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【フローズンプラネット】

9203 フローズンプラネット3 48 D 薄氷の上で　メイキング映像131分 15

9202 フローズンプラネット2 143 D 秋　冬　最後のフロンティア 15

9201 フローズンプラネット1 144 D 極地　南極と北極　春　夏 15

【奇跡の映像よみがえる100年前の世界】

9010
奇跡の映像よみがえる100年前の世

界8東洋不思議の世界
50 D

20世紀初頭、フランスの大富豪アルベール・カーンは、当時の最先端

技術を使って世界各地の様子を映像に記録した。米を収穫する人々

ﾋﾞﾝﾛｳを噛むﾍﾞﾄﾅﾑ人（ﾍﾞﾄﾅﾑ）北白川宮家(ﾌﾗﾝｽ)　ｶﾌﾟｰﾙｰﾀﾗ宮

殿　ﾏﾊﾗｼﾞｬ(ｲﾝﾄﾞ)　公園で遊ぶ子どもたち　宮島の夕暮れ　日本の

皇族(日本)

13

9011
奇跡の映像よみがえる100年前の世

界9カーンが見たニッポン！
50 D

北白川宮家　食料雑貨店　米を脱穀する老女　八瀬の女性たち　ク

ワを摘む様子　繭から糸をとる様子　芸者　日本の風景
13

【グレートネーチャー感情揺さぶる命のパレード】

5901 グレートネーチャー3　 99 D
恵みの大洪水(アフリカオカバンゴの大湿原の動物たち）大いなる海

の宴（北米の太平洋沿岸の魚や動物たち）
12

5900 グレートネーチャー2　 98 D
ヌーの大移動（アフリカセレンゲティ国立公園南に集まる動物たち）

世界最大の魚群(南アフリカ東海岸に冬に集まる魚や鳥たち）
12

5899 グレートネーチャー1 99 D
氷の大融解(夏の北極圏の生き物たち）ｻｹの大遡上（ﾌﾞﾘﾃｯｼｭｺﾛﾝ

ﾋﾞｱからｱﾗｽｶ海岸に毎年遡上してくるｻｹをめぐる動物たちの営み）
12

【ワイルドチャイナ】

5904 ワイルド・チャイナ3　字幕 118 D
パンダの住む地（東方中央部）変化のうねり（万里の長城海岸

部）
12

5903 ワイルド・チャイナ2　字幕 117 D チベット（チベット高原）万里の長城を超えて（長城外側の自然） 12

5902 ワイルド・チャイナ1　字幕 118 D 大自然に抱かれて（南部）シャングリラ(南西部雲南省） 12

【日本の近代化遺産】

5876
日本の近代化遺産第10巻

モノづくりニッポンの礎
45 D

中部・東海の近代化遺産 　松重閘門/末広橋梁/潮吹き防波堤/

旧マッケンジー邸/読書発電所
11

5875
日本の近代化遺産第9巻

維新政府・北国への挑戦
45 D

東北・北海道の近代化遺産　三国港突堤/山形県旧県庁舎/旧済

生館本館/白岩砂防堰堤/藤倉水源地施設
11

5874
日本の近代化遺産第8巻

開拓者魂の証し
45 D

北海道の近代化遺産　札幌市時計台/旧札幌農学校第二農場/

太刀川家住宅店舗/旧函館区公会堂/小樽運河
11

5873
日本の近代化遺産第7巻

港が築いた日本の国際化
45 D

横浜・横須賀の近代化遺産　神奈川県庁本庁舎/横浜市開港記

念館/ホテルニューグランド本館/旧横須賀製鉄所ドライドック/東京湾

要塞猿島砲台/第三海堡

11

5872
日本の近代化遺産第6巻

海をめぐる先人の軌跡
43 D

瀬戸内の近代化遺産　釣島灯台/旧大浜崎船舶航行潮流信号所

/旧呉鎮守府司令長官官舎/本庄水源地堰堤/別子銅山旧広瀬

邸

11

メディアＤ（DＶＤ）社会＜共通＞                                                  　　　　　　                               　　 
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5871
日本の近代化遺産第5巻

大いなる商都・民の力
45 D

大阪の近代化遺産　大阪府立中之島図書館/大阪市中央公会堂

/大丸心斎橋店/大阪市立愛珠幼稚園
11

5870
日本の近代化遺産第4巻

古都の文明開化
45 D

京都の近代化遺産　琵琶湖疎水・南禅寺水路閣/同志社大学今

出川キャンパス礼拝堂/同彰栄館/旧梅小路機関車庫/旧毎日新

聞社京都支社

11

5869
日本の近代化遺産第3巻

帝都誕生
46 D

東京の近代化遺産　東京の橋（日本橋・旧弾正橋・永代橋・清澄

橋・勝鬨橋）/東京駅/日本銀行本店/国会議事堂/法務省旧司

法省本館

11

5868
日本の近代化遺産第2巻

鉄は国家なり
46 D

九州の近代化遺産　小菅修船場跡/グラバー邸/三井三池炭鉱/八

幡製鐡所
11

5867
日本の近代化遺産第1巻

絹から始まった産業革命
46 D

北関東の近代化遺産 旧官営富岡製糸場/鋸屋根工場群/旧碓氷

社本社事務所1905/旧碓氷峠鉄道施設
11

 【映像の世紀】

5500
映像の世紀　20世紀の幕開け

カメラは歴史の断片をとらえ始めた
75 D

パリ万博 夏目漱石 ﾓﾈ ﾙﾉﾜｰﾙ ﾙｲ･ﾌｪﾛｰ ｼﾈﾏﾄｸﾞﾗﾌ ﾎﾞｰｱ戦争 ﾁｬｰﾁ

ﾙ ﾗｲﾄ兄弟 ﾙｲ･ﾌﾞﾚﾘｵ ﾄﾙｽﾄｲ 日露戦争 明治の東京 ｲｻﾄﾞﾗ･ﾀﾞﾝｶﾝ

血の日曜事件 ﾛﾏﾉﾌ王朝 辛亥革命 ﾀｲﾀﾆｯｸ号 南極探検 ﾁｬｯﾌﾟﾘﾝ

ﾙｰｽﾞﾍﾞﾙﾄ ﾆｺﾗｲ２世 ﾗｽﾌﾟｰﾁﾝ

01

5501

映像の世紀  大量殺戮の完成

塹壕の兵士達は凄まじい兵器の出現を

見た

75 D

第１次世界大戦 ﾖｰﾛｯﾊﾟ列強の皇帝達 機関銃 戦時下のパリ 女

性兵士 ﾌｧｲｻﾙ１世とｱﾗﾋﾞｱのﾛﾚﾝｽ ｶﾞﾝｼﾞｰ ﾁｬｯﾌﾟﾘﾝ 大正天皇 U

ﾎﾞｰﾄ ﾚｰﾆﾝ ﾁｪｺｽﾛﾊﾞｷｱ･ﾊﾝｶﾞﾘｰの独立

01

5502

映像の世紀  それはマンハタンから始

まった

噴き出した大衆社会の欲望が時代を動

かした

75 D

1920年代ｱﾒﾘｶの大衆社会 移民 ﾊｰﾚﾑの黒人 ｳｨﾙｿﾝ 裕仁天皇の

訪欧 ｶﾞｰｼｭｲﾝ KKK 黒人の意識高揚と白人の反発 禁酒法時代

関東大震災 ｼﾞｮｾﾌｨﾝ･ﾍﾞｰｶｰ ﾚｰﾆﾝ ﾑｯｿﾘｰﾆ 昭和天皇即位 張作

霖爆殺事件 芥川龍之介 菊池寛 ﾘﾝﾄﾞﾊﾞｰｸﾞ ｳｫｰﾙ街と大恐慌

01

5503

映像の世紀  ヒトラーの野望

人々は民俗の復興を掲げたナチスドイツ

に未来を託した

75 D

世界不況 ｽﾀｰﾘﾝとﾌﾙｼﾁｮﾌ ﾅﾁｽ ﾋﾄﾗｰ 満州事変 満州国建国 溥儀

ﾆｭｰﾃﾞｨｰﾙ政策 ﾌｧｼｽﾞﾑ ﾌﾟﾛﾊﾟｶﾞﾝﾀﾞ映画 ﾍﾞﾙﾘﾝｵﾘﾝﾋﾟｯｯｸ 盧溝橋

事件 南京攻略 スペイン内戦 ﾐｭﾝﾍﾝ会議 第２次世界大戦の始ま

り

01

5504
映像の世紀  世界は地獄を見た

無差別爆撃、ホロコースト、そして原爆
75 D

ｵﾗﾄﾞｩｰﾙ村の悲劇 ﾜﾙｼｬﾜ降伏 ﾏｼﾞﾉ要塞 ﾋﾄﾗｰﾊﾟﾘ入城 ﾕﾀﾞﾔ人

ｹﾞｯﾄｰ ﾛﾝﾄﾞﾝ空襲 真珠湾攻撃 日系人収容所 日本軍ﾏﾆﾗ入城

ﾊﾞﾀｰﾝ死の行進 占領地の日本化教育 ﾕﾀﾞﾔ人強制収容所 ｽﾀｰﾘﾝ

ｸﾞﾗｰﾄﾞの攻防 ﾊﾟﾙﾁｻﾞﾝの戦い ｶﾞﾀﾞﾙｶﾅﾙ上陸 学徒出陣 連合軍

の反攻 戦意高揚映画 ｻｲﾊﾟﾝ島の日本軍玉砕 ﾉﾙﾏﾝﾃﾞｨｰ上陸作

戦 ﾊﾟﾘ解放 神風特攻隊 ﾍﾞﾙﾘﾝ陥落 Ｂ29の東京空襲 沖縄決戦

広島長崎被爆

01

5505

映像の世紀  独立の旗の下に

祖国統一に向けて、アジアは苦難の道を

選んだ

75 D

ｲｷﾞﾘｽのｲﾝﾄﾞ統治 ｲｷﾞﾘｽ領南ｱﾌﾘｶ ﾌﾗﾝｽ領ｲﾝﾄﾞｼﾅ 日本の朝鮮半

島支配 ﾊﾟﾘ和平会議 上海租界 孫文 ﾎｰﾁﾐﾝ 蒋介石 周恩来 ｶﾞﾝ

ｼﾞｰ 孫文の葬儀 国民党と共産党の決裂 上海ｸｰﾃﾞﾀｰ 満州国皇

帝溥儀 日本の大陸進出 毛沢東 第二次上海事件 日本の国策映

画 ｲﾝﾄﾞ独立戦争の指導者達 中国の内戦勃発 ｲﾝﾄﾞｼﾅ戦争 ｱｼﾞｱ

諸国の独立 他

01
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5506
映像の世紀  勝者の世界分割

東西の冷戦はヤルタ会議から始まった
75 D

ﾔﾙﾀ会議 ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ侵攻 ﾜﾙｼｬﾜ蜂起 ﾊﾞﾙｶﾝ問題 極東密約 ｶｲﾛ会

議 ソ連の東欧侵攻 ﾙｰｽﾞﾍﾞﾙﾄ死去 ﾄﾙｰﾏﾝ大統領 ﾎﾟﾂﾀﾞﾑ会議 ソ

連満州侵攻 日本降伏 ﾏｯｶｰｻｰ 朝鮮半島の分割 ﾁｬｰﾁﾙ ﾋﾞｷﾆ環礁

原爆実験 焼け野原の東京 極東国際軍事裁判 東西ﾍﾞﾙﾘﾝ 反共

運動 若き日のﾄﾞﾅﾙﾄﾞﾚｰｶﾞﾝ 朝鮮戦争勃発

01

5507

映像の世紀  恐怖の中の平和

東西の首脳は最終兵器・核を背負って

対峙した

75 D

米ソ軍事競争 黄金時代のｱﾒﾘｶ ｱｲｾﾞﾝﾊﾜｰ大統領 ｴﾆｳｴﾄｸ環礁の

水爆実験 ﾌﾙｼﾁｮｸ ソ連の水爆実験 ｽﾀｰﾘﾝの葬儀 ｴﾘｻﾞﾍﾞｽ女王戴

冠式 東西ﾍﾞﾙﾘﾝ 朝鮮戦争とﾏﾘﾘﾝﾓﾝﾛｰ ｼﾞｭﾈｰﾌﾞ首脳会議 ｾﾐﾊﾞﾗﾁ

ﾝｽｸ核実験場 ﾈﾊﾞﾀ実験場 ﾋﾞｷﾆ被災事件 ﾊﾝｶﾞﾘｰ動乱 ﾌﾟﾚｽﾘｰ

人工衛星ｽﾌﾟｰﾄﾆｸ ｳﾞｧﾝｶﾞｰﾄﾞﾛｹｯﾄ 大陸間弾道ﾐｻｲﾙ ソ連革命40

周年記念式典 ｱｲｾﾞﾝﾊﾜｰとﾌﾙｼﾁｮﾌ ﾆｸｿﾝ U2 ｹﾈﾃﾞｨ ｷｭｰﾊﾞの社会

化主義

01

5508
映像の世紀  ベトナムの衝撃

アメリカ社会が揺らぎ始めた
75 D

ｹﾈﾃﾞｨ大統領 南ﾍﾞﾄﾅﾑ建国 民俗解放戦線結成 仏教徒弾圧と死

の抗議 政府軍ｸｰﾃﾞﾀｰ アメリカ南部の人種隔離政策 ｱﾗﾊﾞﾏ州ﾊﾞｰﾐ

ﾝｶﾞﾑの差別撤廃闘争 公民権法案 ﾜｼﾝﾄﾝ大行進 ｹﾈﾃﾞｨ大統領暗

殺 ｼﾞｮﾝｿﾝ大統領 ﾄﾝｷﾝ湾事件 北爆開始 ﾌﾞﾗｯｸﾊﾟﾜｰ ﾌﾘｰｽﾋﾟｰﾁ

事件 ﾍﾞﾄﾅﾑ戦争 反戦運動 国際反戦デー ﾃﾄ攻勢 開放戦線ｱﾒﾘｶ

大使館占拠 ｷﾝｸﾞ牧師暗殺 ﾛﾊﾞｰﾄｹﾈﾃﾞｨ暗殺 ﾆｸｿﾝ大統領 ｳｯﾄﾞｽ

ﾄｯｸ音楽祭 ｱﾎﾟﾛ11号月面着陸 反戦ﾃﾞﾓ

01

5509

映像の世紀  民俗の悲劇果てしなく

絶えまない戦火、さまよう民の慟哭があっ

た

75 D

世界各地の難民 ｱﾙﾒﾆｱ難民 ﾛｼｱ難民 ﾅﾝｾﾝ ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ難民 ﾍﾞﾛﾓﾚｽ

ｸ強制収容所 ﾋﾄﾗｰの別荘 ﾋﾄﾗｰのﾕﾀﾞﾔ人迫害 ﾊﾟﾚｽﾁﾅ問題 ｱﾗﾌﾞ

人のﾃﾞﾓ ｾﾙﾋﾞｱとｸﾛｱﾁｱの相剋 ｸﾛｱﾁｱ独立国 ｾﾙﾋﾞｱ人ﾃﾞﾓ ﾔｾﾉﾊﾞﾂ

収容所 ｱｳｼｭﾋﾞｯﾂ強制収容所 ｲｽﾗｴﾙ建国 ﾍﾞﾝｸﾞﾘｵﾝ 第一次中東

戦争 ﾊﾟﾚｽﾁﾅ難民 ｽﾀｰﾘﾝ死去 ﾊﾝｶﾞﾘｰ動乱 ﾍﾞﾙﾘﾝの壁建設 ﾍﾞﾄﾅﾑ

北爆 ｶﾝﾎﾞｼﾞｱの親米軍事政権 ｼｱﾇｰｸとﾎﾟﾙﾎﾟﾄ ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ内戦

01

5510
映像の世紀  ＪＡＰＡＮ

世界が見た明治・大正・昭和
75 D

明治時代の日本 日露戦争 ﾎﾟｰﾂﾏｽ講和会議 韓国初代統監伊藤

博文と皇太子ｲ･ｳﾝ　伊藤博文暗殺 日韓併合後の朝鮮 大正天皇

即位の大礼 ﾊﾟﾅﾏ太平洋万国博覧会 ｼﾍﾞﾘｱ出兵 裕仁親王訪欧

植民地台湾 関東大震災 ｱﾒﾘｶの日本人移民 昭和天皇即位 昭

和の風俗 溥儀 満州事変 ﾘｯﾄﾝ調査団 満州国 日中全面戦争 南

京攻略 真珠湾攻撃 日系人収容所 ﾏｯｶｰｻｰ ﾐｽﾞﾘｰ艦上での降伏

文書調印 昭和天皇巡幸 極東軍事裁判 朝鮮戦争勃発 警察予

備隊発足 吉田茂 ｻﾝﾌﾗﾝｼｽｺ対日講和会議 日米安全保障

01

 【世界遺産】

9158
絶海の孤島に浮かぶ進化の島々

小笠原諸島
33 D

世界自然遺産小笠原諸島　成り立ち　渡ってきた動植物　植物相

の特徴　森乾性低木林　湿性高木林　動物　外来種から自然を守

る

15

5620 知床　海・川・森の物語 31 D
世界自然遺産知床　成り立ち　地形・地質・気候　知床の四季　自

然環境を守るための試み
07

5566 世界遺産　新たなる旅へⅩ 64 D

神の宿る大地　九藁溝の渓谷の景観と歴史地域　トンガリロ国立公

園　チャンパサック県の文化的景観にあるワット･プーと関連古代遺跡

群　黄龍の景観と歴史地域　カカドゥ国立公園

05

5565 世界遺産　新たなる旅へⅨ 64 D
自然と人との調和　白川郷・五箇山の合掌造り集落　日光の寺社

ハロン湾　厳島神社　フィリピン･コルディリエーラの棚田群
05
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5564 世界遺産　新たなる旅へⅧ 64 D
仏陀と生きる　古代都市ｺｽﾀｲと周辺の古代都市群　ｶﾄﾏﾝｽﾞの渓谷

古代都市ﾎﾟﾛﾝﾅﾙﾜ　聖地ｷｬﾝﾃﾞｨ　ﾙｱﾝ･ﾊﾟﾊﾟﾝの町
05

5563 世界遺産　新たなる旅へⅦ 64 D
仏教の誕生と伝播　仏陀の生誕地ﾙﾝﾋﾞﾆ　ｻｰﾝﾁｰの仏教建造物群

ｴﾛｰﾗ石窟群　峨眉山と楽山大仏　石窟庵と仏国寺
05

5562 世界遺産　新たなる旅へⅥ 64 D
ｲｽﾗﾑの古都　古都ｱﾚｯﾎﾟ　ｼﾊﾞｰﾑの旧城壁都市　ｱﾑﾗ城　ﾊﾞｹﾞﾙﾊｯﾄ

のﾓｽｸ都市　ｻﾅｱ旧市街
05

5561 世界遺産　新たなる旅へⅤ 64 D
聖地ｴﾙｻﾚﾑと古代ｵﾘｴﾝﾄ　ﾋｴﾗﾎﾟﾘｽｰﾊﾟﾑｯｶﾚ　古代都市ﾎﾞｽﾗ　ﾋﾞﾌﾞ

ﾛｽ　ｴﾙｻﾚﾑの旧市街とその城壁群　ﾊﾞｰﾙﾍﾞｯｸ
05

5560 世界遺産　新たなる旅へⅣ 64 D

大航海時代の残照　ﾘｽﾎﾞﾝのｼﾞｪﾛﾆﾓｽ修道院とﾍﾞﾚﾝの塔　ｺﾞｱの教

会群と修道院群　ｺﾞｰﾙ市街とその要塞群　古代都市ｱﾕﾀﾔと周辺の

古代都市群　琉球王国のｸﾞｽｸ及び関連遺跡群

05

5559 世界遺産　新たなる旅へⅢ 64 D
聖地巡礼　ウルル･カタ･ジュタ国立公園　泰山　曲阜の孔廟･孔林･

孔府　宗廟　天壇：北京の皇帝の廟壇
05

5558 世界遺産　新たなる旅へⅡ 64 D
悠久のｲﾝﾄﾞ　ｸﾄｩﾌﾟ･ﾐﾅｰﾙ　ｺﾅｰｸﾗの太陽神寺院　ﾀﾞｰｼﾞﾘﾝ･ﾋﾏﾗﾔ

鉄道　ﾊﾞﾝﾋﾞの建造物群　ﾀｰｼﾞﾏﾊﾙ　ｱｰｸﾞﾗ城塞
05

5557 世界遺産　新たなる旅へⅠ 64 D
故宮と中国の古都　明清の皇居群　蘇州古典園林 麗江旧市街

ラサのポタラ宮歴史地区群
05

 【世界自然遺産】

5712 世界自然遺産　Ｓ　知床 21 D
北海道、知床は2005年7月世界自然遺産に登録されました。流氷

がもたらす独自の生態系、手付かずの自然
09

5711 世界自然遺産　Ⅹ　アフリカⅡ 60 D

ﾊﾞﾝﾀﾞﾙｷﾞﾝ国立公園（ﾓｰﾘﾀﾆｱ･ｲｽﾗﾑ共和国）　ﾒ渓谷自然保護

区（ｾｰｼｪﾙ共和国）　ｸﾞﾚｰﾀｰ･ｾﾝﾄ･ﾙｼｱ湿地公園（南ｱﾌﾘｶ共和

国）　ﾆｵｺﾛｺﾊﾞ国立公園（ｾﾈｶﾞﾙ共和国）　ﾁﾝｷﾞ･ﾃﾞ･ﾍﾞﾏﾗ厳正

自然保護区(ﾏﾀﾞｶﾞｽｶﾙ共和国

09

5710 世界自然遺産　Ⅸ　アフリカⅠ 60 D

ﾓｼ･ｵ･ﾄｩﾆｬ/ｳﾞｨｸﾄﾘｱの滝(ｻﾞﾝﾋﾞｱ共和国/ｼﾞﾝﾊﾞﾌﾞｴ共和国）　ｷﾘ

ﾏﾝｼｼﾞｬﾛ国立公園(ﾀﾝｻﾞﾆｱ連合共和国）　ﾏﾗｳｲ湖国立公園（ﾏﾗ

ｳｲ共和国）　ｾﾙｰ･ｹﾞｰﾑ・ﾘｻﾞｰﾌﾞ(ﾀﾝｻﾞﾆｱ連合共和国）　ｼﾞｭｯｼﾞ

国立鳥類保護区(ｾﾈｶﾞﾙ共和国）

09

5709 世界自然遺産　Ⅷ　ヨーロッパⅡ 60 D

ｶﾑﾁｬﾂｶ火山群　ﾊﾞｲｶﾙ湖(ﾛｼｱ連邦）　ﾍﾞﾗｳﾞｪｼｭｽｶﾔ･ﾌﾟｰｼｬ/ﾋﾞｬ

ｳｫｳﾞｨｴｼﾞｬの森(ﾍﾞﾗﾙｰｼ共和国/ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ共和国）　ｽﾚﾊﾞﾙﾅ自然

保護区(ﾌﾞﾙｶﾞﾘｱ共和国）　ｱｸﾞﾃﾚｯｸ・ｶﾙｽﾄとｽﾛﾊﾞｷｱ･ｶﾙｽﾄの洞窟

群(ﾊﾝｶﾞﾘｰ共和国/ｽﾛﾊﾞｷｱ共和国）

09

5708 世界自然遺産　Ⅶ　ヨーロッパⅠ 60 D

ﾕﾝｸﾞﾌﾗｳ-ｱﾚｯﾁｭ-ﾋﾞｰﾁﾎﾙﾝ（ｽｲｽ連邦）　ｺﾙｼｶのｼﾞﾛﾗｯﾀ岬､ﾎﾟﾙﾄ

岬、ｽｶﾝﾄﾞﾗ自然保護区及びﾋﾟｱﾅ･ｶﾗﾝｹ(ﾌﾗﾝｽ共和国）　ﾄﾞﾆｬｰﾅ

国立公園(ｽﾍﾟｲﾝ）　ｴｵﾘｱ諸島（ｲﾀﾘｱ共和国）　ﾌﾟﾘﾄｳﾞｨｯﾁｪ湖

群国立公園(ｸﾛｱﾁｱ共和国）

09
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5707 世界自然遺産　Ⅵ　オセアニア 60 D

ｸﾞﾚｰﾄ・ﾊﾞﾘｱ・ﾘｰﾌ　ｸｲﾝｽﾞﾗﾝﾄﾞの湿潤熱帯地域　ﾊﾟｰﾇﾙﾙ国立公園

西ｵｰｽﾄﾗﾘｱのｼｬｰｸ湾(ｵｰｽﾄﾗﾘｱ連邦）　ﾃﾞﾜﾋﾎﾟｳﾅﾑ-南西ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝ

ﾄﾞ(ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ）

09

5706 世界自然遺産　Ⅴ　アジアⅡ 60 D

ｷﾅﾊﾞﾙ自然公園(ﾏﾚｰｼｱ）　ﾌｫﾝﾆｬ-ｹﾊﾞﾝ国立公園(ﾍﾞﾄﾅﾑ）ﾄｩﾊﾞﾀﾊ

岩礁海中公園(ﾌｨﾘﾋﾟﾝ共和国）　ｳｼﾞｭﾝ・ｸﾛﾝ国立公園(ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ

共和国）　ｺﾓﾄﾞ国立公園(ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ共和国）

09

5705 世界自然遺産　Ⅳ　アジアⅠ 60 D

武陵源の自然景観と歴史地域　雲南三江併流の保護地域群（中

華人民共和国）　ｼｭﾝﾄﾞﾙﾎﾞﾝ(ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ人民共和国）　ｱﾗﾋﾞｱ

ｵﾘｯｸｽの保護区(ｵﾏｰﾝ国）　白神山地(日本国）

09

5704 世界自然遺産　Ⅲ　南アメリカ 60 D

ｶﾅｲﾏ国立公園（ﾍﾞﾈｽﾞｴﾗ･ﾎﾞﾘﾊﾞﾙ共和国）　ｶﾞﾗﾊﾟｺﾞｽ諸島(ｴｸｱ

ﾄﾞﾙ共和国）　ﾊﾟﾝﾀﾅﾙ保全地域(ﾌﾞﾗｼﾞﾙ連邦共和国）　ｲｸﾞｱｽ国

立公園（ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ共和国/ﾌﾞﾗｼﾞﾙ連邦共和国）　ﾛｽ･ｸﾞﾗｼｱﾚｽ

（ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ共和国）

09

5703 世界自然遺産　Ⅱ　中央アメリカ 60 D

ﾍﾞﾘｰｽﾞのﾊﾞﾘｱ･ﾘｰﾌ保護区（ﾍﾞﾘｰｽﾞ）　ｱﾚﾊﾝﾄﾞﾛ･ﾃﾞ･ﾌﾝﾎﾞﾙﾄ国立

公園(ｷｭｰﾊﾞ共和国）　ｴﾙ･ﾋﾞｽｶｲﾉのｸｼﾞﾗ保護区(ﾒｷｼｺ合衆国）

ﾓｰﾝ･ﾄﾛﾜ･ﾋﾞﾄﾝｽﾞ国立公園(ﾄﾞﾐﾆｶ国）　ﾀﾞﾘｴﾝ国立公園(ﾊﾟﾅﾏ共

和国）

09

5702 世界自然遺産　Ⅰ　北アメリカ 60 D

ｲｴﾛｰｽﾄｰﾝ　ｸﾞﾗﾝﾄﾞ･ｷｬﾆｵﾝ国立公園　ﾖｾﾐﾃ国立公園　ｶｰﾙｽﾞﾊﾞｯﾄﾞ

洞窟群国立公園(ｱﾒﾘｶ合衆国）　ｸﾙｱｰﾆｰ/ﾗﾝｹﾞﾙ･ｾﾝﾄ・ｲﾗｲｱｽ/ｸﾞ

ﾚｰｼｬｰ･ﾍﾞｲ/ﾀｯﾁｪﾝｼﾆｰ-ｱﾙｾｸ(ｶﾅﾀﾞ/ｱﾒﾘｶ合衆国）

09
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