
乗る＆歩く京都編 2023年4月発行

〜もっと楽しめる〜 
修学旅行・校外学習ワークブック 京都編

のりもの案内  バス・電車　

ワークブック  バス・電車・タクシー

物件案内  バス・電車・タクシー

物件案内  タクシー

大判地図  バス・電車・タクシー 白地図  バス・電車・タクシー

散策＆観賞京都編 2023 年 4 月発行

タクシー観光 おススメ京都編
 2022 年 11 月発行

修学旅行でか MAP 京都　〜事前学習・自主研修用〜 My Map KYOTO 京都白地図　

京都の修学旅行、自主研修、遠足、観光に。事前学
習と現地携帯で安心の京巡り。
のりもの案内、詳細エリア地図、時刻表、路線図、
拝観・見学データを掲載。
京都のバス、電車を自由自在に乗りこなすための
便利な一冊、
それが「乗る＆歩く京都編」です。
◆内容
●詳細地図とのりもの案内
●バス・電車の観光時刻表・主要バス系統別停留

所一覧付き、拡大でより見やすく！
●索引、社寺文化施設
●のりもの路線図は本文中に掲載
●乗り換えに便利なバス停留所
●エリア地図内にバス経路とそこを走る市バス系

統番号を掲載

☆特集ページ「京都で"学ぶ"SDGs」追加
「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!!
●7つのステップで自主研修プランを進めます！
　step1.事前学習をしよう　step2.班づくりと

テーマの決定　step3.下調べしよう　step4.
コースづくりと行程計画　step5.自主研修修
学旅行のしおり　step6.自主研修感想ノート　
step7.発表会の準備

修学旅行・遠足などの自主研修事前学習のための
京都ガイド。
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。
☆教育現場でも話題の「UDフォント」を本文で採用! 
◆内容
●拝観・見学スポットを写真付きで詳細に解説。
●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。
●人気の観光スポット「四条界隈」を見開きでガイ

ド。
●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。
●テーマ別物件ガイドとワークシートで事前学習・

行程計画に便利。

タクシーでの班別自主研修・事前学習に最適。
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。さらに京都ならでは
の美術館・博物館やパワースポット、伝統的建造物
群保存地区、早朝おすすめスポットなども。
◆内容
●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。
●各見学施設約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。

●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。

●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。

「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。
◆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
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

「でかMAP京都」と全く同じ範囲の白地図。書き
込みしやすい配色と紙質でコースルート描き込み
など事前計画に大活躍！
◆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。

※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。

定価1,100円（税10%）

定価600円（税10%）

定価660円（税10%）

定価990円（税10%）

定価440（税10%） 定価600円（税10%）

Ａ５判　 
219ページ　（カラー他）

B5判・本文64ページ　（カラー）

Ａ５判　128ページ　（カラー他）

Ａ５判　161ページ　（カラー他）

928×616mm（両面カラー）
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」

928×616mm
（両面：特色4色　薄色印刷）
※地図範囲は「でかMAP京都と同様」

旅行計画・オリジナルコース・
スポット作成に !!

教育旅行
教材のご案内

班別・団体修学旅行、校外学習の計画立案に！

※HPの「立ち読み」（試し読み）が
　好評です。ぜひご覧下さい。

2023年6月発行

2021 年発行2023 年 1 月発行

2023.5.22 現在 お申し込みは取り扱いエージェント又は当社まで



乗る＆歩く東京編（横浜付）

乗る＆散策 奈良編 2023 年 5 月発行

〜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）

のりもの案内  電車　

のりもの案内  バス・電車　

ワークブック  バス・電車・タクシー

物件案内  バス・電車・タクシー

物件案内  バス・電車・タクシー

大判地図  バス・電車・タクシー

大判地図  バス・電車・タクシー 白地図  バス・電車・タクシー

散策＆観賞　東京編 最新版

散策＆観賞 奈良大和路編 

修学旅行でか MAP 奈良　〜事前学習・自主研修用〜

東京都23区図＆修学旅行・校外学習でかMAP東京〜事前学習・自主研修用〜 My Map TOKYO 東京白地図　

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! 
『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
◆内容
●「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」
●「拝観・見学施設案内」
●ワークシート付き！

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
●詳細地図とのりもの案内　80ページ（カラー）
　（名所は、写真と解説で紹介）
●観光主要時刻表等　48ページ（モノクロ）
●厳選した奈良の秘仏公開情報を掲載！目的地選

びに便利に！
●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
●のりもの路線図は、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

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。
◆内容
●7つのステップで自主研修プランを進めます！
　step1.事前学習をしよう　step2.班づくりと

テーマの決定　step3.下調べしよう　step4.
コースづくりと行程計画　step5.自主研修修
学旅行のしおり　step6.自主研修感想ノート　
step7.発表会の準備

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。豊富な写真と見やすい地図と共に紹介
しています！
「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! 
企業訪問にも便利です！
◆特色
1.大まかな物件間の位置を把握する地図を掲載。
　（1：39000）
2.重要物件約240件に加え、観光に欠かせない周

辺の名所の観光情報約150件を一覧形式で紹
介。

3.アクセス方法や時間を掲載。

修学旅行・遠足などの自主研修事前学習のための
奈良ガイド。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。
☆教育現場でも話題の「UDフォント」を本文で採用! 
◆特色
●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。
●奈良を地域ごとに、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、特別史跡を表記
●その他、奈良関係年表など。

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! 
◆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! 

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！！今回の更新では道をより
精密に追加し、開発による変更に対応。より修学旅
行・校外学習に便利になりました！
◆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）
〇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

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。
◆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.主要な観光エリアをカバー、駅・地下鉄路線も明示。
※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。
※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」
※駅間の移動時間も表記「メトロネットワーク路線図」

定価869円（税10%）

定価770円（税10%）

定価556円（税10%）定価759円（税10%）

定価600円（税10%）

定価550円（税10%）

定価440円（税10%） 定価660円（税10%）

A5判　128ページ+32ページ
（カラー他）

A5判　128ページ　（カラー他）

B5判・本文72ページ　（カラー）Ａ５判　120ページ　（カラー他）

Ａ５判　88ページ　（カラー他）

928×616mm（両面カラー）
表面は奈良広域図 1/62000、裏面は
でかMAP 1/15500

928×616mm（両面カラー）
表面は23区全体図 1/53,000、裏面は
でかMAP 1/19,000

928×616mm
（両面：4色/4色＋特色1色　薄色印刷）
※地図範囲は「でかMAP東京と同様」

旅行計画・オリジナルコース・
スポット作成に !!

2022 年発行

2021 年発行

2023 年 4 月発行

2022 年発行 2022 年発行

2022 年 11 月発行

2008 年発行



乗る＆散策 大阪・神戸編 2011年発行
のりもの案内  電車・バス（神戸）　

見やすい地図、詳しいのりもの案内、豊富な写真付
き物件案内の実用ガイド。
◆内容
●詳細地図とのりもの案内、ポイントガイド
●大阪・神戸施設一覧・地図総索引
●のりもの路線図　とじ込み（カラー）
◆特色
●エリアマップ類は鉄道駅を中心とし、目標となる

主要観光地を含めて、徒歩移動できる範囲の観
光見学施設を網羅しています。

●交通案内には、マップ掲載駅から目的地への使
用路線、所要時間、料金などを表形式で掲載し
ています。

●大阪・神戸それぞれのエリアについて、主な観光
見学施設や観光地を紹介する観光名所のポイン
トガイドを写真付で掲載しました。

定価723円（税10%）
Ａ5判　96ページ　（カラー他）

大判地図  バス・電車・タクシー

大判地図  バス・電車・タクシー

でかMAP神戸・大阪　〜事前学習・自主研修用〜　2007年発行

でかMAP大阪　〜事前学習・自主研修用〜　2022年発行

神戸・大阪の中心部をクローズアップした「でか
MAP」！　充実の物件索引と欄外拡大図で、ます
ます見やすく・調べやすくなりました！
◆特色
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
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

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！
◆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

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

定価419円（税10%）

定価550円（税10%）

928×616mm（両面カラー）
表面は三宮・元町界隈1/4,300
裏面は大阪市中心部1/9,600

928×616mm（両面カラー）
表面は大阪市中心部1/9,600
裏面は大阪市内広域部1/25,000

 

「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〜

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

定価605円（税10%）
Ａ５判　80ページ　（モノクロ）

物件案内  バス・電車・タクシー

散策＆観賞 大阪編 最新版

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!　「行程計画ワークシート」付
◆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」　◯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)」etc...

定価759円（税10%）
Ａ５判　73ページ　（カラー他）

2020 年発行

2020 年発行平和学習

大判地図  バス・電車・タクシー

でか MAP 鎌倉・横浜中心部図

表面は鎌倉、裏面は横浜。
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！！

◆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。

定価315円（税10%）
594×490ｍｍ（両面カラー）　
表面は鎌倉中心図1/9000
裏面は横浜中心部図1/16000

2007 年発行

物件案内  バス・電車・タクシー

散策＆観賞　古都鎌倉編 最新版

日本初の武家政権の地・文化人も愛した海と山・華
やぐ花々の社寺が集う古都鎌倉。
観光地として人気が高く、その歴史や文化を学べ
る一冊に仕上げております。
観光はもちろん、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です。
★鎌倉を7つのエリアに分け、社寺・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

定価770円（税10%）
Ａ５判　88ページ　（カラー他）

2023 年発行白地図  バス・電車・タクシー

ワークブック白地図 東京　旅行計画・

修学旅行自主見学の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、発表会用地図にもお使いいただけます
◆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。水性
マーカーも使いやすい上質紙を使用。

2.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。

※掲載範囲は、「東京都23区図＆でかMAP東京」
裏面（東京中心部図）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。カラフルで見やすい
地図をお探しの場合は、「東京都23区図＆でか
MAP東京」を是非お求め下さい、

定価366円（税10%）
928×616mm
（片面：特色4色　薄色印刷）
※地図範囲は「でかMAP東京の
　でかMAP面（東京中心部図）と同様」

オリジナルコース・スポット作成に !!
2008 年発行



平和学習  物件案内  バス・電車・タクシー

物件案内  バス・電車・タクシー

散策&観賞 長崎市内編 2022年発行

散策＆観賞 札幌市内編＋ウポポイ

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!
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。

■主な紹介物件
出島(出島和蘭商館跡)・長崎新地中華街・日本
二十六聖人殉教地・長崎歴史文化博物館・オラン
ダ坂・大浦天主堂・グラバー園・平和公園・長崎原
爆資料館・浦上天主堂・稲佐山etc・・・

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。

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！

定価594円（税10%）

定価440円（税10%）

Ａ５判　49ページ　（カラー）

Ａ５判　32ページ　（カラー）

大判地図  バス・電車・タクシー

でかMAP長崎　〜事前学習・自主研修用〜　2007年発行

「散策&観賞 長崎市内編」
との併用も便利な大判地図

表面　長崎市中心部地図　
1：8,600（北：長崎電気
鉄道「赤迫」駅、東：シーボ
ルト記念館、南：グラバー
園、西：稲荷山）
裏面　長崎市の散策ガイド

定価419円（税10%） 928×616mm（両面カラー）

平和学習  

「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〜

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。
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。
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、どのような経緯で
基地が作られたのか紹介。

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」　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

定価748円（税10%）
Ａ５判　88ページ　（モノクロ）

〜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
ワークブック  バス・タクシー・他

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。
◆内容
●7つのステップで自主研修プランを進めます！
　step1.事前学習をしよう　step2.班づくりと

テーマの決定　step3.下調べしよう　step4.
コースづくりと行程計画　step5.自主研修修
学旅行のしおり　step6.自主研修感想ノート　
step7.発表会の準備

定価556円（税10%）
B5判・本文72ページ

無料サンプルについて　
※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。

2020 年発行

2020 年発行

物件案内  バス・電車・タクシー

散策＆観賞　岩手（南部地域）編 

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。

定価561円（税10%）
Ａ５判　40ページ　（カラー）
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中尊寺　地図P7C1

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

平泉に拠点を移した清衡は、関
かん

山
ざん

に寺
院を建立し、麓の平坦地を整えて、その西
に京都の法

ほっ

勝
しょう

寺
じ

のような伽
が

藍
らん

を建てる計
画を進めた。関山は京都の街を見下ろす仏
教の聖域比

ひ

叡
えい

山
ざん

と見なされたのだ。
中尊寺伽藍の造営は、長

ちょう

治
じ

2 年（1105）
頃より開始され、釈迦堂、両界堂、そして
2 年後には大

だい

長
ちょう

寿
じゅ

院
いん

が建立された。藤原
氏を滅ぼし、平泉に入った源頼

より

朝
とも

が感嘆し、
鎌倉に永

よう

福
ふく

寺
じ

を建てる時のモデルとしたと
いう二階大堂である。
有名な金

こん

色
じき

堂
どう

が落成したのは、それから
17年後（1124 年）のこと。清衡は69 歳
になっていた。そして2年後には中尊寺大
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
遠く離れ、辺境の地と蔑

べっ

視
し

されてきた地に、
京をしのぐ仏教文化を咲かせることができ
たのである。
清衡の悲願の結晶である中尊寺は、しか

し文
ぶん

治
じ

5 年（1189）の奥州藤原氏の滅亡

色
しき

が施
ほどこ

され、要所は宝
ほう

相
そう

華
げ

文
もん

を透
すか

し彫り
にした金具で装飾されている。
現在ではコンクリートの覆

おおい

堂
どう

に包まれて
いるが、創建当初は木立の中にさん然と輝
いていたという。いつの頃からか覆堂が造
られるようになり、経

きょう

蔵
ぞう

の右手に立つ現存・
旧覆堂は、金色堂建立の165 年後、鎌倉

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─」
が世界文化遺産に登録された。金色堂は
じめ絵画、書跡、工芸、彫刻、考古、民
俗の各分野にわたる3,000 余点の国宝や
重要文化財を伝える、東日本随一の平安
仏教美術の宝庫である。

天台宗の名
めい

刹
さつ

・中尊寺は、嘉
か

祥
しょう

3 年
（850）、比叡山延暦寺の慈覚大師円

えん

仁
にん

開
基にはじまる。大規模な堂塔が造営された
のは、12 世紀はじめ、藤原清

きよ

衡
ひら

によって
である。
奥州藤原氏四代の繁栄の基礎を固めた

藤原清衡は、大
だい

治
じ

3 年（1128）73 歳で
亡くなったという。当時としては長寿だった
といえる。彼の前半生は長く続いた戦乱の
中にあった。出

で

羽
わ

・陸
む

奥
つ

を巻き込んだ前
ぜん

九
く

年
ねん

の役
えき

・後
ご

三
さん

年
ねん

の役
えき

が終わって平和が
訪れたのは、清衡32 歳の時であった。
2つの大乱によって安

あ

倍
べ

氏・清
きよ

原
はら

氏とい
う豪族が滅び、彼らの遺領を受け継いだ
清衡は、奥州の平和を守り、政権の安定
に努めることを第一の責務と考えた。清衡
の後半生はこの責務を全うすることに費や
された。

とともに衰退し、火災にも遭
あ

っ
て、解体大修理が行われた金
色堂のみが創建当初のままの
姿を見せている。
悲願を達成した清衡は落慶

法要を営んだ2年後（1128 年）
に亡くなり、金色堂の須

しゅ

弥
み

壇
だん

下
に葬られた。堂内の壁・柱・組
物はもとより、外側にまで金箔
を押した皆

かい

金
こん

色
じき

の堂内には、今
も金箔の張った棺の中に清

きよ

衡
ひら

・
基
もと

衡
ひら

・秀
ひで

衡
ひら

三代の亡骸と四代
泰
やす

衡
ひら

の首級が安置されている。

各壇上には金色に輝く阿弥陀三尊
像と二天・六地蔵像 11躰が死後
の平安を守るように安置されてい
る。かつて基衡壇上の1躰が欠け
ていたが、近年補

ほ

完
かん

された。
昭和 26 年（1951）指定の国宝

建造物第 1号の金色堂は、方
ほう

三
さん

間
げん

の阿弥陀堂建築で内外を黒
くろ

漆
うるし

で塗り、その上に金箔で押したため、
金色堂とよばれている。内部の長

なげ

押
し

、柱、須
しゅ

弥
み

壇
だん

には金
きん

蒔
まき

絵
え

、極
ごく

彩
さい

一関・平泉

旧覆堂

金
色
堂
内
陣

新
覆
堂

写真提供：中尊寺

2020 年発行

お得なセット販売のご案内

※セット販売は内税にて表記しております

セット名 定価（税込）

乗る＆歩く京都編+散策＆観賞京都編
+でかMAP京都 2,200⇨2,000円（200円お得）

乗る＆歩く京都編+でかMAP京都 1,540⇨1,440円（100円お得）

散策＆観賞京都編+でかMAP京都 1,100⇨1,000円（100円お得）

散策＆観賞京都編+散策＆観賞奈良大和路編 1,260⇨1,160円（100円お得）

乗る＆歩く東京編（横浜付）＋でかMAP東京 1,309⇨1,209円（100円お得）

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


