
③複合遺産②自然遺産①文化遺産

文化遺産と自然遺産
両方の価値を持つもの

生き物の住む場所や
貴重な自然など

建物や遺跡など

世界遺産「明治日本の産業革命遺産」の
ひみつにせまる問題が裏面にあるよ！
このパンフレットも参考にしてね！

三重津海軍所跡を含む「明治日本の産業革命遺産」は、

文化遺産として世界遺産に登録されています。

世界遺産ってなに？
世界中の人々にとって大切な遺跡や風景、自然などのことです。

ずっと先の未来まで守り、受け継いでいかなければならないものが世界遺産です。

世界遺産にはどんな種類があるの？

裏面で構成資産をチェック！

世界文化遺産

「明治日本の産業革命遺産」ってなに？

　西洋では、18世紀の終わり頃から、産業の

中心が工業へと変化し、日本にもこの変化が

伝わってきました。「明治日本の産業革命遺産」

は、日本が西洋以外の国では初めて工業中心

の産業社会へ変化したこと、この変化をわずか

50年あまりという短期間で成功させたこと

がよくわかる遺産です。

　正式な名前は「明治日本の産業革命遺産　

製鉄・製鋼、造船、石炭産業」で、2015年に

日本では19番目の世界遺産として登録され

ました。

今も使われている工場や設備が世界遺産の構成

資産になったのは、日本で初めてのことです。

裏面の地図で、どんな構成資産が今も使われて

いるのか調べてみましょう！

今も使われている遺産がある⁉

「明治日本の産業革命遺産」はたくさんの遺産からできている！？

「明治日本の産業革命遺産」の構成資産は、
どんなところにあるんだろう？

一番北の構成資産は岩手県釜石市にあります。

一番南の構成資産は鹿児島県鹿児島市にあります。

構成資産は８つの県の11の市にあります。

◎

◎

◎

こんなに広い地域に構成資産がある世界遺産は、

日本では「明治日本の産業革命遺産」が初めてです。

たくさんの建物や遺跡を集めてつくったグループが

「明治日本の産業革遺産」という名前で世界遺産に登録されている！

Point!

明治日本の産業革命遺産は日本全国にある23の遺産で成り立っています。

世界遺産は、姫路城のように１つのものだけで登録することもできますが、たくさんの建物や遺跡を集めたグループ

で登録することもできます。

「明治日本の産業革命遺産」は、23の建物や遺跡などの遺産をひとつのグループにして世界遺産に登録したものです。

グループをつくっている一つひとつの遺産のことを「構成資産」と呼びます。

○

○

○

くわしく

マチュ・ピチュの歴史保護区姫路城 屋久島 マチュ・ピチュの歴史保護区姫路城 屋久島

いわ   て　　　  かま  いし

  か　 ご　 しま　　　  か　 ご　 しま

こう  せい　 し　 さん

めい　じ　  に　ほん　　　 さん ぎょう かく   めい　い　さん

せい てつ　　 せい  こう　　 ぞう  せん　　 せき  たん  さんぎょう

「明治日本の産業革命遺産」の構成資産は３つの分野に分けられるよ！

地図の中の〇を資産の分野ごとに色分けしてみよう！

地図の中にある　　　　　　　  に構成資産の名前を書いてみよう！

②

　①

製鉄・製鋼 ： 赤　　　　造船 ： 青　　　　石炭産業 ： 黒

※ピンク色のマップにヒントがあるよ！

長崎県 長崎市

小菅修船場跡

三菱長崎造船所 第三船渠

同 ジャイアント・

カンチレバークレーン

同 旧木型場

同 占勝閣

高島炭坑

　

旧グラバー住宅

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

福岡県 北九州市・中間市

官営八幡製鐵所

遠賀川水源地ポンプ室

22.

23.

山口県 萩市

萩反射炉

恵美須ヶ鼻造船所跡

大板山たたら製鉄遺跡

萩城下町

松下村塾

1.

2.

3.

4.

5.

10.

岩手県 釜石市

橋野鉄鉱山

佐賀県 佐賀市

11.

鹿児島県 鹿児島市

寺山炭窯跡

関吉の疎水溝

6.

福岡県 大牟田市

静岡県 伊豆の国市

9.

7.

8. =現在も使われている資産

世界遺産「明治日本の産業革命遺産」のひみつにせまる問題に挑戦！！世界遺産「明治日本の産業革命遺産」のひみつにせまる問題に挑戦！！

◎確認しよう！～明治日本の産業革命遺産～

Q1）世界遺産は世界中の人々にとって大切な遺跡や風景、自然のこと。

Q2）世界遺産はすべて「姫路城」のようにひとつの資産で登録される。

Q3）明治日本の産業革命遺産は日本では20番目に世界遺産に登録された。

Q4）明治日本の産業革命遺産の構成資産は8つの県の11の市にある。

Q5）明治日本の産業革命遺産はいくつの構成資産でできている？

Q6）三重津海軍所跡は何分野の構成資産？

○か？×か？▶

○か？×か？▶

○か？×か？▶

個

分野

○か？×か？▶

・旧本事務所

・修繕工場

・旧鍛冶工場

熊本県 荒尾市・宇城市

三池炭鉱・三池港

 

三角西港

20.

21.

・宮原坑、万田坑

・専用鉄道敷跡

・三池港

なが さき　　　　　　　  ながさき

ふく  おか　　　　　　　  きたきゅうしゅう　  なか ま やま ぐち　　　　　　　  はぎ いわ  て　　　　　　　  かまいし

さ　 が　　　　　　　  さ   が

しず おか　　　　　　　　 い  ず

か　 ご　しま　　　　　　　　　   か　ご  しま

ふく おか　　　　　　　  おお  む   た

   こ　 すげ  しゅう せん　 ば　あと

 みつ  びし  なが  さき  ぞう  せん  じょ    だい  さん  せん  きょ

　　　  きゅう　き　 がた　 ば

　　　　せん  しょう かく

 たか　しま　たん　こう

　

きゅう　　　　　　　　　　　じゅうたく

てら　やま　すみ　がま　あと

せき　よし　　　　 そ　 すい　こう

かん   えい　や　 はた   せい  てつ  しょ

おん　 が　 がわ  すい  げん　 ち　　　　　　　　　 しつ

きゅうほん  じ　 む  しょ

しゅうぜんこうじょう

きゅう か　 じ  こうじょう

はぎ　はん　しゃ　  ろ

  え　　び　　す　 が　はな  ぞう  せん  じょ  あと

おお  いた  やま　　　　　　　　  せい  てつ　い　せき

はぎ  じょう　か　 まち

しょう   か　 そん じゅく

はし　 の　 てっ　こう　ざん

くま  もと　　　　　　　  あら  お　　　  う　き

み　いけ　たん　こう　　み　 いけ　こう

み　すみ　にし　こう

みやのはらこう　  まん  だ  こう

せん よう てつ どう じき あと

  み  いけ こう
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