998.12-. 291.1/44-1

７．北海道の山と谷 : 北海道の山の全てが判る登山のガイドブック / 「北海道の山と谷」再刊
委員会編・著. -- 上, 下. -- 北海道撮影社, 1998.12-. 291.1/44-2

８．世界遺産知床の素顔 : 厳冬期の野生動物王国をいく / 佐古浩敏 [ほか] 編著. -- 朝日新
聞社, 2005.7. -- (朝日選書 ; 779). 291.1/56

９．北海道地名をめぐる旅 / 合田一道著. -- ベストセラーズ, 2011.10. -- (ベスト新書 ;
345). 291.1/68

10.岐阜学 / 加藤迪男著. -- 岐阜新聞社, 2001.9. 291.5/136

11.利尻.知床.阿寒 / 岡田昇著. -- 山と渓谷社, 1987.1. -- (日本の名峰 ; 1). 291/178-1

12.ビジュアルワイド新日本風土記. -- 1 : 北海道 - 30 : 和歌山県. -- ぎょうせい, 1988.7-
1989.6. 291/189-1

13.北海道・東北 北関東・尾瀬・日光. -- 山と渓谷社, 2001.6. -- (日本百名山登山ガイド :
決定版 ; 上). 291/693-1

14.上信越・秩父・多摩 南関東・北アルプス. -- 山と渓谷社, 2001.6. -- (日本百名山登山ガ
イド : 決定版 ; 中). 291/693-2

15.八ガ岳・中央アルプス 南アルプス・北陸・近畿 中国・四国・九州. -- 山と渓谷社,
2001.6. -- (日本百名山登山ガイド : 決定版 ; 下). 291/693-3

16.山間聚落の大家族 : 越中五箇山・飛騨白川村の実証研究 / 小山隆著 ; 家族問題研究会編.
-- 川島書店, 1988.11. 361.6/54

17.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
新聞社出版局,北日本新聞社事業局出版部企画・編集. -- 岐阜新聞社, 1996.1. 382/259

18.富山民俗の位相 382/238

19.「県民性」がわかるおもしろ食の大事典 / ハイパープレス著. -- 青春出版社, 2001.7. 383/210

20.日本・食の歴史地図 / 吉川誠次, 大堀恭良著. -- [正], 続. -- 日本放送出版協会,
2002.1-2003.1. -- (生活人新書 ; 016, 057). 383/216-1

21.床下からみた白川郷 : 焔硝生産と食文化から / 馬路泰蔵, 馬路明子著. -- 風媒社,
2007.8. 383/304

22.食の地図 : 日本各地の味を楽しむ / 帝国書院編集部著. -- 帝国書院, 2009.7. 383/388

23.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,
2005.4. 402/203

24.温泉 : 自然遺産と文化遺産 / 日本温泉協会企画 ; エントリー編. -- 日本温泉協会,
2008.2. 453.9/16

25.温泉図鑑 / 日本温泉協会企画 ; エントリー編. -- 自然編, 文化編. -- 日本温泉協会,
2009-. 453.9/19-2

26.知床の地質 / 斜里町立知床博物館編. -- 北海道新聞社, 2009.4. -- (しれとこライブラ
リー ; 8). 455/256

27.知床の動物 : 原生的自然環境下の脊椎動物群集とその保護 / 大泰司紀之, 中川元編著. --
北海道大学図書刊行会, 1988.5. 482/5

28.よみがえれ知床 : 100平方メートル運動の夢 / 辰濃和男, 関根郁雄, 深沢博著. -- 朝日新
聞出版, 2010.3. -- (朝日新書 ; 226). 519.8/185

29.知床の自然保護 / 斜里町立知床博物館編. -- 北海道新聞社, 2010.12. -- (しれとこライブ
ラリー ; 10). 519.8/223

30.森にかよう道 : 知床から屋久島まで / 内山節著. -- 新潮社, 1994.7. -- (新潮選書). 650/27

31.知床を考える / 本多勝一編. -- 晩聲社, 1987.4. 654/28



32.ホテル / 森田一朗編. -- 筑摩書房, 1998.4. -- (明治フラッシュバック ; 3). 689/119

33.世界の温泉地 : 発達と現状 / 山村順次著. -- 新版. -- 日本温泉協会, 2004.5. 689/215

34.昭和30年代モダン観光旅行 : 絵はがきで見る風景・交通・スピードの文化 / 長澤均著 ; パ
ピエ・コレ編. -- 講談社, 2009.2. 689/296

35.日常空間を活かした観光まちづくり / 戸所隆著. -- 古今書院, 2010.4. -- (地域づくり叢
書 ; 1). 689/432

36.観光のビジネスモデル : 利益を生みだす仕組みを考える = Business models of tourism /
石井淳蔵, 高橋一夫編. -- 学芸出版社, 2011.12. 689/435

37.世界遺産が消えてゆく / 中村俊介著. -- 千倉書房, 2006.12. 709/130

38.「地域遺産」みんなと奮戦記 : プライド・オブ・ジャパンを求めて / 米山淳一著. -- 学芸
出版社, 2007.5. 709/139

39.世界遺産データ・ブック / 世界遺産総合研究センター編. -- 2002年版 - 2012年版. -- シ
ンクタンクせとうち総合研究機構, 2002.1-. -- (世界遺産シリーズ). 709/71-12

40.知床 : 残された原始 : 水越武写真集 / 水越武写真. -- 岩波書店, 2008.1. 748/102

41.知床を歩く. -- 勉誠出版, 2006.4. -- (立松和平日本を歩く / 立松和平著 ; 黒古一夫編 ;
5). 915.6/176-5

42.知床岬. -- 北海道開発庁, 1971.3. -- (5万分の1地質図幅説明書 ; 網走 第19号). B.HOKU/537

43.鳥類・哺乳類. -- (所蔵資料目録 ; 1). H496.4/31-1

44.植物 / 斜里町立知床博物館編. -- その1. -- (所蔵資料目録 ; 2). H496.4/31-2

45.アイヌ民族資料 / 金盛典夫編. -- 1. -- 斜里町立知床博物館, 1983.3. -- (所蔵資料目録
; 3). H496.4/31-3

46.山国の街道と秘境文化-ー桜井正信ーー有峰書店 H608.1/124

47.知床のヒグマ. -- 斜里町立知床博物館, 1982.11. -- (知床博物館特別展 ; 第4回). H867/125

48.新制地方全図　北海道地方ーー多田文男ーー 663/88-1

49.新制地方全図　中部地方ーー多田文男ーー 663/88-4

50.知床半島 / 本多勝一著. -- 朝日新聞社, 1994.4. -- (本多勝一集 / 本多勝一著 ; 6). 081/70-6

51.北海道と知床の化石. -- 斜里町立知床博物館, 1994.10. -- (知床博物館特別展 ; 第16回). 210.2/420

52.北海道創世記 / 松井愈[ほか]編. -- 北海道新聞社, 1984.8. 211/20

53.もうひとつの知床 : 戦後開拓ものがたり / 菊地慶一著. -- 北海道新聞社, 2005.9. -- (道
新選書 ; 40). 211/83

54.知床の人と自然. -- 斜里町立知床博物館, 1994.7. -- (郷土学習シリーズ ; 第17集). 291.1/25

55.地名探訪しゃり. -- 斜里町立知床博物館, 1986.3. -- (郷土学習シリーズ ; 第8集). 291.1/3

56.北海道かくれた風景 : 地図を紀行する / 堀淳一文と写真. -- 北海道新聞社, 2001.7. 291.1/45

57.知床紀行 / 松浦武四郎 [著] ; 秋葉實編. -- 北海道出版企画センター, 2006.11. 291.1/59

58.北海道道の駅地名めぐりの旅 : 新旧地形図が語る / 尾崎功著. -- 北海道出版企画セン
ター, 2004.8. 291.1/64

59.白川郷 : 世界遺産の持続的保全への道 / 合田昭二, 有本信昭編. -- ナカニシヤ出版,
2004.3. 291.5/157

60.全国温泉大事典 / 野口冬人著. -- 旅行読売, 1997.12. 291/450

61.47都道府県うんちく事典 : 県の由来からお国自慢まで / 八幡和郎著. -- PHP研究所,
1998.12. -- (PHP文庫). 291/473

62.温泉教授の日本全国温泉ガイド : カラー版 / 松田忠徳著. -- 光文社, 2002.6. -- (光文社
新書 ; 045). 291/619

63.日本三百名山登山ガイド. -- 上, 中, 下. -- 山と渓谷社, 2000.9-2001.1. 291/694-1

64.北海道の歴史散歩 / 北海道高等学校日本史教育研究会編. -- 山川出版社, 2006.12. -- (歴
史散歩 ; 1). 291/712-1

65.富山県の歴史散歩 / 富山近代史研究会歴史散歩部会編. -- 山川出版社, 2008.1. -- (歴史
散歩 ; 16). 291/712-16

66.岐阜県の歴史散歩 / 岐阜県高等学校教育研究会地歴・公民部会, 地理部会編. -- 山川出版
社, 2006.8. -- (歴史散歩 ; 21). 291/712-21

67.日本地図のもっと楽しい読み方 : えっ、日本にも、こんなスゴい場所がある?! / 社会情報
リサーチ班編. -- 河出書房新社, 2011.1. -- (KAWADE夢文庫 ; K885). 291/829

68.国内観光資源ハンドブック / 勝岡只著. -- 第3版. -- 中央書院, 2011.2. 291/841

69.47都道府県・伝統食百科 / 成瀬宇平著. -- 丸善, 2009.1. 383/361



70.日本各地食べもの地図 : 食育資料 / 帝国書院編集部著. -- 東日本編, 西日本編, 資料編.
-- 帝国書院, 2011.2. 383/438-1

71.知床自然観察ガイド / 知床財団著. -- 山と溪谷社, 2004.7. 402/214

72.大雪山自然観察ガイド / 昆野安彦著. -- 山と渓谷社, 2006.5. 402/225

73.世界遺産・知床がわかる本 / 中川元著. -- 岩波書店, 2006.9. -- (岩波ジュニア新書 ;
545). 402/256

74.ヨーロッパの温泉保養地を歩く / 阿岸祐幸, 飯島裕一著. -- 岩波書店, 2006.12. 492.5/13

75.大地の遺産 : 知床からのメッセージ / 午来昌著 ; 谷口雅春聞き書き構成. -- 響文社,
2007.4. 519.8/156

76.北の自然を守る : 知床、千歳川そして幌延 / 八木健三著. -- 北海道大学図書刊行会,
1995.7. 519.8/56

77.知床国立公園 / 森田敏隆写真. -- 毎日新聞社, 1995.6. -- (日本の大自然 ; 26). 629/34-26

78.クマは眠れない : 人を襲う異常行動の謎が解けた! / 米田一彦著. -- 東京新聞出版局,
2008.7. 654/37

79.時刻表1000号物語 : 表紙で見る「時刻表」のあゆみと鉄道史 : 1925大正4年-2009平成21年
/ 交通情報部編. -- JTBパブリッシング, [2009.4]. -- (JTBキャンブックス ; 鉄道95). 686/566

80.観光のユニバーサルデザイン : 歴史都市と世界遺産のバリアフリー / 秋山哲男 [ほか] 著.
-- 学芸出版社, 2010.4. 689/344

81.観光人類学の挑戦 : 「新しい地球」の生き方 / 山下晋司著. -- 講談社, 2009.1. -- (講談
社選書メチエ ; 430). 689/374

82.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 / 垣内恵美子著. -- 水
曜社, 2005.4. -- (文化とまちづくり叢書). 709/125

83.白川郷・五箇山の合掌造り集落/紀伊山地の霊場と参詣道/姫路城/彦根城/石見銀山 / 清原工
著. -- 岩崎書店, 2007.4. -- (修学旅行で行ってみたい日本の世界遺産 ; 4). 709/138-4

84.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. 709/146

85.世界遺産地図 : どんな構造?誰が作った? / インターナショナル・ワークス編. -- 幻冬舎,
2003.9. 709/94

86.世界遺産学入門 : もっと知りたい世界遺産 / 古田陽久, 古田真美共著. -- シンクタンクせ
とうち総合研究機構, 2002.2. -- (世界遺産シリーズ). 709/98

87.知床の鳥. -- 斜里町立知床博物館, 1985.12. -- (知床博物館特別展 ; 第7回). H867/164


