◆最新版◆ 令和 4 年（2022）11 月現在

班別・団体修学旅行、校外学習の計画立案に！

教育旅行教材のご案内
これからの若人たちのため、
地球温暖化防止、
また、
そこに生活する人々のためにも、
旅行には電車・バス等の公共交通機関をご利用くださるようお願いいたします。

P6

サイズが小さく
軽くなりました！

P4

P8

P11

修学旅行の目的とは
単なる観光旅行や物見遊山とは違う日本の文化的側面や歴史的側面を見学するとともに、いわ
ば文化・歴史に興味を持たせること、それが私たちの目的であります。単に見学をしたからといっ
て真の感動は体験できません。真の感動を体験させるためには何が必要かといえば、私は事前学
習が必須だと考えています。事前学習で学ぶことによって、当時生きた人々の身ぶりや手ぶりを
想像しながら見学することができ、歴史観を育て、ものの見方・考え方を育み、見学で感動を呼
び起こすのではないかと考えています。
子供は面白さは与えてくれるもの、面白くさせてくれることに期待するといった考えがあり、
驚きやおかしさが無ければ面白くない、そう考えてしまいがちであります。しかし、本当の面白
さというものは与えられるものでは無く、掴みにいくものだということを理解させる、修学旅行
はそのよい機会であると考えています。
東京都内某中学校「学校だより」より、ご許可をいただいて一部引用

NEW!

鎌倉・沖縄・広島・長崎・北海道・岩手方面の修学旅行
教材の取り扱いを開始いたしました！ P22・25〜29

無料 サンプルお申し込み要領はP31へ！ お得なセット販売はP8へ！
株式会社ユニプラン
〒 601-8213 京都市南区久世中久世町 1 丁目 76 番地
TEL.075-934-0003 FAX.075-934-9990 http://www.uni-plan.co.jp
E-mail info@uni-plan.co.jp

※HPの「立ち読み」
（試し読み）が好評です。ぜひご覧下さい。

1

〜主体的・対話的で深い学び（アクティブ・ラーニング）を実践ください〜

「ワークブック」を中心とした課題解決型の
修学旅行事前学習について
修学旅行の大きな要素の一つ（班別）自主研修は、まさに“アクティブ・ラーニング”
の典型例です。

—「生徒自身がテーマ」を定め、それに沿った「行動計画」を立て、
「事前に調査」し、
「行動」し、班別に「話し合って結果をまとめ」て、
「発表」する—
この学習を充実したものにするためには、
「生徒たちとどう取り組めばよいのか」
「どんな資料が必要なのか？」
是非、弊社のラインナップをご検討下さい。

「修学旅行のオリジナルしおり作成致します！」
学校オリジナルの修学旅行のしおり作成致します。
生徒さんが作成したイラストや学校名も刷り込む
ことが可能です。詳しくはＨＰをご覧ください。

1、自主研修をプランニングする
◎事前学習にはじまり、テーマ設定、下調べの仕方、コースづくりの補助、事後の学習までをフォロー。話合い・テー
マ設定のノウハウ・ポイントも解説していて、事前学習の骨子作りに最適です。学習そして思い出の「しおり」とし
てもオススメできます。

※〜もっと楽しめる〜修学旅行・校外学習ワークブック京都編… ……………………… P11
※〜もっと楽しめる〜都内研修・修学旅行ワークブック東京編（横浜付）……………… P20
※〜もっと楽しめる〜自主研修・修学旅行ワークブック沖縄本島編… ………………… P28

2、事前学習・下調べをしよう

タクシー研修にも
最適！

◎事前学習をするならば、訪問予定地の詳しい情報が必要です。それぞれの学習・観光施

設の解説、料金・交通等のデータを写真と共に紹介しています。

タクシー観光 おススメ京都編… ……………………………………………… P6
散策＆観賞 京都編
……………………………………………………… P8
散策＆観賞 奈良大和路編
…………………………………………… P15
散策＆観賞 東京編
…………………………………………………………………… P19
散策＆観賞 古都鎌倉編
……………………………………………………………… P22
散策＆観賞 大阪編
…………………………………………………………………… P23
散策＆観賞 KANSAI ー四都巡り
………………………………………………………… P16
その他の副教材（京都）………………………………………………………………… P17・30
散策＆観賞 長崎市内編
… ……………………………………………………………… P26
散策＆観賞 札幌市内編 + ウポポイ
… ………………………………………………… P27
散策＆観賞 岩手（南部地域）編
… ……………………………………………………… P27

3、効率のいいコース作り、
道に迷わない現地散策に必携
◎目的地への移動を、詳細な地図と具体的なのりもの案内でサポート。

乗る＆歩く
乗る＆散策
乗る＆歩く

京都編 … ………………………………………………………… P4
奈良編………………………………………………………… P14
東京編（横浜付）
… …………………………………………………………… P18

◎現地散策に必要な情報・範囲に特化した専用の地図。

でか MAP 京都 … ……………………………………………………………………………
でか MAP 奈良… ………………………………………………………………………………
でか MAP 東京… ………………………………………………………………………………
でか MAP 鎌倉・横浜……………………………………………………………………………
でか MAP 大阪… ………………………………………………………………………………
でか MAP 神戸・大阪……………………………………………………………………………
でか MAP 長崎… ………………………………………………………………………………

P12
P16
P21
P22
P24
P24
P26

◎コース作り・検討に最適！書き込んで旅行後の発表用にも。物件の表示方法、色使いなどを工夫した書
き込みやすい専用 MAP。

My Map KYOTO 京都白地図… ……………………………………………………………… P13
My Map TOKYO 東京白地図… ……………………………………………………………… P21
ワークブック白地図 東京………………………………………………………………… P21

広島・沖縄平和学習にオススメ！
NEW!!「ノーモアヒロシマ」
伝えていこう ! 平和～広島平和学習に行く前に読む本～

… ………P25

NEW!!「オキナワの苦難を知る」
伝えていこう ! 平和〜沖縄平和学習に向けて読む本〜
2

… ……P29
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自主見学の計画及び現地散策必携本

使いやすさを第一に！ありがとう。50 年目。

乗る＆歩く 京都編

■主な充実ポイント

2022年4月8日発売

2022 年度春の交通改正

2022 〜 2023
本体 1,000 円＋税

交差点などのバス停は、多い所で4 ～ 13
箇所もの乗降標柱があり、複雑で迷いがち
です。ユニプランの乗物ガイドでは「乗り場」
はもちろん「降り場」のバス停も明示。
これでもう迷いません！

〈京都市交通局〉
市バス／ 2022 年 3 月19 日
〈京都バス〉2022 年 3 月19 日
〈JR バス〉2022 年 3 月19 日
〈JR〉2022 年 3 月12 日

＊コラム「京都の概観と気温」を掲載。

「京都の
『のりもの』
を使いこなすのは難しい」
と、おっしゃる方に、工夫を凝らした強力ガ
イドがさらにリニューアルして新登場。行きたい名所へ、どのバス停（駅）から、多系統ある
どのバス
（電車）
に乗ればいいのか、そのバスの発車頻度、所要分、下車バス停も地図上
に示して掲載。勿論、新工夫の観光時刻表付き。
そして名所も写真とガイド付きで87スポットを、さらに郊外・穴場の名所 24スポットを地図、

対応版
リニューアル版
A5版サイズ

210mm

235mm

＊運賃表を掲載。
市バス・京都バス・各鉄道を含む「主なバス・電車運賃表」を掲載しております。

＊
「この本の使い方」をリニューアル。

148mm
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＊教育現場でも注目される UD フォントを採用。
本紙説明文はもちろん、地図、のりもの案内表組にも採用し、より見やすく工夫いたしました。

＊エリア地図上で市バスは、系統番号を表示。
市バスの経路が分かり、お近くのバス停からの乗車に便利です。
また、エリア内の移動が一目で分かり、メインスポット以外にも近くのスポットに寄り道できます。

166mm

約90％に
縮小！

＊地図に便利、災害時に役立つ情報を追加。
修学旅行パスポートにて優待を受ける事ができる場所が地図上で分かる。
地震などの災害時、連絡方法として使用できる主な公衆電話の位置を地図上に表記。

＊見学物件紹介をそのエリア地図の見開き内でガイド。
旅行計画が立てやすくなります。時間がある場合には近くのスポットにも寄り道できます。

サイズが小さくなりました！
より持ちやすく軽量化し、現地での持ち運びに便利になりました！

従来版
乗る＆歩く京都編

＊レイアウトを改善。
時刻表文字サイズや配置などを大きく見直し見やすくなりました。

＊のりもの案内表組の乗換えの説明がより分かりやすく。
（乗換時の降り場と乗り場を表記）

◆内容
A5 判 223 ページ
●のりもの路線図・詳細地図とのりもの案内、乗り換えに便
利なバス停留所、索引、社寺文化施設
115 ページ
（カラー・モノクロ）
●バス・電車の観光時刻表・主要バス系統別停留所一覧付
き 108 ページ
（モノクロ）

「バス一日券」
「地下鉄・バス一日券」
「京都修学旅行 1dayチケット」

■主な充実ポイント

のりもの案内、ガイドで紹介。
・ 鉄道時刻表は、JR・京阪電車・近鉄電車・叡山電車・嵐電の平日と休日ダイヤを収録。各駅毎にダイヤを追っ
ていけるタリフ形式なので、乗車・到着時間が一目で分かります。
・ バス時刻表は、市バス系統、京都バス系統等、所要分を付記した
「停留所一覧」
と併せて主な停留所ダイヤ
を収録。所要分を追っていけば未収録の停留所ダイヤもすぐに割り出せます。
さらに市バス各系統停留所一
覧
（ダイヤ）
にアクセスできる QR コードを表示しました。他にも、JR バスなどを含めた郊外名所の最寄停留所
の標柱ダイヤを収録。現地ではもとより、行程計画に便利です。
また、
「停留所一覧」
は、安心して乗降してい
ただくための一助ともなります。
＊時刻表は、初期発表から機関の都合で変更される場合があります。利用にあたっては、各機関 WEB サイト
等でのご確認をお願いします。
・「のりもの案内」
は表組にし、
アクセス毎で、
さらに分かりやすく表示。のりものの
発車頻度とともに、
どこに降りたのかもわかるように下車停も掲載しました。
・最寄りのバス停・駅から名所はもとより、
名所から名所への徒歩所要分、
名所での詳しいアドバイスも満載です。
・尋ねる時も安心です。難読名称・地名もヨミガナを入れ、総索引も充実しました。
・見学地を決めたら見てほしい「社寺文化施設一覧」
は約 180 件掲載しております。
・ 本冊にて、市内のバス・電車を網羅した最新の「京都のりもの路線図」
と、
「乗り換えに便利なバス停留所」
を
掲載いたしました。
もうこれで乗り換えもスムーズです。
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WITH コロナ時代の班別研修に

タクシー観光 おススメ京都編

ポイント 2

2022 年
11 月発行

〜詳細なガイド・駐車場情報・白地図・おすすめランキング等〜

本体 900 円＋税
◆内容 A5 判
161 ページ
散策案内 145 ページ
（カラー）
、モノクロ16 ページ

各見学施設 244 件の見どころを詳しく説明しているので、
行先決めなど事前学習に最適です。拝観・見学時間や料金な
どの情報も網羅

244件

紹介物件

京都大手タクシー会社ご協力！
！
タクシーで班別研修をする修学旅行生の方に向
けた一冊。
京都の主要観光名所はもちろん、あまり詳しく
紹介されない社寺や宇治・西山・長岡・大山崎。
南部郊外の社寺や文化施設も紹介
専用駐車場や近隣駐車場の台数・料金を記載した
「駐車場情報」
と、大手タクシー会社に協力頂

ポイント 3

エリア地図や各施設の
専用駐車場や近隣の大
型駐車場なども紹介。台
数・時間・料金を掲載。

いたプラン作りのための「白地図」
とタクシー運
転手さんが選ぶ「京都名所BEST10」も収録！

ポイント 4

タクシーの運転手
がこれまでの経験
から選んだおスス
メの名所をランキ
ングでご紹介

本書のポイント
ポイント 1

タクシー会社考案のコースづくりの方法と移動所要分・見学所要分
が分かるので計画が立てやすい。

ポイント 5

タクシー会社考案の白地図
6
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注目のポイント

見学地検討及び事前学習用図書

京都社寺案内

散策＆観賞
本体 600 円＋税

2022 年 5 月発行

（教育現場で話題の UD フォントを採用）

京都編

ポイント 1

詳細なガイド、また豊富な欄外解説により、歴史的人物・出来事、関
連物件など、様々な角度から学習できます。
各ページ欄外に、本
文で紹介した物件に
関係のある人物や歴
史などを写真も交え
て紹介。学習のテー
マやポイントを絞り
込むのに最適です。

京都らしさを色濃く
残す「京都市伝統的
建造物群保存地区」
の紹介など欄外コラ
ムも充実。

テーマ別物件ガイド掲載

伝統工芸、国宝建築、仏像、庭園、文学
社寺・施設、文化、行祭事、歴史上の人物・出来事、
古典・近代・現代文学、体験学習、
仏像、建築、庭園 etc...
京都について、広く関心を持ち、深く学び、楽しく巡る
見学箇所選定の最適本です。
◆内容
Ａ５判 128ページ
散策案内96ページ
（カラー）
、モノクロ32ページ

◆本書の構成
●社寺・文化施設約 200 ヶ所紹介
◎代表的な紹介物件は、東寺、西本願寺、相国寺、北野天満
宮、二条城、東福寺、泉涌寺、三十三間堂、清水寺、高台
寺、知恩院、平安神宮、南禅寺、永観堂、銀閣寺、詩仙堂、
圓光寺、鞍馬寺、三千院、大徳寺、延暦寺、金閣寺、龍安
寺、仁和寺、妙心寺、広隆寺、天龍寺、大覚寺、高雄、苔寺、
醍醐寺、法界寺、萬福寺、平等院など。

●歴史上の人物解説 32 人
◎代表的な紹介人物は、足利義満、一休、小野小町、空海、
近藤勇、最澄、坂本龍馬、親鸞、菅原道真、千利休、徳川
家康、豊臣秀吉、法然、源義経、源頼朝、紫式部、吉田兼
好など。

●行事・出来事・文化解説約 30 件
北山文化、東山文化、五山送り火、時代祭、祇園祭、葵祭、
お土居、平安京など。

●京名物紹介 74 件
あぶり餅や大徳寺納豆、みたらし団子など京ならではのお
楽しみ。

●庭園初歩入門
枯山水、借景等、様々な庭園様式を解説。

路線バス・タクシー等の自主
研修、
観光バス等の団体移動、
その他あらゆる形態の修旅の
事前学習で役立ちます。

各ページ下には、周
辺の名物・ランチ・
お土産品などを紹介
しています。旅のお
楽しみとして参考に
してください。

ポイント 2

主な社寺の境内図を
掲載。あらかじめ見
学したい場所を確認
できます。

人気の観光スポット「四条界隈」を見開きでガイド。近代建築と町家
が共存し、見学スポットも豊富な、歩いて楽しめるエリアです。
またここは幕末関連の史
跡が豊富なエリアでもあ
り、新選組、坂本龍馬な
ど人気のテーマでの散策
が楽しめます。

写真付きで各見どころの建
築物、お土産、名物などを
紹介。

!!
NEW ●テーマ別物件ガイド

文学・伝統工芸・仏像・国宝建築・庭園を一覧で紹介。

参照ページや年代も表記しているのでテーマ学習に便
利。

●仏像初歩入門
仏像の様式、種類について解説。

●観賞の手引き

ポイント 3

文中の難しい用語を解説。仏像の名称、建築の形式もイラ
ストで掲載。

●京都関係年表
日本の歴史と京都の歴史を重ね合わせた年表。マクロな
歴史と局地的な出来事を同時に知る事ができます。

●京都市伝統的建造物群保存地区
祇園や産寧坂、嵯峨鳥居本など京都らしい町並みが観賞で

庭園・建築・仏像・歴史年表・
文学・用語集など、事前学
習をサポートする資料を豊
富に掲載。

ポイント 4

ワークシートを
本体巻末に掲載

行程計画などを書き込むことができる
ワークシート付き。
バスやタクシー
で巡るのに便利
な行程計画表を
はじめ、旅行計
画に便利な書き
込み欄が豊富。

本体の内容に
ついては左
ページを参照
して下さい。

きるエリアを解説。

●歩いて楽しい 烏丸〜河原町周辺繁華街エリア
ガイド
宿泊施設が集中し、ビジネス、アクセスの中心地であり、
町家や近代建築を観賞でき、お土産など買物も楽しめる、
歩いて楽しいエリア紹介です。

●ワークシート（行程計画）

ポイント 5

人気観光物件タクシー所要分を掲載
バスやタクシーで巡るのに便利な行程計画表をはじめ、旅行計画に便利な書き込み欄が豊富。

バス・電車、タクシー自主研修の行程計画に便利なワー

8

クシートです。
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お得なセット販売のご案内

修学旅行班別自主研修の最適本
〜もっと楽しめる〜

修学旅行・校外学習ワークブック 京都編

本体 500 円＋税

改定 4 刷

2019 年 4 月発行

「京都で何するの？」
「行きたい場所を挙げてみよう」
「テーマはどうする？」
「どうやってコースを決めればいいの？」
「班の計画をまとめてみよう
！」
一人で考え、
みんなと話し、
班のメンバーとのオリジナルな自主研修をプランニングして頂けます。

生徒さんみんなが参加し・楽しめ・成果を上げる

ワークシート方式 を採用 !!

大評判の指導用マニュアル付（1 学級 1 部程度）
◆仕様
B5 判・本文 64 ページ
（カラー）

7つのステップで
自主研修プランを進めます！

2

step

1

step

事前学習をしよう
沖縄の地理、歴史、自然、
生き物などの疑問や体験した
い事を探そう

6

step

商品名

10

定価（税込）

参照頁

乗る＆歩く京都編

1,100円

P4参照

散策＆観賞京都編

660円

P8参照

でかMAP京都

440円

P12参照

散策＆観賞奈良大和路編

600円

P15参照

乗る＆歩く東京編（横浜付）

869円

P18参照

でかMAP東京

440円

P22参照

自主研修
感想ノート

自主研修中の日誌。気づい
たこと、面白かったこと、驚
いたことなど書きとめよう

班づくりと
テーマの決定

班のメンバーを決めて話し合い、
みんなでテーマを決めよう

7

step

発表会の準備
事前学習から自主研修まで
の事を整理し、発表に向け
て準備しよう

5

step

自主研修修学旅行
のしおり

日程表や携行品リストなど旅の
しおりを作ろう

13

step

事前学習をしよう
下調べしよう
テーマに関わる事柄について
本や新聞、インターネットで調
べて来訪地を決めよう

14

step
コースづくりと
事前学習をしよう
行程計画
来訪する候補地を地図
に記入し、時間内に回
れるようにコースを決め
よう

11

大判

修学旅行自主見学・コース検討用地図

修学旅行でか MAP 京都
本体 400 円＋税

京めぐりのための書込み用白地図版が登場！

My Map KYOTO 京都白地図

〜事前学習・自主研修用〜

旅行計画・オリジナルコース・スポット作成に !!

2022年7月発行

表面は京都市内全体図、裏面は市内中心部の「修学旅行でか MAP」！！

「従来の片面印刷（市内中心部図）が両面印刷にグレードアップ！
！
新たに加わった「市内全体図」で、
伏見や宇治、上賀茂や大原までも
対応しました

京都の見学施設をこれ一枚に！
バス停名も明記してあり、
事前学習・自主研修用地図として
さらに便利になりました！
京都市内全体図面

※裏面「修学旅行でか MAP」は、京都の主要な観光地
がほぼ範囲内にある地図です。

◆内容
928 × 616mm（両面カラー）
◆特色
１．表面：京都市内全体図 １：32,000
北…大原、鞍馬、高雄等
東…比叡山、東山、醍醐
南…長岡京市、宇治平等院
西…清滝、嵐山、大原野

2021年10月発行

京都市内全体図面

「嵯峨野」や「東山」「西陣」「御室」な
どの地名も掲載。さらに鉄道・地下鉄各
線はもちろん、他にはない、バス路線をバ
ス停と共に表示。旅行の計画・現地の散
策にもってこいのオススメMAPです。

本体 545 円＋税

◆内容
928 × 616mm（両面：特色 4 色 薄色印刷）
◆特色
1. 書込みがしやすい薄色印刷を採用！
書込みを邪魔する、カラー文字・ラインは極力排
除しております。 水性マーカーも使いやすい上
質紙を使用。
2. 主要な観光エリアはほぼ全てカバー、電車・バス
路線、駅・バス停も明示。

2．裏面：京都市内中心部図
「でか MAP」 1：15,000
北…府立植物園・大徳寺・金閣寺
東…銀閣寺・南禅寺・清水寺
南…東寺・東福寺
西…嵐山

※掲載範囲は「修学旅行でか MAP 京都」（表面：
京都市内全体図・裏面：京都市内中心図）と同じ
※本商品は、書込み用に簡易な表現に改めておりま
す。カラフルで見やすい地図をお探しの場合は、
「修学旅行でか MAP 京都」を是非お求め下さい。
でかMAP面

でか MAP 面（部分）

12

でか MAP 面

でか MAP 面（部分）
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奈良大和路見学の計画及び現地必携本

乗る＆散策 奈良編

奈良交通バス・近鉄電車
2020年3月14日の
改正対応の最新版（4月発行）

〜観光スポット乗り物ガイド〜
奈良交通バス系統別簡易路線図付き

本体 700 円＋税

※前回発行からの新規改正を反映

奈良のりもの案内と観光主要時刻表！
奈良大和路をバスや電車で自由自在に巡りたい方に！

★奈良から京都へ班別自主研修移動を計画している学校様にも好評です！
◆内容
＊時刻表は、初期発表から交
A5 判 128 ページ
通機関の都合で変更される
詳細地図とのりもの案内
80 ページ（カラー） 場合があります。利用にあ
（名所は、写真と解説で紹介）
たっては、各交通機関 WEB
サイト等でのご確認をお願
観光主要時刻表等 48 ページ（モノクロ）
いします。

◆特色
１．
「のりもの案内」ページ
●奈良市を中心に県内北中部13エリアの、観光地から観光地、観光地からターミナル間の交通手段・
所要分・運賃を分かりやすく表示しています。
●詳しい散策地図で、見学対象物件への道筋と乗降場を、一目で分かりやすく表現しました。
●奈良が初めての方でも安心便利な索引システムの
〈142件の社寺文化施設案内〉一覧付きです。
●地図中の目的地下車停に停留所名を入れましたので、
下車停確認にも安心です。
２．
「主要観光時刻表」ページ
●ダイヤ改正日、実施日等を明示した最新版です。
●交通機関様のご協力のもと、正確・最新のバス路線・系統・時刻情報を収録しています。

見学地検討及び事前研修用図書

散策＆観賞 奈良大和路編

本体 545 円＋税

2022年4月発行

日本の文化の源流、奈良。主要な観光名所を豊富な写真とともに紹介しています。
周辺案内図とともに、見所には境内詳細図をつけました。
教育現場で話題の UD フォントを採用！読み易くなりました！

2022年度秘仏公開情報掲載！
最新の社寺拝観情報更新
◆内容
A5 判 72 ページ
（カラー）
16 ページ
（モノクロ）
広大な奈良の観光エリアを地区ごとに 4 つに分けて、
モデルコースとともに紹
介。吉野エリア・飛鳥サイクリングマップも掲載。

◆本書の構成
●奈良県全域に広がる名所を選別。約 110 ヶ所を紹介するだけではなく、
見るべき建築・彫刻・絵画・史跡等を軸に記述しており、
現地見学及び事
前学習に最適です。
●奈良を地域ごとにエリア分けし、
モデルコース全 8 種を掲載。
●見学対象の拝観時間と観賞所要分、
最寄り停、
行事などを記述。
●巻末に鑑賞の手引きとして、
語句の説明、
仏像の名称・建築の形式・伽藍
配置図等を掲載。
●国宝（仏像・建築物）、
名勝、
特別史跡を一覧で表記
単なるガイドではなく、
●その他、
奈良関係年表など。

◆特色
●多用な写真を豊富に掲載。各名所の雰囲気を楽しめます。
●その他、
地図・境内配置図等。

美術・歴史案内の視点をいかした
修学旅行の事前学習副教材の
決定版！

国宝・重文のカラー写真が大好評！

●主要ターミナル・見学地の乗り場の時刻表を収録したので、行程計画にご利用いただけます。
● 奈良〜京都間の移動に便利な近鉄・JRの主要駅の
〈発駅〉時刻表も収録しました。
3．
「のりもの路線図」
●奈良市北部を中心としたのりもの路線図です。
●バス路線は、循環系統路線や、その他行き先方面別にグループ化した系統路線を、分かりやすく
色分けして表現しています。
●系統路線内に各々の系統番号を表示してありますので個別の系統が正確にたどれます。
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修学旅行自主見学・コース検討用地図

修学旅行でか MAP 奈良

本体 500 円＋税

京都をイラストで紹介
2021 年
発行

奈良公園周辺の班別自主研修にも便利！
！
ご好評のでかMAPシリーズの奈良編がリニューアルしました！
でかMAP 面にはバス停名とバス路線も掲載 !
また主要観光地や路線名、駅名に英語を表記している
ので、読み方や外国の方にもオススメです!
◆内容
928 × 616mm( 両面カラー）
◆特色
1. 表面：奈良広域図 1/62000
北…秋篠寺、般若寺、松柏美術館
東…談山神社、大神神社、長岳寺、石神神宮、弘仁寺、正歴寺
西…生駒聖天 ( 宝山寺 )、朝護孫子寺、当麻寺、九品寺
南…明日香、キトラ古墳、壷阪寺
※主な社寺文化施設索引を掲載
2. 裏面はでか MAP 面 1/15500
奈良公園を中心に秋篠寺、西大寺、唐招提寺、薬師寺、大安寺、白
毫寺、春日大社、東大寺など主要観光地が見やすく収めた「奈良公
園・西の京詳細図」になります !

自主見学の計画及び現地必携本

散策＆観賞 KANSAI 〜四都巡り〜
本体 762 円＋税

2007 年発行版

「京都から奈良・大阪・神戸に足を伸ばすので……」
「京都と奈良を1 冊にまとめた本が欲しいんですが……」
そんな皆様のお声に応えさせて頂きます！
京都を中心に奈良・大阪・神戸の観光物件を一挙に解説。
修学旅行のメイン物件を隈なく紹介して、関西一円を広く巡る場合に最適です！
◆仕様 A5 判 128 ページ（カラー）
◆内容
●京都・奈良・大阪・神戸の歴史、主要な観光スポットを紹介
●京都・奈良・大阪・神戸の社寺文化施設一覧
●京都・奈良・大阪・神戸のイエローページ

本体 500 円＋税
2022 年 3 月発行

京都ってこんな感じです ! わかりやすく、
かわいく京都を紹介するマップができました !
京都市及び近郊にある社寺文化施設のイラスト80 点以上掲載。広大
な京都を分割せずに一枚のイラストマップにしており、親しみやすいタッ
チで描いていて、眺めているだけで楽しめます。
また、日本語と英語を併記。通り名や地名の英語は国土地理院の「英
語表記規程」に従って作成しており、外国人にも分かりやすい表記と
なっています。
◆内容：928 × 616mm( 片面カラー )
※折りたたんだサイズは縦 130 ×横 155mm

イラスト：ながたみどり

◆掲載範囲：P10「でか MAP 京都（京都市内全体図面）」と同じ

みんなで京都観光を楽しみたい方に！

車いす・おとしよりのための
バリアフリー京都観光本体 2,381 円＋税
お身体が不自由な方も安心の修学旅行！

社寺・観光施設のバリアフリー情報を詳細に解説。入口・道・階段・多目的トイレ
などを写真と境内図にて掲載！
◆仕様：A4 判 128 頁 カラー

みんなで京都観光を楽しみたい方に！

FLAVOUR OF KYOTO（DVD 版）
本体 5,000 円＋税

48 分

本商品は、
「FLAVOUR OF KYOTO
（ビデオ版・3
巻セット）
」
を編集加工したリニューアル版となります。

KYOTO 旅行が楽しみに
「映像と音楽」で京都の雰囲気を満喫。歴史的文化財をはじめ京都
の自然や町並み、新名所をスケッチ。 ※解説ビデオではありません。

歩いて楽しむ京都の史跡
歴史上の人物の肖像画
約 22 点も掲載 !!

収録物件
京都…清水寺や金閣寺の世界遺産を中心に、平安神宮、平等院など全 45 物件・56 ページ
奈良…奈良公園界隈の東大寺、興福寺や唐招提寺、法隆寺など全 10 件・22 ページ
大阪…USJ はもちろん、大阪城、通天閣など全 8 件・14 ページ
神戸…神戸異人館を中心に、阪神・淡路大震災などについて学べる神戸港震災メモリアルパークや人と
防災未来センターなど全 24 件・14 ページ
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京都イラストマップ KYOTO MAP

史跡が満載の地図は、
大きく
・見やすく
・持ち歩きに最適！
著者・青木繁男氏は、
幕末関連の講演・ガイドを努める京都史跡研究家。経
験に裏打ちされた各コースは、
歴史への関心を深め、
史跡めぐりをより楽しくし
てくれるでしょう。
◆仕様：A4 判

34 頁

カラー

京都史跡研究家

青木繁男氏

龍馬・新選組らの京都史跡を歩く
13 コース 本体 552 円＋税

平清盛・源平時代の京都史跡を歩く
13 コース 本体 648 円＋税

明治・大正時代の京都史跡を歩く
13 コース 本体 600 円＋税

戦国時代の京都の史跡を歩く
13 コース 本体 600 円＋税
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自主見学の計画及び現地必携本

校外学習・班別自主研修の事前学習教材

東京編（横浜付） 2022年11月発行

本体 790 円＋税

東京・横浜を30のエリアに分け、詳細な地図と共に
見学・体験スポットを約300件以上紹介!
◆内容
A5 判 128 ページ +32 ページ
のりもの案内 112 ページ（カラー）
拝観・見学施設案内 16 ページ（モノクロ）
都内鉄道路線図（カラー）
地下鉄系統別沿線ガイド 32 ページ（カラー）

公共交通機関を使った
アクセスガイド

『都営・東京メトロ共通一日乗車券』
・
『東京メトロ学生用 24 時間券』
に対応
概要
「地下鉄系統別沿線ガイド・メトロネットワーク路線図」
「東京物件ガイド300件以上」
「30の各エリア詳細地図」
「エリア間の移動に便利なのりもの案内」
23区内郊外エリア
横浜エリア「みなとみらい21」
「山手公園」

最新

版

東京見学・体験スポットガイド

見学・体験スポット乗り物案内

乗る＆歩く

自主見学の計画及び現地必携本

散策＆観賞

東京編

2020年10月発行

本体 590 円＋税

修学旅行・校外学習でのテーマ決めなど事前学習の決定版！
名所旧跡、学習スポットなど重要物件約240 件以上。
豊富な写真と見やすい地図と共にご紹介しています！！
企業訪問
「伝統工芸体験スポット」を紹介 ! 東京染小紋・江戸更
紗・江戸切子・東京七宝・江戸硝子など東京の伝統工芸
が体験できる施設を多数掲載致しております !
◆内容
A5 判

120 頁

■歴史・文化
浅草寺・江戸東京博物館

etc...

東京の歴史、スポットガイド等 104 頁（カラー） ■政治・経済
社寺文化施設一覧等 16 頁（モノクロ） 国会議事堂（参議院）・日本銀
行（本店見学）・最高裁判所・
◆特色
文部科学省 etc...
■マスコミ
1. 大まかな物件間の位置を把握する
TBS 放送センター見学・朝日新
地図を掲載。
聞本社・アド・ミュージアム東
京 etc...
（1：39000）
■科学技術
2. 重要物件約 240 件に加え、観光に
科学技術館・気象科学館・日本
欠かせない周辺の名所の観光情報
科学未来館「Miraikan」 etc...
約 150 件を一覧形式で紹介。
■スポーツ
日本オリンピックミュージアム・日
3. アクセス方法や時間を掲載。
本サッカーミュージアム・野球殿堂
博物館・相撲博物館 etc...
■環境・エネルギー
虹の下水道館・水の科学館 etc...

にも
便利です！

■防災
警視庁・そなエリア東京（防災
体験学習施設） etc...
■戦争と平和
しょうけい館・靖国神社遊就館・
平和祈念展示資料館 etc...
■交通・物流
東京税関 情報ひろば・JAL 工
場見学〜スカイミュージアム
〜・羽田クロノゲート etc...
■企業
花王ミュージアム・森永乳業・
キヤノン etc...
■国際
日本アセアンセンター・ＪＩＣ
Ａ地球ひろば・ユニセフハウス・
国連広報センター・東京グロー
バルゲートウェイ etc...

「拝観・見学施設案内」
ワークシート付き！
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「歩ける」地図・でか MAP シリーズの第 5 弾！

修学旅行班別自主研修の最適本
〜もっと楽しめる〜

都内研修・修学旅行ワークブック東京編（横浜付）

本体 505 円＋税

2008年発行版

自主研修・修学旅行を生徒たちの成長の大きな機会にできるように、子どもたちが自ら学
び、自ら考え、創意工夫する、総合的な学習の一環としてサポート。ブレーンストーミン
グや親和図法を活用して生徒たち一人ひとりの知的好奇心・探究心を引き出し、グルー
プのメンバーと協調しながら、主体的に意欲的にテーマをもって歴史や文化を学ぶ研修
ができるようにします。
◆仕様
B5 判・本文 72 ページ
（カラー）

指導用マニュアル付 （1 学級 1 部程度）

7つのステップで
自主研修プランを進めます！

2

1

step

事前学習をしよう
東京の地理、歴史、文化、
企業などの疑問や体験したい
事を探そう

6

step

自主研修
感想ノート

自主研修中の日誌。気づい
たこと、面白かったこと、驚
いたことなど書きとめよう

20

班のメンバーを決めて話し合い、
みんなでテーマを決めよう

7

step

発表会の準備
事前学習から自主研修まで
の事を整理し、発表に向け
て準備しよう

5

step

自主研修修学旅行
のしおり

日程表や携行品リストなど旅の
しおりを作ろう

2022 年 7 月発行

本体 400 円＋税

最新の物件はもちろん、見学施設などの
東京索引をテーマ別にご紹介！
！
より修学旅行・校外学習に便利になりました
！
◆内容
928 × 616mm（両面カラー）
◆特色
1、表面……23 区全体図 1：53,000
〇観光に便利な東京総索引（約 600 件）
伝統・経済・スポーツなどテーマ別でも表記
〇東京メトロ・都営・JR などを網羅したメトロネッ
トワーク路線図
駅間の移動時間も表記
〇東京ディズニーリゾート園内図
〇東京スカイツリー界隈図
〇お得で便利なチケット
2、裏面……東京中心部の「でか MAP」 1：19,000
〇北……池袋・巣鴨・南千住
〇東……浅草・両国・深川・豊洲・有明
〇南……お台場・品川・大井
〇西……新宿・原宿・渋谷・目黒

step

班づくりと
テーマの決定

修学旅行・校外学習でか MAP 東京

東京都 23 区図＆

13

step

事前学習をしよう
下調べしよう
テーマに関わる事柄について
本や新聞、インターネットで調
べて来訪地を決めよう

14

step
コースづくりと
事前学習をしよう
行程計画
来訪する候補地を地図
に記入し、時間内に回
れるようにコースを決め
よう

でか MAP 拡大

索引（テーマ別）

路線図
（駅間所要分を掲載）

でか MAP 面

東京散策のための書込み用白地図版が登場！

My Map TOKYO 東京白地図

本体 600 円＋税 2022 年発行

東京の主要道路を掲載した白地図です! 旅行コース検討及び見学地マッピングに是非お使いくださ
い。写真やコメントを貼りこむ事で、発表用地図や自分だけの東京紹介地図にもお使いいただけます。
◆内容
928×616mm 両面印刷
（特色1色＋4色／4色 薄色印刷）
◆特色
書込みがしやすい薄色印刷を採用! 書込みを邪魔する、カラー文字・ラインは極力
排除。水性マーカーも使いやすい上質紙を使用。
東京中心部をクローズアップ! JR・都営地下鉄・東京メトロ・私鉄も明示。東京メト
ロはカラーで色分けされているので路線の種類が一目で分かります。
※掲載範囲は、小社の「でかMAP東京」
と同じ
※本商品は、書き込み用に一部物件を省略、簡易な表現に改めております。
乗り物を利用して行動するための「行程計画表」
初めての東京の方でも便利なJR(山手線)・東京メトロ・都営地下鉄・ゆりかもめ・りん
かい線などの「駅索引」
・
「メトロネットワーク路線図」

こちらもご検討ください ※片面印刷（範囲は中心部図面）

ワークブック白地図 東京

本体 333 円＋税 2008 年発行

21

天下の台所・町人の町として成長した大阪の産業 · 観光 · 文化・芸術・歴史など
の学習に特化した、修学旅行や校外学習の自主研修・事前学習教材です！

修学旅行・校外学習の班別自主研修や事前事後学習におススメ！

散策 & 観賞 古都鎌倉編
本体 700 円＋税
◆内容
A5 判 88 頁

カラー

最新

自主見学の計画及び現地必携本

自主見学の計画及び現地必携本

2021年11月発行

版

修学旅行・校外学習 大阪見学体験ガイド

散策＆観賞 大阪編
歴史・見どころを紹介！

本体 690 円＋税

2020年2月発行

梅田・中之島・本町・船場・天満・大阪城・心斎橋・なんば・千日前・天王寺・咲
洲・舞洲・鶴見緑地・万博記念公園など、多数のエリアの学習施設を紹介！詳
細地図もあるので現地での移動に便利です！

特色
★鎌倉を 7 つのエリアに分け、社寺や文化施設 64 件紹介
★最新のエリア図にはバス停や距離がわかるスケールがあり、実際の歩い
て巡れる地図を掲載
★それぞれの社寺の歴史はもちろん、現存する建物や武将・文学者ゆかり
の石碑・墓地・花などの見どころを丁寧に紹介
★鶴岡八幡宮・長谷寺・建長寺など、豊富に写真を掲載
★季節の花情報・二十四地蔵尊・三十三観音霊場・十三仏霊場・七福神な
どを特集
★各社寺・文化施設の最新拝観・見学情報・アクセスを掲載

◆内容
A5判 73頁 カラー
大阪の学習・体験施設を約100件紹介!
さらに
「大阪・神戸鉄道路線図」
「エリア移動
早見表」
「修学旅行・校外学習トラブルの予防と対
応」
「修学旅行・校外学習中の地震の対処」
「見学・体験施設一覧」
など、行程計画の
ための必要な情報を掲載!

◯修学旅行・校外学習で大人気の職人た
ちの現場を見学する
「大正区・港区の
ものづくり工場見学会」
○水の都大阪を楽しむ
「アクアライナーとサンタマリア」
◯阪神大震災と神戸中華街を紹介した
「神戸(人と防災未来センター・南京
町)」
◯事前学習で書き込める
「行程計画ワー
クシート」

◆特集
◯大阪の祭事を紹介した
「歳時記
大阪」
◯櫓(やぐら)など詳細に紹介した
「大阪城公園注目スポット」
◯咲洲の体験・見学施設に注目し
た
「咲洲注目スポット」

でか MAP 鎌倉・横浜 中心部図

本体 286 円＋税

好評の歩ける地図「でか MAP」の第 3 弾！
校外学習におすすめです！
！
◆内容
594 × 490 ｍｍ
（両面カラー）
◆特色
1、表面……鎌倉中心図 1：9000
鎌倉駅を中心に、
円覚寺、
高徳院・長谷寺、
補陀洛寺・蓮乗院、
瑞泉寺など、
主要な観光地が見やすい「でかＭＡＰ」
におさまっています。主要なバス停も明
示してあるため、
自主見学のコース設定に便利です。
2、裏面……横浜中心部図 1：16000
横浜港を中心に山下公園・中華街、横浜駅、新横浜駅などの範囲を掲載。
主要な観光地を網羅してあります。
22

鎌倉面（部分）

表面は鎌倉、裏面は横浜。

自主見学の計画及び現地必携本

2007 年発行

見やすくなった地図、詳しくなったのりもの案内、豊富な写真付き物件案内で、
より一層の実用ガイドになりました。

乗る＆散策 大阪・神戸編
◆内容予定
Ａ 5 判 96 ページ（カラー）
●詳細地図とのりもの案内、ポイントガイド
84 ページ（カラー）

☆収録エリア（マップ・交通案内付き）
大阪 9 エリア
梅田、中之島、心斎橋・なんば、京橋、天満、
大阪城、天王寺、ベイエリア、ユニバーサル
スタジオジャパン、他

本体 657 円＋税

2011 年発行版

●大阪・神戸施設一覧・地図総索引 12 ページ
●のりもの路線図 とじ込み（カラー）
神戸 7 エリア
三宮、北野・新神戸、元町・メリケンパーク、
ポートアイランド・神戸空港、灘、東灘・六
甲アイランド、六甲山・摩耶山、他

☆掲載観光ポイント数（物件掲載数）
約 200 件
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大阪の中心部をクローズアップした「でか MAP」と「大阪市内広域図」の両面地図！

でか MAP 大阪

本体 500 円＋税

修学旅行先新規エリアの取り扱い開始しました！

最新

自主見学の計画及び現地必携本

版

最新

版

「ノーモアヒロシマ」伝えていこう ! 平和

2022 年 3 月発行版

～広島平和学習に行く前に読む本～ 本体 550 円＋税

◆仕様
928 × 616mm（両面カラー）
◆特色
1、表面…大阪市中心部の「でか MAP」 1：9,600
北……梅田・大阪くらしの今昔館・キッズプラザ大阪・関西テレビ
東……京橋・森ノ宮・大阪城公園
南……阿倍野・四天王寺・天王寺公園
西……大正・京セラドーム大阪・大阪市中央卸売市場

多数の画像データを掲載。特に広島の被害状況の写真や絵については、
広島平和記念資料館様のご協力を得ております。
2020年7月発行

◆内容
A5 判 80 頁

2、裏面…大阪市内広域図 1：25,000
北……伊丹・大阪国際空港・大阪府立服部緑地公園
東……城東区・大阪市中央卸売市場東部市場
南……住吉大社・大和川
西……ATC・USJ・舞洲スポーツアイランド・尼崎

太平洋戦争勃発から原爆投下に至る経過と被爆
の実態、戦後の核実験や核利用・核事故、そして
核の制限に関わる様々な取組みなどについて、分
かりやすくコンパクトに纏めています。
広島平和学習の事前学習におすすめです。
■目次
広島の風土
広島平和記念公園周辺ガイド
第一章 太平洋戦争―真珠湾攻撃から敗戦まで
第二章 核兵器の開発
第三章 広島の悪夢
第四章 戦後の核拡散
第五章 核の平和利用と核事故
第六章 日本における原子力の平和利用
第七章 反原発運動・脱原発運動
第八章 平和へのかすかな光

100

本体 381 円＋税

N

おりづるタワー
鈴木三重吉文学碑
広島県地方木材統制（株）慰霊碑
旧相生橋碑

原民喜詩碑
（佐藤春夫の詩碑の記）

平和の鐘

本川
WC

平和の池

平和祈念像

菩提樹の碑

平和の灯

平和の泉
WC

平和乃観音像

本川橋

安

元

「平和の祈り」句碑

広島平和都市記念碑
（原爆死没者慰霊碑）

旧天神町北組慰霊碑

WC
被爆した
ハマユウ

義勇隊の碑
広島県立第二中学校
慰霊碑
広島国際会議場

広島平和記念資料館

祈りの泉

平和の門

平和の塔

表面部分

友愛碑

平和記念ポスト

西平和大橋

8

全損保の碑
広島県農業会
原爆物故者慰霊碑
被爆したアオギリ

毛髪碑

朝鮮民主主義人民共和国
帰国記念時計
平和の像「若葉」
（湯川秀樹歌碑）

嵐の中の母子像

慈母の像

峠三吉詩碑

東館
ローマ法王平和アピール碑
地球平和監視時計

本館

広島市商・造船
工業学校慰霊碑

原爆犠牲国民学校
教師と子どもの碑

バーバラ・レイノルズ氏記念碑
ノーマン・カズンズ氏記念碑

戦し、満州・朝鮮北部・千島に侵入を開

じゅ だく

及びスウェーデンの日本公使館経由で連

始する。 前述のとおり 1945 年 2 月に開

合国側に通告、ポツダム宣言を受諾して

かれたヤルタ会談で、ソ連の対日参戦が

降伏した。このことは、翌 8 月 15 日正午

決まっていた。 長崎に原爆が落とされた
8 月 9 日、ソ連軍は日本を敵とみなして、
満州になだれ込んできた。
し ん きょう

この放送で、多くの国民が日本の敗戦
を知った。これにより、8 月 15 日は終戦

憲兵の護衛付き特別列車で脱出し、満州

籍を問わず、原子爆弾に被爆し、亡くな

記念日となった。

にいた日本軍は居留民を見捨てて主力を

和への祈りをこめた平和記念施設として、

られた人の名前を記帳した原爆死没者名

せっ かん

ひ ばく

9月2日、東京湾内に停泊する米戦艦ミ
し げ み つ まもる

簿が納められている。

ズーリ号の甲板で日本政府全権の重光 葵

名簿は関係者の申し出により書き加えら

（1887～1957）
と大本営（日本軍）全権の
よし じ ろう

まれた三角地で面積は約 12 万 2,000 ㎡。

れ、2015 年（平成 27 年）8 月 6 日現

公園内には、広島平和記念資料館や世

在で、109 冊（297,684 人の名前が記

界遺産に登録されている原爆ドーム、原

帳された 108 冊と「氏名不詳者 多数」

求は最後の 13 項にある。しかし、日本は

爆死没者慰霊碑、国立広島原爆死没者

と記された1 冊）
になっている。その石棺を、

これを黙殺して戦いを続けた。

じた靄によって視界不良であったため（原

13 人類史上初の原爆投下

爆を警戒した八幡製鐵所がコールタール

争は日本の敗北で終わった。日本人の死

を燃やして煙幕を張っていたともいう）
、第

者は、軍人 230 万人、民間人 80 万人、

8 時 15 分、アメリカ軍は、広島にウラン

爆弾を投下したのだ。原爆の投下により、

はに わ

埴輪をかたどった屋根が覆っており、石棺

爆慰霊碑、原爆の子の像など多くの施設

には「安らかに眠って下さい 過ちは 繰り
返しませぬから」という碑文が刻み込まれ

建物の配置は、南北の中心線に沿って

ている。説明板には「碑文はすべての人

平和記念資料館と原爆慰霊碑を置き、そ

びとが、原爆犠牲者の冥福を祈り、戦争

の延長線上に原爆ドームがくるように設計

という過ちを再び繰り返さないことを誓う

された。
二つの川に架かる平和大橋と西平和大
橋は、それぞれ広島の日の出（未来）と
日の入り（過去）をあらわしている。
□原爆死没者慰霊碑

1945 年（昭和 20 年）8 月 6 日午前

めい ふく

型原子爆弾 「リトル・ボーイ」を投下し

2 目標である長崎市にプルトニウム型原子
当時の長崎市の人口 24 万人（推定）の

た（人類史上初めて核兵器が実戦使用さ

こうして、3 年 9 ヶ月にわたる太平洋戦

計 310 万人とされる。
降伏した日本は、連合国軍によって占
領されたが、占領軍は、実質的にアメリ
カ軍のみだった。

合わせ 170 万人ともいう多くの日本人は
大混乱となり、その過程で、一部の日本
人の幼児は、肉親と死別したりはぐれたり
して現地の中国人に保護され、あるいは
肉親自身によって現地中国人に預けられて
戦後も大陸に残った。いわゆる中国残留
日本人孤児が数多く発生したのである。

外地から日本への引揚げは、1945 年

（昭和 20 年）9 月、米軍管区から開始
され、オーストラリア軍管区、イギリス軍

下した。これは、今のところ人類史上実

ソ連軍の撤退が本格化した 1946 年（昭

三脚のドーム型の台座の頂上に金色の

戦で使用された最後の核兵器である。ア

折鶴を捧げ持つ少女のブロンズ像（平和

メリカ合衆国連邦政府は、この原子爆

世界最初の原子爆弾によって壊滅した

な未来への夢を託している）が立ち、左

弾のコードネームを「ファットマン（Fat

広島市を、平和都市として再建することを

右に少年少女の像（明るい未来と希望を

Man）
」と名付けていた。
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こうして満州国は崩壊し、中国内地と

3 日後の 8 月 9 日午前 11 時 02 分、

アメリカ軍は長崎県長崎市にも原爆を投

9

き ょ りゅう み ん

いたものは、ソ連軍や中国人、朝鮮人ら
による略奪・暴行・虐殺と、飢えだった。

する）
。

正面に立つと、屋根の内側から原爆ドー

まんもう

の軍隊がいなくなった満蒙開拓移民をはじ
めとする日本人居 留 民たちを待ち受けて

梅津美治郎（1882～1949）及び連合各国
めた降伏文書（休戦協定）
に調印した。

れた事例であるが、これについては別記

言葉である」とある。
ムが見える。
□原爆の子の像

（広島平和都市記念碑）

第 1目標の小倉市上空が八幡空襲で生

新 京 の関東軍関係者は 8 月 10 日、

撤退させた。自分たちを守ってくれるはず

代表が、宣言の条項の誠実な履行等を定

り こう

おお

追悼平和祈念館、広島国際会議場、原
やモニュメントがある。

平和大橋
広島市立高等女学校
原爆慰霊碑
被爆動員学徒慰霊
慈母観音像

よって発表された。
6 日に設立された。中央の石棺には、国

マルセル・ジュノー博士記念碑

旧天神町南組
慰霊碑

本政府はポツダム宣言の受諾を駐スイス

念願して 1952 年（昭和 27 年）年 8 月

もと やす がわ

石炭関係原爆
殉難者慰霊碑

材木町跡碑

常夜燈

で有効だった日ソ中立条約を破棄して参

爆心地に近い中島町内にあった「中

平和大通りに面し、元安川と本川に挟

広島瓦斯株式会社
原爆犠牲者追憶之碑
国立広島原爆死没者
追悼平和祈念館

終戦直前、満州国には約 150 万人も

8 月 8 日、ソ連は 1946 年 4 月 26 日ま

1945 年（昭和 20 年）8 月 14 日、日

島 公 園（10.72ha）
」 を 前 身とし、 平
1954 年
（昭和 29 年）
4 月 1 日に完成した。

原爆犠牲ヒロシマの碑

祈りの像

15 外地からの引揚げ

の日本人がいた。1945 年（昭和 20 年）

14 敗戦

ぎょく お ん

原爆犠牲建設
労働者・職人之碑

橋

レストハウス
︵観光案内所・売店︶

原爆の子の像

被爆した墓石
(慈仙寺跡の墓石）

36% が全焼または全半壊した。

からの天皇のラジオ放送（ 玉 音放送）に
■広島平和記念公園（広島市中区中島町）

広島郵便局
職員殉職の碑
平和祈念碑

花時計

平和の石塚

韓国人原爆犠牲者
慰霊碑

うち約 7 万 4 千人が死亡し、 建物は約

米軍機より撮影したきのこ雲（撮影／米軍、提供者／広島平和記念資料館）

爆心地
動員学徒慰霊塔

平和の石燈

24

：

原爆ドーム
平和の時計塔

原爆供養塔

2、 裏 面 …… 大 阪 市 中 心 部 の「 で か
MAP」 1：9,600
北……梅田・大阪くらしの今昔館・キッ
ズプラザ大阪・関西テレビ
東……京橋・森ノ宮・大阪城公園
南……阿倍野・四天王寺・天王寺公園
西……大正・京セラドーム大阪・大阪市
中央卸売市場

S

中国・四国土木
出張所職員殉職碑
本川小学校平和資料館

遭難横死者慰霊供養塔

◆仕様
928 × 616mm（両面カラー）
◆内容
1、表面……三宮・元町界隈の「でか MAP」 1：4,300
北……北野異人館街・新神戸
東……三宮
南……元町・メリケンパーク・ハーバーランド
西……大倉山・湊川神社
欄外拡大図……大阪ベイエリア・神戸南京町 MAP

平和記念公園（写真提供：広島県）

世界の子どもの平和像

原爆ドーム前

本川町

2007 年発行版

200ｍ

広電

相生橋

原爆死没者慰霊碑（写真提供 広島県）

0

太平洋戦争―真珠湾攻撃から敗戦まで

広島平和記念公園周辺ガイド
広島平和記念公園地図

川
安
元

でか MAP 神戸・大阪

第一章

「歩ける」地図・でか MAP シリーズの第 6 弾！

管区と続いた。ソ連軍管区からの引揚げは、
和 21 年）3 月からはじまった。中国軍管
区の日本人は、新京（現在の中華人民
き つ り ん しょう ちょう しゅん し

りょう

共和国吉林 省 長 春 市）や大連（同 遼
ね い しょう

ミズーリ艦上における降伏文書調印式
雪をいただく故国の山々に感激の涙を流しながら上陸
（所蔵：舞鶴引揚記念館）

寧 省 大連市）などの大都市に集められた
25

25

修学旅行先新規エリアの取り扱い開始しました！

散策 & 観賞 長崎市内編 最新版

最新

～長崎の歴史と平和への歩みを訪ねて～ 本体 540 円＋税
◆仕様：A5 判

49 ページ

カラー

2022年7月発行

広島と並ぶ平和学習の好適地であり、異国情緒
にあふれる歴史と文化の街・長崎を多数の写真
と共に紹介 !

散策＆観賞 札幌市内編＋ウポポイ
◆仕様：A5 判

32 ページ

本体 400 円＋税

※2020年8月現在、新型コロナウイルスの影響
で一部体験を休止しております。

食、楽器の製作体験ができる体験学習館

工房

や、工芸品に関する解説や実演が行われ
る工房など、アイヌの文化を五感で感じる
ことができる体験型フィールドミュージアム

国立アイヌ民族博物館

チキサニ広場

となっている。
他にもショップ・レストランを備えたエン
トランス棟などもあり、学校団体向けには

エントランス棟

体験学習館

学習プログラムも行っている。

歓迎の広場

体験交流ホール

慰霊施設

散策＆観賞

から成る。他にもアイヌ料理の調理や試
伝統的コタン

ポロト湖

版

チセ外観﹁伝統的コタン﹂

2020年7月開業のアイヌ文
化を紹介するウポポイ
（民族
共生象徴空間）
も掲載！ 国
立アイヌ民族博物館の基本
展示室解説や、はじめて国
立アイヌ民族博物館に来館
する生徒のための初歩的な
アイヌの歴史と文化につい
て学習するプログラムなどの
「学校団体向けプログラム」
も紹介しており、教育旅行に
特化しています！

最新

2020年9月発行

カラー

明治時代より開拓が始まった北海道の自然・歴史・文化・産業を学習する
ためのスポットを 28 ヵ所、さらに特集コーナーではクラーク博士・さっぽ
ろ雪まつりについて紹介しています。
札幌市内中心部の詳細地図も収録しているので訪問地選定に最適です。

体験学習館

長崎市内中心部に点在する観光・学習施設約 50 件をコラ
ムとともに掲載しています。
各観光・学習物件の紹介は、歴史・由来等に重点を置いて
おり、平和学習としてコラム『平和への祈り』では当時の世
界情勢を交えて原爆投下までのいきさつや、原爆開発の経
緯も紹介しています。

版

いざないの回廊

※イメージです

ウポポイ（民族共生象徴空間） 地図 P1
先住民族アイヌの文化の復興と発展、国
民理解促進の拠点として令和2年
（2020）
7月に開業した施設。民族名称である
「アイ

アイヌ民族とは

ヌ」という言葉は、
「人間」などを意味するア

古くから東北地方北部、北海道、サハリ

イヌ語。
「 ウポポイ」はアイヌ語で「（おおぜ

ン南部、千島列島に暮らしてきた先住民族。

いで）歌うこと」を意味する。

し ん ら ば ん しょう

独自の言語「アイヌ語」を用い、森羅万 象

国立アイヌ民族博物館

ウポポイの主要施設は国立アイヌ民族

あらゆるものをカムイ（神）と考えている信

博物館、国立民族共生公園、慰霊施設の

仰や、儀礼、特有のアイヌ文様に代表され

3 つに分れている。

る豊かな文化を発展させてきた。狩猟採集

国立アイヌ民族博物館は、アイヌ民族

のほか、畑で穀物や野菜を育て、毎年秋に

の誇りが尊重される社会を目指し、多くの

川をのぼるサケを重要な食料の一つとしてい

人にアイヌの歴史や文化を伝え、アイヌ文

た。一方で東北地方や大陸との交易も盛ん

化を未来につなげていくために設立された。

そうした中でも衣服や道具、伝統舞踊な

や金属製品などを周辺民族と取引していた。

体験交流ホール

らし」
、
「歴 史 」、
「しごと」、
「交流 」の 6

を歩んできた。

に行っており、動物の毛皮などと、絹織物

博物館では約 700 点の民族衣装や工芸品、
解説パネルを用いて、
「ことば」
、
「世界」、
「く

どアイヌの文化は脈々と受け継がれ、それ

しかし江戸時代からの松前藩による支配

つのテーマ展示でアイヌ民族について紹介

国立民族共生公園は、ユネスコ無形文

する常設の基本展示室や、その文化を大

化 遺 産に登 録されている「アイヌ古 式 舞

画面映像で分かりやすく紹介するシアター、

踊」やムックリ（口琴）
・トンコリ（五弦琴）

アイヌを取り上げた書籍を中心に取り扱う

の楽器演奏を披露する体験交流ホールや、

ライブラリなどを通じてアイヌ文化への理

アイヌの伝統的な生活空間を体感できるチ

解が深められる場所となっている。

セ（家屋）群が再現されたコタン（集落）

え

ぞ

を学び伝える活動が近年活発になっている。

ち

や、明治 2 年（1869）に新政府は蝦夷地

平成 31 年（2019）には、法律に初めてア

を北海道と改め、日本の一部として統治と

イヌ民族を「先住民族」と位置付けた新法

開拓をし、アイヌ独自の生活習慣を禁じ日

「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実

本語を強制し、サケやシカをとることを禁じ

現するための施策の推進に関する法律」が

た「同化政策」により、その後多くの苦難

制定された。

28
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最新

版

岩手（南部地域）編

～修学旅行に行く前に読む本～ 本体 510 円＋税
2020年9月発行

※でか MAP 長崎 について

本体 381 円＋税

本書で解説する長崎市内の物件が掲載された「でか MAP」です。併せて
ご利用いただくとより一層散策の計画が立てやすくなります。

◆仕様：A5 判

一関・平泉
かん ざん

地図 P7C1

平泉に拠点を移した清衡は、関 山 に寺

西磐井郡平泉町平泉字衣関202
☎0191-46-2211
ＪＲ東北本線平泉駅から、中尊寺経由平泉行
き中尊寺バス停（所要5分）、参道入口から徒
歩15分
めい さつ

か しょう

院を建立し、麓の平坦地を整えて、その西
ほ っ しょう じ

が らん

に京都の法 勝 寺 のような伽 藍 を建てる計
画を進めた。関山は京都の街を見下ろす仏
ひ えいざん

教の聖域比叡山と見なされたのだ。
ちょう じ

中尊寺伽藍の造営は、長 治 2 年（1105）

天 台 宗 の 名 刹 ・中 尊 寺は、 嘉 祥 3 年

頃より開始され、釈迦堂、両界堂、そして

（850）
、比叡山延暦寺の慈覚大師円 仁 開

2 年後には大 長 寿 院 が建立された。藤原

えん にん

基にはじまる。大規模な堂塔が造営された
きよ ひら

長崎市の散策ガイド

だ い ちょう じ ゅ い ん

よりとも

氏を滅ぼし、平泉に入った源頼朝が感嘆し、
ようふく じ

のは、12 世紀はじめ、藤原清 衡 によって

鎌倉に永福寺を建てる時のモデルとしたと

である。

いう二階大堂である。
こんじきどう

奥州藤原氏四代の繁栄の基礎を固めた

有名な金色堂が落成したのは、それから

藤 原清 衡は、 大 治 3 年（1128）73 歳 で

17 年後（1124 年）のこと。清衡は 69 歳

亡くなったという。当時としては長寿だった

になっていた。そして 2 年後には中尊寺大

だい じ

といえる。彼の前半生は長く続いた戦乱の
で

わ

む

つ

ぜん

中にあった。出 羽・陸 奥 を巻き込んだ前
く ねん

えき

ご さん ねん

えき

九 年 の役・後 三 年 の役 が終わって平和が
訪れたのは、清衡 32 歳の時であった。
あ

べ

きよはら

伽藍の落慶法要が行われた。実に 21 年の
歳月をかけ、建立された堂塔は 40 余、僧
房 300 余を数えたという。その後、平泉
は二代基衡が毛越寺、三代秀衡が無量光
院を造立して仏教文化が花開いた。京を
べっ し

遠く離れ、辺境の地と蔑視されてきた地に、

清衡は、奥州の平和を守り、政権の安定

京をしのぐ仏教文化を咲かせることができ

に努めることを第一の責務と考えた。清衡

たのである。

の後半生はこの責務を全うすることに費や

ぶん じ

あ

像と二天・六地蔵像 11 躰が死後
る。かつて基衡壇上の 1 躰が欠け
ほ かん

ていたが、近年補完された。

とともに衰退し、火災にも遭っ

昭和 26 年（1951）指定の国宝

て、解体大修理が行われた金

建 造 物 第 1 号の金 色 堂は、方 三

色 堂のみが創建当初のままの

間 の阿弥陀堂建築で内外を黒 漆

姿を見せている。

で塗り、その上に金箔で押したため、

ほう さん

げん

く ろ うるし

なげ

悲願を達 成した清衡は落慶

金色堂とよばれている。内部の長

法要を営んだ 2 年後
（1128 年）

押、柱、須弥壇には金蒔絵、極彩

し

しき

しゅ み だん

ほどこ

きんまき え

ごくさい

ほう そう げ もん

すか

に亡くなり、金色堂の須弥壇下

色が 施 され、要所は宝相華文を透し彫り

に葬られた。堂内の壁・柱・組

にした金具で装飾されている。

おおい ど う

幕府の手によって造られたものとされる。
平成 23 年
（2011）
「平泉─仏国土
（浄土）
を表す建築・庭園及び考古学的遺跡群─」

物はもとより、外側にまで金箔

現在ではコンクリートの 覆 堂に包まれて

を押した皆金色の堂内には、今

いるが、創建当初は木立の中にさん然と輝

じめ絵画、書跡、工芸、彫刻、考古、民

も金箔の張った棺の中に清衡・

いていたという。いつの頃からか覆堂が造

俗の各分野にわたる 3,000 余点の国宝や

基 衡・秀 衡 三代の亡骸と四代

られるようになり、経 蔵の右手に立つ現存・

重要文化財を伝える、東日本随一の平安

泰 衡 の首級が安置されている。

旧覆堂は、金色堂建立の 165 年後、鎌倉

仏教美術の宝庫である。

かいこんじき

きよひら

もと ひら
やす ひら

旧覆堂

各壇上には金色に輝く阿弥陀三尊
の平安を守るように安置されてい

清衡の悲願の結晶である中尊寺は、しか
し文治 5 年（1189）の奥州藤原氏の滅亡

しゅ み だん

10

新覆堂

2 つの大乱によって安倍氏・清原氏とい
う豪族が滅び、彼らの遺領を受け継いだ

された。

金色堂内陣

中尊寺

東：シーボルト記念館、南：グラバー園、西：稲荷山）

26

カラー

歴史と雄大な自然に包まれた岩手県から、花巻・遠野・奥州・平泉といっ
た南部地域にある約 20 件の観光・学習施設を掲載。中尊寺をはじめ
とした魅力的な定番スポットを豊富な写真ともに紹介しています。さら
に、岩手県にまつわるコラムも充実しており、歴史や文化（平泉文化／
遠野物語など）
、
ゆかりの人物たち
（宮沢賢治／高村光太郎／石川啄木）
のコラム 8 件を通じて、地域への理解を深めて頂けます。

◆仕様：928 × 616 ｍｍ（両面カラー） 2007 年発行版
◆内容：表面 長崎市中心部地図 1：8,600（北：長崎電気鉄道「赤迫」駅、
裏面

40 ページ

ひで ひら

きょう ぞ う

が世界文化遺産に登録された。金色堂は

写真提供：中尊寺

11

27

修学旅行班別自主研修の最適本

修学旅行班別自主研修の最適本

〜もっと楽しめる〜

自主研修・修学旅行ワークブック沖縄本島編

本体 505 円＋税

2008年発行版

自主研修・修学旅行を生徒たちの成長の大きな機会にできるように、子どもたちが自ら学
び、自ら考え、創意工夫する、総合的な学習の一環としてサポート。ブレーンストーミン
グや親和図法を活用して生徒たち一人ひとりの知的好奇心・探究
心を引き出し、グループのメンバーと協調しながら、主体的に意欲
的にテーマをもって歴史や文化を学ぶ研修ができるようにします。
◆仕様
B5 判・本文 72 ページ
（カラー）

指導用マニュアル付 （1 学級 1 部程度）

版

「オキナワの苦難を知る」伝えていこう ! 平和
〜沖縄平和学習に向けて読む本〜

本体 680 円＋税

沖縄の自然・歴史に触れ、慰霊施設を紹介するとと
もに、悲惨な戦争の記憶と今も続く基地問題につ
いて、その経緯と現状を紹介しています。
◆仕様
A5 判・本文 88 ページ

世界遺産首里城正殿が 2019 年 10 月の火災で焼失しました。
現在、
正殿を含む首里城公園有料区域及び一部区域以外は公開が再開されています。
詳細な情報や続報は公式 HP をご確認下さい。

最新

2021年1月発行

本書のポイント

①「沖縄戦の概要」
国内唯一の地上戦が行われた惨状を伝える。

7つのステップで自主研修プランを進めます！

2

step

1

step

事前学習をしよう
沖縄の地理、歴史、自然、
生き物などの疑問や体験した
い事を探そう

6

step

自主研修
感想ノート

自主研修中の日誌。気づい
たこと、面白かったこと、驚
いたことなど書きとめよう

28

班づくりと
テーマの決定

班のメンバーを決めて話し合い、
みんなでテーマを決めよう

7

step

発表会の準備
事前学習から自主研修まで
の事を整理し、発表に向け
て準備しよう

5

step

自主研修修学旅行
のしおり

日程表や携行品リストなど旅の
しおりを作ろう

本島中部戦線や集団自決、ひめゆり学徒隊…etc

②「基地問題にウエイト」
戦後に辿ったアメリカの施政下・本土復帰までに、ど

13

step

事前学習をしよう
下調べしよう
テーマに関わる事柄について
本や新聞、インターネットで調
べて来訪地を決めよう

のような経緯で基地が作られたのか紹介。
進まない日米地位協定の改定や傷害事件、基地を
めぐる訴訟、普天間飛行場移設問題…etc

③「豊富な図と年表」
沖縄戦経過図・沖縄米軍施設配置図・沖縄戦関連
年表・沖縄米軍基地関連年表…etc

④「多彩なコラム」

14

step
コースづくりと
事前学習をしよう
行程計画
来訪する候補地を地図
に記入し、時間内に回
れるようにコースを決め
よう

首里城・集団自決をめぐる訴訟・外国における米軍基
地…etc

⑤「豊富な写真」
古写真から現在の様子の写真合計124点。
沖縄県平和祈念史料館・沖縄上陸作戦中の米軍・
サンフランシスコ講和条約の様子・米兵の少女暴行
事件・オバマ元大統領…etc

29

ま

弊社ＨＰのご紹介

い

かつて

「現代」に重なった「過去」の京都！
平安遷都以来の都・京都̶歴史が動く時、天皇の住まう都には英雄・豪傑たちが集い、
重要な舞台となりました 本書は、「現代」の京都の地図に「過去」の京都を重ね合わ
せた地図本です。今に伝わる旧所・名跡はもちろん、既に姿を消してしまった事件
の現場・建物を掲載し、かつての京都の町並を想像していただけます。魅力あふれる
京ごはん・甘味処・カフェなどと共に、地図本を片手に京都散策をお楽しみください！

京都地図本シリーズ

京都源平地図本

平清盛・平家年表付

京都幕末地図本
龍馬完全年表付

本体 900 円＋税
仕様 B5 判 96 頁

本体 762 円＋税
仕様 B5 判 144 頁
監修協力
NPO 法人京都龍馬会理事長
赤尾博章氏
新選組記念館館長 青木繁男氏

200ｍ

平和記念公園（写真提供：広島県）

世界の子どもの平和像

N

原爆ドーム前
おりづるタワー
鈴木三重吉文学碑
広島県地方木材統制
（株）
慰霊碑
旧相生橋碑

S

中国・四国土木
出張所職員殉職碑
本川小学校平和資料館

：

原爆ドーム
原民喜詩碑
（佐藤春夫の詩碑の記）

川
安
元

平和の時計塔

原爆供養塔

本川
WC

平和の池

平和祈念像

菩提樹の碑

本川橋

平和の灯

WC

原爆犠牲ヒロシマの碑
広島瓦斯株式会社
原爆犠牲者追憶之碑

WC

広島国際会議場

被爆した
ハマユウ

広島平和記念資料館

祈りの泉

8

全損保の碑
広島県農業会
原爆物故者慰霊碑
被爆したアオギリ

友愛碑

平和の門

平和の塔

嵐の中の母子像
西平和大橋

慈母の像

峠三吉詩碑

東館
ローマ法王平和アピール碑
地球平和監視時計

本館

毛髪碑

朝鮮民主主義人民共和国
帰国記念時計
平和の像
「若葉」
（湯川秀樹歌碑）

平和記念ポスト

本体 943 円＋税
仕様 B5 判 168 頁

石炭関係原爆
殉難者慰霊碑

旧天神町北組慰霊碑

広島市商・造船
工業学校慰霊碑

バーバラ・レイノルズ氏記念碑
ノーマン・カズンズ氏記念碑

決まっていた。 長崎に原爆が落とされた

し ん きょう

新 京 の関東軍関係者は 8 月 10 日、
憲兵の護衛付き特別列車で脱出し、満州

記念日となった。

にいた日本軍は居留民を見捨てて主力を
し げ み つ まもる

撤退させた。自分たちを守ってくれるはず
まんもう

ズーリ号の甲板で日本政府全権の重光 葵

の軍隊がいなくなった満蒙開拓移民をはじ
めとする日本人居 留 民たちを待ち受けて

よし じ ろう

き ょ りゅう み ん

れ、2015 年（平成 27 年）8 月 6 日現

梅津美治郎（1882～1949）及び連合各国

いたものは、ソ連軍や中国人、朝鮮人ら

公園内には、広島平和記念資料館や世

在で、109 冊（297,684 人の名前が記

代表が、宣言の条項の誠実な履行等を定

による略奪・暴行・虐殺と、飢えだった。

り こう

第 1目標の小倉市上空が八幡空襲で生

界遺産に登録されている原爆ドーム、原

帳された 108 冊と「氏名不詳者 多数」

求は最後の 13 項にある。しかし、日本は

爆死没者慰霊碑、国立広島原爆死没者

と記された1 冊）
になっている。その石棺を、

これを黙殺して戦いを続けた。

じた靄によって視界不良であったため（原

13 人類史上初の原爆投下

を燃やして煙幕を張っていたともいう）
、第

はに わ

おお

追悼平和祈念館、広島国際会議場、原

埴輪をかたどった屋根が覆っており、石棺

爆慰霊碑、原爆の子の像など多くの施設

には「安らかに眠って下さい 過ちは 繰り

やモニュメントがある。
建物の配置は、南北の中心線に沿って

返しませぬから」という碑文が刻み込まれ

平和大橋
広島市立高等女学校
原爆慰霊碑

□原爆死没者慰霊碑

1945 年（昭和 20 年）8 月 6 日午前

めい ふく

びとが、原爆犠牲者の冥福を祈り、戦争
という過ちを再び繰り返さないことを誓う

二つの川に架かる平和大橋と西平和大
橋は、それぞれ広島の日の出（未来）と

8 時 15 分、アメリカ軍は、広島にウラン

ている。説明板には「碑文はすべての人

平和記念資料館と原爆慰霊碑を置き、そ
の延長線上に原爆ドームがくるように設計
された。

日の入り（過去）をあらわしている。

被爆動員学徒慰霊
慈母観音像

8 月 9 日、ソ連軍は日本を敵とみなして、
満州になだれ込んできた。

を知った。これにより、8 月 15 日は終戦

（1887～1957）
と大本営（日本軍）全権の

まれた三角地で面積は約 12 万 2,000 ㎡。

マルセル・ジュノー博士記念碑

旧天神町南組
慰霊碑

始する。 前述のとおり 1945 年 2 月に開
かれたヤルタ会談で、ソ連の対日参戦が

降伏した。このことは、翌 8 月 15 日正午

9月2日、東京湾内に停泊する米戦艦ミ

名簿は関係者の申し出により書き加えら

戦し、満州・朝鮮北部・千島に侵入を開

合国側に通告、ポツダム宣言を受諾して

この放送で、多くの国民が日本の敗戦

せっ かん

ひ ばく

籍を問わず、原子爆弾に被爆し、亡くな

で有効だった日ソ中立条約を破棄して参

及びスウェーデンの日本公使館経由で連

よって発表された。
念願して 1952 年（昭和 27 年）年 8 月

簿が納められている。

もと やす がわ

国立広島原爆死没者
追悼平和祈念館

終戦直前、満州国には約 150 万人も

8 月 8 日、ソ連は 1946 年 4 月 26 日ま
じゅ だく

6 日に設立された。中央の石棺には、国
られた人の名前を記帳した原爆死没者名

1954 年
（昭和 29 年）
4 月 1 日に完成した。
平和大通りに面し、元安川と本川に挟

材木町跡碑

義勇隊の碑
広島県立第二中学校
慰霊碑

爆心地に近い中島町内にあった「中
島 公 園（10.72ha）
」 を 前 身とし、 平
和への祈りをこめた平和記念施設として、

15 外地からの引揚げ

の日本人がいた。1945 年（昭和 20 年）

1945 年（昭和 20 年）8 月 14 日、日

本政府はポツダム宣言の受諾を駐スイス

ぎょく お ん

「平和の祈り」
句碑

祈りの像

広島平和都市記念碑
（原爆死没者慰霊碑）

常夜燈

原爆犠牲国民学校
教師と子どもの碑

36% が全焼または全半壊した。

14 敗戦

からの天皇のラジオ放送（ 玉 音放送）に

原爆犠牲建設
労働者・職人之碑

橋

安

元

レストハウス
︵観光案内所・売店︶

原爆の子の像

■広島平和記念公園（広島市中区中島町）

広島郵便局
職員殉職の碑
平和祈念碑

花時計

平和の石塚

平和の泉

平和乃観音像

新島襄・八重、山本覚馬
物語＆近代建築物年表 付

本体 857 円＋税
仕様 B5 判 96 頁

平和の鐘

平和の石燈
韓国人原爆犠牲者
慰霊碑
被爆した墓石
(慈仙寺跡の墓石）

うち約 7 万 4 千人が死亡し、 建物は約

米軍機より撮影したきのこ雲（撮影／米軍、提供者／広島平和記念資料館）

爆心地
動員学徒慰霊塔

遭難横死者慰霊供養塔

姫君たちの戦国年表付

型原子爆弾 「リトル・ボーイ」を投下し

2 目標である長崎市にプルトニウム型原子
爆弾を投下したのだ。原爆の投下により、
当時の長崎市の人口 24 万人（推定）の

た（人類史上初めて核兵器が実戦使用さ

めた降伏文書（休戦協定）
に調印した。
こうして、3 年 9 ヶ月にわたる太平洋戦
争は日本の敗北で終わった。日本人の死

者は、軍人 230 万人、民間人 80 万人、
計 310 万人とされる。
降伏した日本は、連合国軍によって占
領されたが、占領軍は、実質的にアメリ
カ軍のみだった。

れた事例であるが、これについては別記

言葉である」とある。

こうして満州国は崩壊し、中国内地と
合わせ 170 万人ともいう多くの日本人は
大混乱となり、その過程で、一部の日本
人の幼児は、肉親と死別したりはぐれたり
して現地の中国人に保護され、あるいは
肉親自身によって現地中国人に預けられて
戦後も大陸に残った。いわゆる中国残留
日本人孤児が数多く発生したのである。

外地から日本への引揚げは、1945 年

する）
。

正面に立つと、屋根の内側から原爆ドー
ムが見える。

（昭和 20 年）9 月、米軍管区から開始

3 日後の 8 月 9 日午前 11 時 02 分、

され、オーストラリア軍管区、イギリス軍

アメリカ軍は長崎県長崎市にも原爆を投

□原爆の子の像
（広島平和都市記念碑）

爆を警戒した八幡製鐵所がコールタール

管区と続いた。ソ連軍管区からの引揚げは、

下した。これは、今のところ人類史上実

ソ連軍の撤退が本格化した 1946 年（昭

三脚のドーム型の台座の頂上に金色の

戦で使用された最後の核兵器である。ア

和 21 年）3 月からはじまった。中国軍管

折鶴を捧げ持つ少女のブロンズ像（平和

メリカ合衆国連邦政府は、この原子爆

区の日本人は、新京（現在の中華人民

世界最初の原子爆弾によって壊滅した

な未来への夢を託している）が立ち、左

弾のコードネームを「ファットマン（Fat

共和国吉林 省 長 春 市）や大連（同 遼

広島市を、平和都市として再建することを

右に少年少女の像（明るい未来と希望を

Man）
」と名付けていた。
9

き つ り ん しょう ちょう しゅん し

りょう

ね い しょう

ミズーリ艦上における降伏文書調印式
雪をいただく故国の山々に感激の涙を流しながら上陸
（所蔵：舞鶴引揚記念館）

24

寧 省 大連市）などの大都市に集められた
25

新島八重が生きた明治・大正

戦国時代から江戸初期にかけ
ての様々な史跡のほか、社寺や
城などの敷地も多数掲載。
「姫君
たちの戦国年表」もお薦めです。

時代の建築物や史跡などを多数

弊社ＨＰでは、新規商品のご紹介、中身を細かくご確認頂ける「立ち読み」、折々
の京都をお伝えする Twitter などを掲載しております。是非一度ご覧くださいませ。

掲載。様々な角度から、明治の京
都に光を当てています。同志社
様からの貴重な写真も必見！

信長・秀吉・家康の時代を生き抜いた

軍師官兵衛戦跡地図本

歴史読物

文・鳥越一朗

陰謀の鎌倉幕府

〜執権北条氏をめぐる
内紛クロニクル〜

本体 1000 円＋税
仕様 B5 判 88 頁
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100

広電

相生橋

京都明治・大正地図本

岐阜、滋賀、京都、大阪・
兵庫、鳥取・広島、香川・
徳島、福岡、大分。各エリア
の史跡を紹介。「慶長 5 年
の官兵衛九州進軍図などの
図と詳細な年表で、戦国時
代を楽しめます。

0

本川町

太平洋戦争―真珠湾攻撃から敗戦まで

広島平和記念公園周辺ガイド
広島平和記念公園地図

京都戦国地図本

第一章

文・鳥越一朗

原爆死没者慰霊碑（写真提供 広島県）

幕末尽くしのコースを散策で
きます。龍馬の足跡を追う詳細
年表付き！

立ち読みできます！

平清盛ゆかりの史跡や、
社寺、邸宅跡なども掲載。
様々な角度から等身大の清
盛や平家一門の動きを浮き
上がらせています。

「ご確認いただける内容」

・改定情報の予定（「乗る＆歩くシリーズ」「散策＆観賞シリーズ」など）
・新規書籍のご案内
・各書籍の「立ち読み」（サンプルページを掲載しており、内容をご確認頂けます。拡大で細部までクッキリご覧
いただけます。）
・京都の行催事情報を多数掲載したブログ・Twitter・facebook

本体 1500 円＋税

【無料サンプルについて】
鳥越一朗 著
◆仕様
A5 判 232 頁

文・鳥越一朗

２０２２年ＮＨＫ大河ドラマ
「鎌倉殿の十三人」
を楽し
むための必携の書！
北条氏の絡んだ６７の陰謀・謀略事件を通じて、
鎌
倉幕府の成り立ちが理解でき、
その時代の息吹を
感じ取ることができます。

※書店用図書他一部無料サンプルができなものもあります。

弊社では、1 学校様あたり 1 部のご購入検討用サンプルを承っております。どうぞお気軽にお問い合わせくださ
いませ。
なお、以下の点にご注意ください。
・サンプルは無料です。
・基本的に旧版（昨年度以前版）をお送りいたします。（利用方法は変わりません）
・「メール便」で発送いたします。到着までに数日〜 1 週間程度かかる場合があります。（納期はご指定いただ
けません）
・メール便の規格を越えるサンプルご依頼分は、ヤマト運輸着払いにて承ります。
※代理店様へ…複数校分必要な場合は、弊社営業がご相談させて頂けます。
・修学旅行関連以外の書籍は有料となります。（裏表紙の副教材リストをご確認ください）
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副教材リスト令和 4 年（2022）11 月現在

京

書 名
○ 乗る＆歩く 京都編
タクシー観光 おススメ京都編
○ 散策＆観賞 京都編
○ ～もっと楽しめる～
修学旅行・校外学習ワークブック 京都編（改訂 4 版）
修学旅行でか MAP 京都
My Map KYOTO 京都白地図
京都イラストマップ KYOTO MAP
車いす・おとしよりのためのバリアフリー京都観光
FLAVOUR OF KYOTO （DVD 版）
お得なセット 乗る＆歩く京都編＋でか MAP 京都
お得なセット 散策＆観賞京都編＋でか MAP 京都
お得なセット
乗る＆歩く京都編＋散策＆観賞京都編＋でかMAP京都
お得なセット
散策＆観賞京都編＋散策＆観賞奈良大和路編
龍馬・新選組らの京都史跡を歩く 13 コース
平清盛・源平時代の京都史跡を巡る 13 コース
明治・大正時代の京都史跡を歩く 13 コース
戦国時代の京都の史跡を歩く 13 コース
京都幕末地図本
京都戦国地図本
京都源平地図本
京都明治・大正地図本
軍師官兵衛戦跡地図本
陰謀の鎌倉幕府
○ 乗る＆散策 奈良編
○ 散策＆観賞 奈良大和路編
でか MAP 奈良
○ 乗る＆歩く 東京編（横浜付）
○ 散策＆観賞 東京編
○ 都内研修・修学旅行ワークブック 東京編（横浜付）
東京都 23 区図＆修学旅行・校外学習でか MAP 東京
My Map TOKYO 東京白地図
ワークブック白地図 東京
お得なセット
乗る＆歩く東京編（横浜付）＋でか MAP 東京
散策＆観賞 古都鎌倉編
神奈川
でか MAP 鎌倉・横浜中心部図
散策＆観賞大阪編
乗る＆散策 大阪・神戸編
でか MAP 大阪
でか MAP 神戸・大阪
関西 ○ 散策＆観賞 KANSAI ～四都巡り～
「ノーモアヒロシマ」伝えていこう ! 平和
広島
～広島平和学習に行く前に読む本～
散策 & 観賞 長崎市内編 最新版
長崎
でか MAP 長崎＆散策ガイド ハウステンボスガイド付
札幌 散策＆観賞札幌市内編＋ウポポイ
岩手 散策＆観賞 岩手（南部地域）編～修学旅行に行く前に読む本～
○ 自主研修・修学旅行ワークブック 沖縄本島編
沖縄「オキナワの苦難を知る」伝えていこう ! 平和
〜沖縄平和学習に向けて読む本〜

都

本体（税抜）
1,000 円
900 円
600 円

掲載頁
P4 ～ 5
P6 ～ 7
P8 ～ 9

500 円

P11

400 円
545 円
500 円
2,381 円
5,000 円
1,309 円
909 円

P12
P13
P17
P17
P17
P10
P10

1,818 円

P10

京都関連本及び歴史 奈良
本
東
京

1,045 円

P10

552 円
648 円
600 円
600 円
762 円
857 円
900 円
943 円
1,000 円
1,500 円
700 円
545 円
500 円
790 円
590 円
505 円
400 円
600 円
333 円

P17
P17
P17
P17
P30
P30
P30
P30
P30
P30
P14
P15
P16
P18
P19
P20
P21
P21
P21

頁数
最新版情報
223 頁 新刊（2022 年 4 月発行）
161 頁 新刊（2022 年 11 月発行）
128 頁 新刊（2022 年 5 月発行）
64 頁

既刊（2019 年 4 月発行）

新刊（2022 年 7 月発行）
新刊（2021 年 10 月発行）
新刊（2022 年 3 月発行）
128 頁 既刊
リニューアル版（2015 年再編集 48 分）
最新版
最新版
最新版
最新版
34 頁
34 頁
34 頁
34 頁
144 頁
96 頁
96 頁
168 頁
80 頁
232 頁
128 頁
88 頁

既刊
既刊
既刊
既刊
既刊
既刊
既刊
既刊
既刊
既刊（2022 年 1 月発行）
既刊（2020 年 4 月発行）
新刊（2022 年 4 月発行）
新刊（2021 年 8 月発行）
160 頁 新刊（2022 年 11 月発行）
120 頁 既刊（2020 年 10 月発行）
72 頁 ※ 2008 年発行です。
新刊（2022 年 7 月発行）
新刊（2022 年 7 月発行）
※ 2008 年発行です。

大阪
神戸

1,190 円

P8

700 円
286 円
690 円
657 円
500 円
381 円
762 円

P22
P22
P23
P23
P24
P24
P16

最新版

550 円

P25

80 頁

既刊（2020 年 7 月発行）

540 円
381 円
400 円
510 円
505 円

P26
P26
P27
P27
P28

49 頁
32 頁
40 頁
72 頁

新刊（2022 年 7 月発行）
※ 2007 年発行です。
既刊（2020 年 9 月発行）
既刊（2020 年 9 月発行）
※ 2008 年発行です。

680 円

P29

88 頁

新刊（2021 年 1 月発行）

88 頁

新刊（2021 年 11 月発行）
※ 2007 年発行です。
73 頁 既刊（2020 年 2 月発行）
96 頁 ※ 2011 年発行です。
新刊（2022 年 3 月発行）
※ 2007 年発行です。
128 頁 ※ 2007 年発行です。

○…無料サンプル（旧版）承ります。詳細はＰ 31 下段をご覧ください
※最新刊より、判型・定価・ページ数等変わっている場合もございます。ご注意お願い申し上げます。
ユニプランではホームページを開設しております。
どうぞご利用下さい。

h t t p :/ / w w w . un i-pla n .c o.jp
●ご注文／納期、団体名、旅行日、教材使用日をお知らせください。
●発送／メール便（3 〜 5 日）、宅配便（1 〜 3 日）で発送。着本次第、種類、数量の確認をお手数ですが
お願いします。
●送料／商品代金 3 万円（税込）以上ならば当社負担（翌日 AM 必着など特急便別途）。3 万円（税込）未満は実費
にて申し受けさせていただきます。
●お申込みは、取り扱いエージェント又は当社まで
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