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部 乗る＆歩く京都編  2023 〜 2024 571-9 定価 本体 1,000 円 + 税  A5 判　219 頁 サイズが一回り小さく・軽くなりました！　京都ののりもの案内定番本！
市バス他バス・鉄道ダイヤ改正対応の更新版、詳しくわかりやすい！

　　　部 きょうを「地下鉄・バス一日券」で巡る本 570-2 定価 本体 600 円 + 税  B6 判　112 頁　フルカラー 「地下鉄・バス一日券」で京都をリーズナブル、広範囲に、観光できます。ポケットサイズで持ち運
びも OK ！

部 散策＆観賞京都編　最新版 573-3 定価 本体 600 円＋税  A5 判　128 頁　 各名所、旧跡などを豊富な解説とカラー写真で紹介したガイドブック。人物・出来事・文学・体験施
設なども掲載。

部 徳川家康 75 年の生涯年表帖 上巻（全 3 巻） 568-9 定価 本体 1200 円＋税  A5 判　256 頁 大河ドラマ「どうする家康」が面白くなる本！ 和睦・宣戦と目まぐるしい激動の徳川家康波乱の時代
を垣間見て頂き、「大河ドラマ」視聴を楽しんでいただきましたら幸いです。

部 徳川家康 75 年の生涯年表帖 中巻（全 3 巻） 576-4 定価 本体 1200 円＋税  A5 判　240 頁 大河ドラマ「どうする家康」が面白くなる本！ 好評シリーズ中巻です。

歴史読物　
徳川家康 75 年の運と決断

564-1 定価 本体 1500 円＋税  A5 判　240 頁
２０２3 年ＮＨＫ大河ドラマ「どうする家康」を楽しむための必読の書（全 79 話）！
家康の生涯 75 年における「運と決断」とは！？コンパクトにまとめられているので、この 1 冊で家
康の歩んだ道が分かります！

部
タクシー観光 おススメ京都編
〜詳細なガイド・駐車場情報・白地図・おす
すめランキング等〜

563-4 定価 本体 900 円＋税  A5 判　161 頁
京都観光に自家用車やレンタカー、タクシーを利用する観光客や修学旅行生の方に向けた一冊。
主要観光名所、穴場スポットや宇治・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」、大手タクシー会社に協力頂いたプ
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」が便利な一冊。

部 「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〜 522-1 定価 本体 680 円＋税  A5 判　88 頁　

修学旅行・校外学習で沖縄を訪れる中学生、高校生の皆さんへ
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。

部 「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〜 509-2 定価 本体 550 円＋税  A5 判　80 頁　

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。

部 散策＆観賞
岩手（南部地域）編　最新版

510-8 定価 本体 510 円＋税  A5 判　40 頁　
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

部 散策＆観賞 
札幌市内編＋ウポポイ　最新版

512-2 定価 本体 400 円＋税  A5 判　32 頁　 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
紹介！ 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ぜひお役立てください！

部 散策＆観賞 長崎市内編　最新版 550-4 定価 本体 540 円＋税  A5 判　49 頁　
学旅行の重要地・長崎。異国情緒と平和学習という特色あるエリアを詳細な地図と共に紹介していま
す。各観光・学習物件の歴史・由来等に重点を置いて解説。 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。

好評既刊本
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　　　部 乗る＆散策奈良編　最新版 577-1 定価 本体 700 円＋税  A5 変形判　136 頁　 奈良交通バス、近鉄電車の毎年春のダイヤ改正を反映した最新情報版。
部 散策＆観賞奈良大和路編　最新版 553-5 定価 本体 545 円 + 税  A5 判 　80 頁　 奈良の美術・文化をじっくりと観賞されたい方に！豊富な地図と写真が好評な奈良巡り必携書！！
部 乗る＆歩く東京編（横浜付）最新版 562-7 定価 本体 790 円＋税  A5 変形判　160 頁　 東京ののりものは分からない？という方へ。東京の最新データ情報を満載した本。
部 乗る＆散策　大阪・神戸編 291-6 定価 本体 657 円 + 税  A5 判　96 頁 のりもの案内と学習ガイドが一つになった便利な一冊。大阪・神戸の鉄道を使った 交通・観光案内決定版！

部 散策＆観賞 古都 鎌倉編　最新版 567-2 定価 本体 700 円＋税  A5 判　88 頁
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。

部 散策＆観賞東京編 575-7 定価 本体 690 円＋税  A5 判　120 頁　 大幅リニューアル！東京の観光物件 250 軒を掲載しました。
部 龍馬伝　京都幕末地図本 265-7 定価 本体 762 円＋税  B5 判　144 頁 実際に歩ける地図本。史跡はもちろん幕末・龍馬がらみの飲食店や休憩時の甘味処、カフェを掲載

部 京都戦国地図本
姫君たちの戦国年表付き 282-4 定価 本体 857 円 + 税  B5 判　96 頁 実際に歩ける歴史地図本。戦国～江戸初期の様々な史跡・消えた社寺や城跡を掲載。町家な食事処多

数。

部 平清盛伝　京都源平地図本　
清盛・平家年表付 297-8 定価 本体 900 円＋税 B5 判　96 頁 京都を 25 のエリアに分け、さらに神戸・須磨・奈良の 3 エリアを加えた歩ける地図本。

平清盛ゆかりの史跡など多数掲載。更に各エリアの飲食店や甘味処・カフェなども。
部 軍師官兵衛戦跡地図本 330-2 定価 本体 1000 円＋税 B5 判　89 頁 歩いて楽しめる地図本！岐阜、滋賀、京都、大阪・兵庫、鳥取・広島、香川・徳島、福岡、大分…戦国

武将が戦った合戦の地を観光しよう！京都・滋賀エリアではおすすめの飲食店や甘味処なども紹介！

部
レトロとロマンを訪う 
京都明治・大正地図本
新島襄・八重、山本覚馬物語＆近代建築物年表 付

310-4 定価 本体 943 円＋税 B5 判　168 頁
歩いて楽しめる地図本！　京都 23 エリアで、明治・大正時代のお洒落な建築物や史跡、カフェ・食
事処、新島八重関連のエピソードなどを多数掲載。レトロでロマン溢れる京都の街に光を当てていま
す。

部 龍馬・新選組が駆けた
幕末京都めぐり地図 263-3 定価 本体 648 円 + 税  ケース：144 × 157mm

本体：928 × 616mm
幕末頃の様々な施設（藩邸・寺 etc）、事件の跡など約 600 件を、現在の京都市大判地図に落とし込
みました。別冊索引（24 頁）付き。

部 戦国京都めぐり地図 283-1 定価 本体 743 円 + 税  本体：928 × 616mm
別冊索引：16 頁 戦国～江戸初期の様々な史跡・寺跡・城跡を、現在の京都市大判地図に落とし込みました。

部 院政・源平　京都めぐり地図 305-0 定価 本体 800 円＋税  ケース 144 × 157mm
本体 928 × 616mm 歴史ファンやマニアな方々にこそオススメしたい平安京の地図！約 330 件の史跡・関連物件を掲載！！

部 レトロを楽しむ近代建築物 MAP
明治・大正 京都めぐり地図 313-5 定価 本体 800 円＋税 ケース 144 × 157mm

本体 928 × 616mm
明治維新、日本初の小学校、大学設立、京都三大事業、近代建築物ラッシュ…　新島八重と夫・襄が過ご
した京都。変革の時代を今に伝えるレトロでモダン溢れる建物たちや遺跡（約 560 件）を巡る散策に是非！

部 ちゅう源氏の源氏物語絵巻
～京都カワイイ平安古典絵本～ 440-8 定価 本体 900 円＋税  A5 判　81 頁

ながたみどり ( 著 ), 山本淳子 ( 監修 )
ちゅう源氏物語 54 帖をかわいいイラストで紹介 ! 物語の大まかな流れ、人物紹介、注釈、相関図、
関連地図なども分かりやい！ちゅう源氏誕生からその子「薫」の半生を絵本感覚で楽しめます。 

部
新選組記念館青木繁男　
調べ・知り・聞いた秘話を語る！
続・戦国おもしろばなし　百話

413-2 定価 本体 1500 円＋税  A5 判　232 頁
好評「戦国おもしろばなし」の第二弾。
「戦国期の剣豪」、「戦国・江戸期の忍者、幻術師たち」、「戦国期の海外との関わり」、「戦国史
を訪ねる旅」と分けての数々の話を紹介。

部
新選組記念館青木繁男　
調べ・知り・聞いた秘話を語る！
戦国おもしろばなし　百話

406-4 定価 本体 1500 円＋税  A5 判　256 頁 教科書には載ってない裏話や逸話が満載！ 
戦国時代のとっておきの 100 話。

部
新選組記念館青木繁男　
調べ・知り・聞いた秘話を語る！
龍馬おもしろばなし　百話

405-7 定価 本体 1500 円＋税  A5 判　272 頁
龍馬にまつわるとっておきの 100 話！
龍馬の隠し子、異色の海援隊士山本龍二郎、龍馬の友 - 望月亀弥太の謎、祇園歌人吉井勇と龍馬の関
係、いろはのお龍見参などの秘話も必読です。

部
新選組記念館青木繁男　
調べ・知り・聞いた秘話を語る！
新選組おもしろばなし　百話

377-7 定価 本体 1500 円＋税  A5 判　248 頁
新選組にまつわるとっておきの 100 話！
青木氏による初公開の秘話も必見です。新選組活躍の裏話や隊士の顛末など、まさに著者のライフ
ワーク集大成！

部
新選組記念館青木繁男　
調べ・知り・聞いた秘話を語る！
真田幸村時代のおもしろばなし　百話

360-9 定価 本体 1350 円＋税  A5 判　224 頁 大坂冬の陣「真田丸」で最大の戦果を上げ、その名を戦史に残した真田幸村。彼に関しての多くの逸
話や秘話が残っており、それらを著者が八章に分けて百話を記します。

部
新選組記念館青木繁男　調べ・知り・聞いた
秘話を語る！
京都幕末おもしろばなし　百話

338-8 定価 本体 1500 円＋税  A5 判　304 頁 京都幕末ファンに読んで欲しい！「こんな話があるんじゃが、知っとったかー？」
幕末研究家の著者が幕末の知られざるとっておきの逸話を、九章に分けて 100 話を記します。

部 明治 150 年 その歩みを知るつなぐ 後編 473-6 定価 本体 1500 円＋税  A5 判　256 頁 明治とは、どんな時代だったのか。日清戦争終結後から「三国干渉」～「日露戦争」～「明治天皇崩
御」などまで多数の事件・出来事を取扱っており、激動の時代・明治の後期をご覧いただけます。

部 明治 150 年 その歩みを知るつなぐ 中編
薩摩藩年表帖 下巻 471-2 定価 本体 1800 円＋税  A5 判　320 頁

明治とは、どんな時代だったのか。「自由民権運動と事件」、「ヘスペリア号事件」、「第二次琉球
処分」、「日清・日韓交渉」、「教育令」、「開拓使官有物払下げ事件」、「明治十四年の政変」、
「鹿鳴館」、「甲申事件」、「内閣制」、「各党結成」、「大日本帝国憲法発布」、
「足尾鉱毒問題」、「吏党・民党対立」、「東学党の乱」、「日清戦争」などまでを掲載。

部 明治 150 年 その歩みを知るつなぐ  前編
西郷どん・大久保利通・薩摩藩年表帖 中巻 460-6 定価 本体 1800 円＋税  A5 判　416 頁

政治、施政、士族の乱、西南戦争、軍国、国際問題、事件などが時系列でわかる ! 
慶応 3 年 (1868)12 月、徳川慶喜が京都を去り、明治新政権の樹立から「太政官制」、「版籍奉還」、
「廃藩置県」、「岩倉欧米使節団」、「明治六年の政変」、「西南戦争」などまでを掲載。

部
その時、勤王志士・朝廷、慶喜政権、江戸幕府らは、
西郷隆盛・大久保利通・
薩摩藩年表帖 上巻

443-9 定価 本体 1300 円＋税  A5 判　256 頁
ペリー来航から王政復古までの出来事が時系列でわかる ! 2018 年 NHK 大河ドラマ「西郷どん」の時
代。明治維新の立役者薩摩藩の動きに注目 ! 時系列で見ると勤王志士、朝廷、長州藩、慶喜政権、江
戸幕府それぞれの思惑、動きが見えてきます ! ぜひ大河ドラマと共にお楽しみ下さい !  

部 その時、甲・信・越・相・駿・遠・三らは、
武田家三代年表帖（上巻） 374-6 定価 本体 1500 円＋税  A5 判　208 頁

甲斐の信玄、越後の上杉謙信、信濃の国衆や真田幸隆・昌幸父子、相模の北条氏康・氏政父子、駿河・
遠江の今川義元・氏真父子、三河の松平広忠・徳川家康父子ら戦国大名たちは？ その頃、家臣として
活躍した真田家三代は特に詳述いたしました。

☆最新の発注書です。2023 年 5 月現在

大河ドラマ関連本・最新本

FAX▲ ▲
075-934-9990
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部
その時家康・景勝・氏政は、そして秀吉は、
武田家三代年表帖（下巻）
勝頼と真田一族の顛末

376-0 定価 本体 1500 円＋税  A5 判　240 頁
武田勝頼の家督相続からの苦難な歩みと、真田昌幸・信之・信繁ら真田一族が、信長、秀吉、家康、
氏政、景勝ら戦国大名の狭間で、どのようにのぞみ活躍をしたのか。長篠、上田城、関ヶ原、大坂の
陣、その他様々な戦いとその後を詳述いたしました。

部 惟任日向守、第六天魔王を討つ！
年表帖 明智光秀・織田信長一代記（上巻） 495-8 定価 本体 1200 円＋税  A5 判　240 頁

永禄 11 年 (1568)9 月、信長が将軍足利義昭を擁して上洛する前の京 ( 都 ) の、覇権争奪。
三好三人衆を蹴散らした信長は、秀吉・明智光秀らの活躍で畿内を制覇。
天正元年 7 月信長は義昭を追放、畿内の戦国時代は終焉を迎え、安土・桃山時代がはじまる。

部 惟任日向守、第六天魔王を討つ！
年表帖 明智光秀・織田信長一代記（下巻） 496-5 定価 本体 1400 円＋税  A5 判　305 頁 志賀郡、そして丹波国を与えられた明智光秀。天正 10 年 (1582)「本能寺の変」を起こす。その動機

は日本史の最大級の謎とされ、様々な説が語られる。

部
尊王攘夷、開国、佐幕派　
その顛末を集めた
維新年表帖 下巻

358-6 定価 本体 1500 円＋税  A5 判　304 頁 「八月十八日の政変後」からの幕末、明治維新を取り上げ、後に官軍となった長州藩については、藩
政の動向、支藩等の動き、藩にまつわる事件、藩士のプロフィールも充実。

部
黒船騒動・鎖国から開国、
その顛末を集めた
維新年表帖 上巻

355-5 定価 本体 1500 円＋税  A5 判　320 頁
幕末維新期における倒幕派・佐幕派の動向を収録した年表帖！黒船来航から始まる明治維新。後に官
軍となった長州藩について藩政の動向、支藩等の動き、藩にまつわる事件、藩士のプロフィールも充
実。

部 維新の胎動　幕末年表帖　 264-0 定価 本体 1143 円 + 税  A5 変形判　312 頁 幕末から明治初期にかけての日付までも明記した歴史年表で、人物写真と事蹟写真も豊富に掲載。

部 京への道　戦国武将年表帖
（上巻）信長誕生～本能寺の変 284-8 定価 本体 1200 円＋税  A5 判　384 頁 戦国後期から安土時代前期の出来事を日付まで明記した年表帖！イラスト・写真や図版ととも、様々

な視点から戦国武将や姫君たちの状況・思惑に迫ることができます。

部 戦国武将年表帖
（中巻）信長後継～天下取り～江戸幕府成立 292-3 定価 本体 1600 円＋税  A5 判　416 頁 好評シリーズ第二弾！「本能寺の変」後から安土・桃山時代、徳川幕府成立までの出来事を、武将や

姫のイラスト・現在の写真等と共に日付まで明記して記載。

部 戦国武将年表帖
（下巻）家康後継～豊臣家滅亡～徳川長期政権 295-4 定価 本体 1300 円＋税  A5 判　272 頁 好評シリーズ堂々の完結編！「江戸幕府成立」から豊臣家の滅亡、「武家諸法度」での戦国時代の終

焉を経て、3 代将軍徳川家光の最後の入洛まで。大名の改易・転封データ満載！
部 院政・源平年表帖 306-7 定価 本体 1500 円＋税  A5 判　288 頁 平清盛が生きた時代を読み解く、日付を追った年表帖！巻末に天皇家・平家・源家の系図を掲載。

部 嵐の中、復興京都の行政・産業・教育は
明治維新・大正ロマン文明開化の京都年表帖 317-3 定価 本体 1500 円＋税 A5 判　320 頁 初めての人物写真や当時の珍しい古写真も豊富に掲載！幕末の騒動、「鳥羽・伏見の戦い」、京都御政府

の初動施策と文明開化の諸施策など、さらには新島襄・八重、山本覚馬の生涯や近代建築物を加えた年表。
部 西日本の戦国武将年表帖 332-6 定価  本体 1500 円＋税 A5 判　200 頁 黒田官兵衛誕生から戦国時代の終焉までを、信長そして秀吉天下時代の西日本の「戦い年表」を中心

に扱う。既刊の戦国年表帖（上・中・下）では書き足りなかった中国・四国・九州の当時を記載。
部 その時、幕末二百八十二諸藩は？

戊辰戦争年表帖 322-7 定価 本体 1500 円＋税  A5 判　416 頁 鳥羽伏見の戦いから函館戦争までの「戊辰戦争」年表。様々な戦いが各地で同時進行し、どのような
結末を迎えていったかを堪能できます。豊富な写真と図表を掲載。

部 龍馬・新選組らの
京都史跡を歩く　13 コース 266-4 定価 本体 552 円＋税  A4 判　34 頁 NPO 法人新選組記念館館長 青木繁男氏が長年、幕末関連の講演・ガイドを努めた経験から厳選した、

幕末史跡巡り 13 コースを地図と親しみやすいイラスト付で紹介。

部 明治・大正時代の
京都史跡を歩く　13 コース 319-7 定価 本体 600 円＋税  A4 判　34 頁 NPO 法人新選組記念館館長 青木繁男氏が選ぶ、今も当時の姿をそのままに残す華やかな建物と、急

激な近代化を成し遂げた為政者たちの史跡を巡る 13 コースを地図と親しみやすいイラスト付で紹介。

部 戦国時代の京都の史跡を歩く
13 コース 331-9 定価 本体 600 円＋税 A4 判　34 頁

戦国時代の旅人となって、約 400 ～ 500 年前の洛中洛外を歩く。御土居に囲まれた上京、そして下
京など。北野天満宮、報恩寺（鳴虎）、二条城、五条大橋、豊国神社、建仁寺など散策コースを紹介
します。

部 平清盛・源平時代の京都史跡を巡る 
13 コース 302-9 定価 本体 648 円＋税  A4 判　34 頁 青木繁男氏の豊富なガイド経験を生かして 13 の散策コースをご案内。清盛たちが活躍した京都には

多種多様な史跡や関連する社寺が残されています。

部 おもしろ文明開化百一話
教科書に載っていない明治風俗逸話集 445-3 定価 本体 1500 円＋税  A5 判　280 頁

異例の短期間で近代化を達成した明治の日本。しかし、新政府の急激な欧化政策に、庶民たちはドタ
バタの連続だった……。洋装、断髪、肉食、廃刀、改暦、苗字許可、学制、鉄道敷設、混浴禁止など
など……当時の新聞・雑誌から拾った、文明開化にまつわる 101 のとっておきエピソードを収録。

部 明智光秀劇場百一場
～「本能寺」への足取りを追う～ 490-3 定価 本体 1500 円＋税  A5 判　320 頁 本能寺の変の首謀者である光秀の、波乱に満ちた劇的人生…。その 101 のステージを年代順に現地の

写真とともに分かりやすく紹介。光秀の意外な素顔をあぶり出します。劇場舞台は全国です !

部
歴史読物　陰謀の鎌倉幕府 
～執権北条氏をめぐる内紛クロニクル～

540-5 定価 本体 1500 円＋税  A5 判　232 頁
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。

部
1964 東京オリンピックを盛り上げ
た 101 人
今蘇る、夢にあふれた世紀の祭典とあの時代

472-9 定価 本体 1600 円＋税  A5 判　320 頁
1964 年東京オリンピックにおいて、メダルを取った選手ばかりでなく、様々な立場で大会の盛り上
げに貢献した 101 人を取り上げ、その素顔や「その後」にも触れながら、彼らの奮闘ぶりを紹介。
アベベ、ヘーシンク、チャフラフスカ…伝説のオリンピアンをはじめ、組織委員会会長　安川第五郎、
聖火採火のカッツェリ夫人、東京五輪音頭の三波春夫など多彩な人物を一挙収録。

部 天下取りに絡んだ 戦国の女
政略結婚クロニクル 411-8 定価 本体 1500 円＋税  A5 判　280 頁

武田、北条、今川、上杉、織田、徳川、豊臣…
有力戦国大名七氏の女 56 人を一挙紹介
2017 年の大河ドラマ「おんな城主直虎」で話題沸騰の井伊直虎も歴史物語として収録

部 恋する幸村
真田信繁（幸村）と彼をめぐる女たち 359-3 定価 本体 1300 円＋税  四六判　256 頁 「日本一の兵」と今に伝わる真田幸村は、臆病で引っ込み思案だった !? 激動の時代の流れの中で、多

くの女性との出会いと別れを繰り返しながら、戦国武将として成長していく物語。

部 杉家の女たち
～吉田松陰の母と 3 人の妹～ 339-5 定価 本体 1300 円＋税  四六判　224 頁 2015 大河ドラマ「花燃ゆ」のヒロイン・文をはじめ、吉田松陰の親族として幕末・明治の動乱期を

生き抜いた、母・瀧、妹・千代・寿 4 人の女たちの物語をゆかりの地の写真を交え、描写しています。

部 ハンサム・ウーマン　
新島八重と明治の京都 309-8 定価 本体 600 円＋税 A6 判　128 頁 ハンサム・ウーマンと呼ばれ、数奇な運命を歩んだ八重の足取りを、豊富なエピソードとともに、軽

妙な文章で辿ります。京都をはじめ福島・東京・神奈川の八重ゆかりの建物・史跡も紹介。
部 茶々、初、江　戦国美人三姉妹の足跡を追う 281-7 定価 本体 571 円 + 税  A6 判　128 頁 戦国の世を美しくも健気に生きた浅井三姉妹。ゆかりの地を、豊富な写真とエピソードで辿ります。

部 絶対絶対めげない男　
黒田官兵衛の行動原理 323-4 定価 本体 700 円＋税  A6 判　128 頁 戦国の世、信長、秀吉、家康を向こうに回し、軍師としてしたたかに生き抜いた武将・黒田官兵衛の

生涯と行動原理に迫ります。豊富なエピソードとともに関連史跡も紹介。

部 平清盛を巡る一大叙事詩
「平家物語」の名場面をゆく 294-7 定価 本体 700 円 + 税  A6 判　144 頁 『平家物語』の 49 の名場面とそのゆかりの地を多くの写真とともに紹介。活劇を観るように物語の全体像

が把握できます。無常の世界への道行きを、どうぞお楽しみください。

部 電車告知人
～明治の京都を駆け抜けた少年たち～ 238-1 定価 本体 1238 円 + 税  182 × 118mm　　

256 頁　
「京都大正ロマン館」の著者が描いた明治の京都！！チンチン電車を先導した告知人（先走り少年）
たちの愛と友情の物語。

部 京都大正ロマン館 226-8 定価 本体 1286 円 + 税  210 × 136mm　　
160 頁　ソフトカバー 全 30 章、軽妙なエッセイと豊富な写真ともに、京都の近代建築 81 件を紹介！大好評です！

部 平安京のメリークリスマス  162-9 定価 本体 1238 円＋税  新書判　264 頁
ソフトカバー

ザビエル来日より遡ること七百年、平安京の片隅で、秘めやかに祝われたクリスマスの一夜があった
……

部 麗しの愛宕山鉄道鋼索線 179-7 定価 本体 1429 円＋税  B6 版　280 頁　上製 昭和初期、京都の名峰・愛宕山にケーブルカーが走っていたのをご存知ですか。ケーブル跡の廃墟か
らロマンが蘇る。

部 京都 一千年の恋めぐり 212-1 定価 本体 1143 円 + 税  四六判　176 頁　ソフトカバー 都大路に辿る、千年の恋物語…18 話。時を超え蘇るラブ・ダイアローグが楽しめます。

部 車いす・おとしよりのための
バリアフリー京都観光 225-1 定価 本体 2381 円 + 税  A4 判　128 頁　糸かがり綴

　オールカラー
「おとしよりにやさしい京都観光」、「車いす・シニアにやさしい京都巡り」に続き、京都のバリア
フリー本の第三弾！

部 京都観光基本データ帖 227-5 定価 本体 1238 円 + 税  ﾀﾃ 200 ×ﾖｺ 110mm　304 頁 観光にまつわる様々な基礎的なデータを一冊の本にまとめあげました！検定受験を目指される方にオススメ。

部 京都観光基本データ帖 2
～人物・年表・用語編～ 242-8 定価 本体 1000 円 + 税  ﾀﾃ 200 ×ﾖｺ 120mm　224 頁

　
京都ゆかりの「人物」と「歴史年表」、知っているようで知らない「歴史用語」を 1 冊に集約。肖像
画やゆかりの写真も充実。

部 フリーマーケットはこうやる 158-2 定価 本体 2500 円＋税  B5 判　160 頁　ソフトカバー フリーマーケットの指南書の先駆です。ブームは続いています。
部 京ことば玉手箱 017-2 定価 本体 874 円＋税  B6 判　96 頁　ソフトカバー 雅でゆかしい京ことば集。絵ことば編、語彙、補足編。ロングセラー、京都のお土産に最適。

部 源義経と源平の京都 203-9 定価 本体 1429 円 + 税  A5 判　176 頁　オールカラー
　ソフトカバー

史書・史実を超えてこそ義経は面白い・・・
―京都に眠る義経、源氏・平氏ゆかりの地を掘り起こす―

部 新選組と幕末の京都　 191-9 定価 本体 1238 円 + 税  A5 判　176 頁　ソフトカバー こんな史跡を知っていますか？辿れますか？新選組と幕末の京都を探索する『最強ガイド』。
部 Ninja and Kengo　忍者と剣豪の旅 237-4 定価 本体 2381 円 + 税  B5 判　112 頁　ソフトカバー 世界的に人気の忍者と、宮本武蔵を初めとする剣豪について、関西を舞台としてバイリンガルにて紹介。

部 京ことば京存京英辞典「OKINI」 060-8 定価 本体 486 円＋税  B7 判　120 頁　 京ことばを英語と日本語の標準語で解説したおもしろい辞典。ロングセラー、京都らしさを求める外
国の方にも好評。

部 改訂復刻版 つちの中の京都 1 267-1 定価 本体 2476 円＋税 Ａ 4 判　182 頁
オールカラー

非売品であった幻のシリーズ 1 作目、ついに改訂復刻！！
時代・種類など極めて多彩な発掘成果を紹介しています。市埋蔵文化研究所編

部 つちの中の京都３ 224-4 定価 本体 2381 円＋税  A4 判　130 頁
オールカラー

方広寺大仏殿跡の調査紹介、伏見城を歩く、平安宮豊楽殿跡出土品など全 60 編。
市埋蔵文化研究所編

部 つちの中の京都 4 278-7 定価 本体 1714 円＋税  A4 判　96 頁
オールカラー

京都に大きな痕跡を残した、信長や秀吉たちの時代の史跡・発掘成果を多数掲載。
市埋蔵文化研究所編

部 紫式部の生きた京都～つちの中から～ 253-4 定価 本体 952 円＋税  A4 判　48 Ｐ　オールカラー
　ソフトカバー

源氏物語誕生より 10 世紀、平安京の姿に考古学から迫ります。豊富な写真・調査結果を掲載。
ウォーキングコースも充実！！市埋蔵文化研究所編

部 平清盛　—院政と京の変革— 304-3 定価 本体 1200 円＋税  A4 判　64 頁 貴族から武士政権へと移る激動の時代。つちの中からその実際を追う！市埋蔵文化研究所編

部 京都　秀吉の時代
つちの中から 279-4 定価 本体 1143 円＋税  A4 判　64 Ｐ　オールカラー

　ソフトカバー
京都を大きく変えた男・秀吉！精緻な発掘成果と豊富な写真から、桃山時代の京都に迫る！
市埋蔵文化研究所編

部 もっと楽しめる 修学旅行・校外学習
ワークブック京都編 479-8 定価 本体 500 円 + 税  B5 判　64 頁 京都の修学旅行や校外学習において、自ら学び、自ら考え、創意工夫する、総合的な学習となる自主

研修をサポート。

部 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） 251-0 定価 本体 505 円 + 税  B5 判　72 頁 都内研修、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の班別自主研修をサポート。

部 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 255-8 定価 本体 505 円 + 税  B5 判　72 頁 沖縄での自主研修・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。

☆最新の発注書です。2022 年 12 月現在
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