令和 3 年度用 『中学社会』

令和 3 教

内容解説資料

中学社会『歴史』で取り上げられている主な地域事例
近畿地方
三重県伊勢市（伊勢神宮への参詣 [『伊勢神宮・宮川の渡し』]〈地域の街道
や港を訪ねて〉）p.129
三重県松阪市ほか（地租改正の反対一揆 [『三重県下頑民暴動之事件』]〈租
税を金納に〉）p.171
三重県四日市市
（工場に囲まれた学校の校庭で遊ぶ子どもたち〈公害の発生〉）p.271
滋賀県近江八幡市（安土城〈信長の政治〉）p.108
滋賀県東近江市
（今堀惣の村おきて [『今堀日吉神社文書』]〈村の自治〉）p.83
京都府宇治市（藤原頼道が建てた平等院鳳凰堂と阿弥陀如来像〈浄土への
あこがれ〉）p.51
京都府大山崎町
（利休がつくったと伝えられる茶室 [ 妙喜庵待庵 ]〈桃山文化〉）p.113

中部地方
大阪府堺市（百舌鳥古墳群〈古墳の出現〉）p.34
大阪府堺市（堺の鉄砲鍛冶 [『和泉名所図会』]〈鉄砲の伝来〉）p.104
大阪府吹田市
（大阪で開催された日本万国博覧会〈テレビの普及と文化の大衆化〉
）
p.273
大阪府八尾市
（ 木 綿 の 機 織 を す る 農 家 [『 河 内 名 所 図 会 』]〈 貨 幣 経 済 の 広 ま り 〉）
p.132
兵庫県神戸市（銅鐸〈弥生時代の暮らし〉）p.32
兵庫県神戸市
（被災者に炊き出しを行うボランティアの人たち〈災害に向き合う〉
）p.281
兵庫県神戸市（子ども環境サミットでメッセージを発表する，世界各国か
ら集まった子どもたち〈平和を築くために〉）p.283

京都府京都市（日本の弥勒菩薩像〈飛鳥文化〉）p.41

兵庫県宝塚市（宝塚大劇場〈大正・昭和初期の面影を訪ねて〉）p.227

京都府京都市（平安京〈平安の都と摂関政治〉）p.48

兵庫県姫路市（姫路城〈桃山文化〉）p.3，112

京都府京都市（鹿苑寺の金閣，慈照寺の銀閣，東求堂同仁斎の書院造の部

奈良県斑鳩町（法隆寺，金堂の釈迦三尊像〈飛鳥文化〉）p.41

屋〈室町文化とその広まり〉）p.86-87

奈良県橿原市・明日香村（藤原京〈進む国づくり〉）p.43

京都府京都市（枯山水の石庭 [ 龍安寺 ]〈庭園づくりに活躍した人々〉）p.87

奈良県奈良市（東大寺南大門，金剛力士像〈鎌倉文化〉）表紙，p.70

京都府京都市（書院造の広間 [ 二条城二の丸御殿 ]〈桃山文化〉）p.112

奈良県奈良市

京都府 京都市・八幡市
（鳥羽・伏見の戦い［
『伏見鳥羽戦』
］
〈幕府の滅亡と新政府の誕生〉
）p.165
大阪府大阪市（大阪城［『大坂城図屏風』］〈秀吉の天下統一〉）p.109
大阪府大阪市
（にぎわう大阪の港［
『菱垣新綿番船川口出帆之図』
］
〈にぎわう都市〉
）p.127
大阪府大阪市
（大阪・堂島の米市場［『浪花名所図会』］〈享保の改革〉）p.132
大阪府大阪市ほか（大塩平八郎〈変動する社会と民衆の闘い〉）p.136
大阪府大阪市
（紡績工場での綿糸の生産 [ 大阪紡績会社 ]〈日本の産業革命〉）p.196

（平城京，長屋王の邸宅，出土した木簡〈平城京と国土の支配〉）p.44
奈良県奈良市（東大寺の正倉院，大仏，正倉院宝物 [ 鳥毛立女屏風，螺鈿
紫檀五弦琵琶，瑠璃坏 ]〈天平文化〉）p.46
奈良県奈良市（興福寺の阿修羅像〈天平文化〉）p.47
奈良県奈良市
（正長の土一揆の記録が刻まれた石 [ 柳生の徳政碑文 ]〈土一揆〉）p.84
和歌山県有田川町
（農民の訴状 [ 阿弖河荘民の訴状 ]〈地頭を訴える農民〉）p.69
和歌山県高野町ほか（空海〈最澄と空海〉）p.50

富山県 魚津市・富山市（富山で起こった騒動を報じる新聞〈米
騒動〉
）p.221
新潟県十日町市（縄文土器〈縄文時代の始まり〉）p.18，31
新潟県十日町市（磨製石器〈農耕と牧畜の始まり〉）p.21
新潟県新潟市
（新潟市歴史博物館〈身近な地域の歴史を調べよう〉）p.10，15
新潟県新潟市（明治時代に建てられた旧新潟税関庁舎〈身近な
地域の歴史を調べよう〉）p.11
新潟県新潟市（ラムサール条約に登録されている佐潟〈身近な
地域の歴史を調べよう〉）p.11
新潟県新潟市（港の安全を祈る新潟まつりの水上みこし渡御〈身
近な地域の歴史を調べよう〉）p.11
新潟県新潟市
（新潟中心商店街協同組合〈身近な地域の歴史を調べよう〉）
p.14
新潟県新潟市（北前船などでにぎわう新潟の湊［『新潟湊之真
景』］〈地域の街道や港を訪ねて〉）p.129

島根県出雲市（荒神谷遺跡から出土した銅剣〈弥生時代の暮らし〉）p.33
島根県出雲市（出雲大社〈神話にみる古代の人々の信仰〉）p.54
島根県大田市（石見銀山の坑道跡〈銀で結びつく世界〉）p.106
岡山県岡山市（渋染一揆の碑〈改革や平等を求めて〉）p.167
岡山県瀬戸内市
（福岡の市 [『一遍上人絵伝』]〈中世の暮らしと社会〉）p.60
広島県廿日市市（厳島神社〈平氏政権の誕生〉）p.65
広島県広島市（被爆後の広島の街〈原爆投下と日本の降伏〉）p.247

と大宝律令の制定〉）p.42

（長篠の戦い［
『長篠合戦図屏風』
］
〈信長の台頭と室町幕府の滅
亡〉
）p.108

p.18，31
岐阜県郡上市（傘連判状〈百姓一揆と打ちこわし〉）p.133

愛知県名古屋市（
『名古屋名所団扇絵』より「堀川花盛」
）表紙

静岡県湖西市（産業の発展と豊田佐吉の発明〈日本の産業革命〉
）

愛知県名古屋市（志段味古墳群〈地域の遺跡や古墳を訪ねて〉
）
p.36

p.197
静岡県島田市（栄西の像がある公園で踊りを披露する子どもたち

愛知県名古屋市
（れんが造りの市政資料館〈大正・昭和初期の面影を訪ねて〉
）

〈地域の寺社を訪ねて〉）p.91
静岡県島田市（大井川の渡し［『冨嶽三十六景・東海道金谷ノ不

p.226
愛知県名古屋市

二』］〈地域の街道や港を訪ねて〉）p.128

（
「文化のみち」の案内板〈大正・昭和初期の面影を訪ねて〉
）

静岡県浜松市
（蜆塚遺跡で発見された貝塚の断面〈縄文時代の始まり〉）

p.226
愛知県名古屋市（鳥瞰図に描かれた名古屋市の中心部〈大正・

p.30
静岡県浜松市ほか
（石川倉次，石川の日本語点字
〈点字の始まり〉
）

昭和初期の面影を訪ねて〉
）p.226

p.285

北海道厚岸町（屯田兵村の家族〈北海道の開拓とアイヌの人たち〉
）p.176
北海道網走市
（クジラの牙で作られたクマの像〈オホーツク文化と擦文文化〉
）表紙，p.81
北海道江差町
（蝦夷地のにしん漁 [『松前檜山屏風』]〈産業と流通の発達〉
）p.126
北海道江別市
（アイヌ学校〈北海道の開拓とアイヌの人たち〉
）p.176
北海道札幌市
（アイヌ民族の伝統的な舞踊を披露する人たち〈私たちにつながる歴史〉
）巻頭 1
北海道札幌市
（防災の授業で災害情報をやりとりする高校生〈私たちにつながる歴史〉
）巻頭 2
北海道札幌市（クラークの像〈殖産興業〉
）p.172
北海道白老町（民族共生象徴空間・ウポポイ〈アイヌの文化〉
）p.185
北海道新ひだか町（シャクシャインの像〈アイヌ民族と松前藩〉
）p.123
北海道根室市
（北海道の東端から見た北方領土〈独立の回復と国際社会への復帰〉
）p.263
北海道登別市ほか（知里幸恵と，幸恵のノート〈アイヌの文化〉
）p.185
北海道函館市（志苔館跡と，出土した銅銭〈蝦夷地とアイヌ民族〉
）p.81
北海道函館市（ペリー提督来航記念碑〈ペリーの那覇・函館寄港〉
）p.161
北海道函館市（五稜郭〈幕府の滅亡と新政府の誕生〉
）p.165
北海道松前町（松前港のにぎわい [『松前屏風』]〈アイヌ民族と松前藩〉
）p.123
北海道

（復元された明治時代の小学校 [ 津金学校 ]〈小学校の誕生〉）

（オムシャの様子 [『日高アイヌ・オムシャ之図』]〈アイヌ民族と松前藩〉
）p.123

p.170

北海道（蝦夷錦〈アイヌ民族と松前藩〉
）p.123

長野県岡谷市（製糸工場で働く女工たち〈工業化のかげで〉）

北海道（色丹島での海苔づくり〈日本の領土をめぐる課題〉
）p.268

p.198
長野県軽井沢町・御代田町，群馬県嬬恋村（浅間山の噴火の様子
［
『浅間山噴火夜分大焼之図』
］
〈田沼の政治〉
）p.134

和歌山県田辺市（熊野本宮大社〈鎌倉文化と新しい仏教〉）p.71

東北地方
青森県青森市（三内丸山遺跡の復元された建物〈地域の遺跡や古墳を訪ねて〉
）p.36

岩手県盛岡市ほか（新渡戸稲造〈国際連盟の設立〉
）p.217

青森県五所川原市（十三湊〈蝦夷地とアイヌ民族〉
）p.81

岩手県盛岡市ほか（原敬〈本格的政党内閣の成立〉
）p.221

青森県つがる市（土偶 [ 遮光器土偶 ]〈竪穴住居のむら〉
）p.31

岩手県盛岡市（
「東北絆まつり」
〈災害の歴史を学ぶ・伝える〉
）p.291

青森県八戸市（是川中居遺跡から出土した土器〈地域の遺跡や古墳を訪ねて〉
）p.36

岩手県陸前高田市

青森県六ヶ所村（縄文土器〈縄文時代の始まり〉
）p.31
岩手県奥州市・盛岡市，宮城県栗原市・多賀城市

広島県広島市（毎年夏に広島で開催される平和記念式典と原爆ドームと，

（坂上田村麻呂と阿弖流為の戦い[ 胆沢城・志波城・伊治城・多賀城]〈中央と地方の誕生〉
）p.53

子ども代表〈平和を築くために〉）p.282
広島県広島市
（原爆の子の像の除幕式〈平和と共生を願う人々〉）p.284
山口県下関市
（壇ノ浦の戦い [『平家物語絵巻』]〈平氏の滅亡〉）p.65

岩手県田野畑村（
「小○」の旗〈三閉伊一揆〉
）p.167

山形県酒田市（本間家の屋敷〈地域の街道や港を訪ねて〉
）p.129

岩手県遠野市（打製石器〈人類の生い立ち〉
）p.21

山形県山形市

岩手県平泉町ほか

（四国連合艦隊に占領された下関の砲台〈倒幕への動き〉）p.163

（松尾芭蕉と，芭蕉がよんだ句 [『おくのほそ道』平泉での句 ]〈元禄文化〉
）p.130

山口県下関市

岩手県宮古市（空襲を受けた鉄橋の一部〈各地に残る戦争遺跡〉
）p.248

（下関での講和会議 [『下関講和談判』]〈下関条約と三国干渉〉）p.188

（女川いのちの石碑の除幕式〈災害の歴史を学ぶ・伝える〉
）p.291
秋田県秋田市（赤れんが郷土館〈大正・昭和初期の面影を訪ねて〉
）p.227

岩手県平泉町（毛越寺，無量光院跡〈地域の寺社を訪ねて〉
）p.91

山口県下関市

（東日本大震災の被災地で進められる工事〈災害と向き合う〉
）p.280
宮城県女川町

岩手県奥州市ほか（後藤新平〈関東大震災，現在につながる復興事業〉
）p.238

岩手県平泉町（中尊寺金色堂の内部〈奥州藤原氏と平泉〉
）p.63，巻末 6

（紅花街道のにぎわい [『紅花屏風』]〈地域の街道や港を訪ねて〉
）p.128
福島県会津若松市（
『会津藩主参勤交代行列図』
〈大名行列と藩の財政〉
）
p.116-117
福島県猪苗代町ほか（野口英世〈新しい近代文化の誕生〉
）p.201
福島県郡山市（開成館）裏表紙

岩手県宮古市（三陸沖地震を伝える石碑〈災害の歴史を学ぶ・伝える〉
）p.290

山口県萩市ほか（吉田松陰と高杉晋作〈倒幕への動き〉）p.163

関東地方

九州地方
福岡県 太宰府市・大野城市・春日市・宇美町（大野城と水城
〈大化の改新

長野県茅野市（土偶 [「縄文のビーナス」]〈竪穴住居のむら〉
）

山梨県北杜市

（保存工事が行われた原爆ドーム〈戦争の記憶をつなぐ人たち〉
）p.249

福岡県北九州市（八幡製鉄所〈日本の産業革命〉）p.197

愛知県新城市

新人〉）p.21

表紙

広島県広島市

福岡県桂川町（王塚古墳の壁画〈神話にみる古代の人々の信仰〉
）p.55

〈変動する社会と民衆の闘い〉
）p.137

山梨県南アルプス市（縄文土器 [ 人体文様付有孔鍔付土器 ]）

中国地方
島根県隠岐の島町（竹島でのあしか猟〈日本の領土をめぐる課題〉）p.268

（野尻湖の湖底から発掘された動物の化石〈世界中に広がる

田與一の像〈台湾の植民地化〉）p.189

史を学ぶ・伝える〉）p.290

（神楽の様子〈神話にみる古代の人々の信仰〉）p.55

愛知県 一宮市（工場制手工業による綿織物業［『尾張名所図会』
］

長野県信濃町

石川県金沢市ほか（台湾の烏山頭ダムの建設に力を尽くした八

大阪府大阪市（安政南海地震を伝える石碑に墨を入れる人たち〈災害の歴

鳥取県日南町，島根県奥出雲町

北海道地方

茨城県つくばみらい市ほか（間宮林蔵〈外国船の接近〉
）p.136
栃木県佐野市ほか（田中正造〈足尾鉱毒事件〉
）p.199
熊本県益城町（被災地で救援活動を行う自衛隊員や他県から駆けつけた

栃木県日光市

警察職員〈災害と向き合う〉）p.281

（日光東照宮の「三猿」の修復を行う様子〈私たちにつながる歴史〉
）巻頭 1

大分県竹田市ほか（滝廉太郎〈新しい近代文化の誕生〉）p.201

栃木県佐野市・栃木市・日光市，群馬県太田市・桐生市ほか

大分県中津市ほか（福沢諭吉〈文明開化〉）p.173

（明治のころの足尾銅山付近と，鉱毒の被害を受けた地域〈足尾鉱毒事件〉
）p.199

東京都千代田区
（昭和天皇とダグラス・マッカーサーの会見〈連合国軍の日本占領〉
）p.256
東京都千代田区
（国会議事堂の周辺に建てられたアメリカ軍の兵舎〈連合国軍の日本占領〉
）p.256
東京都千代田区（皇居前広場で行われた憲法公布記念祝賀大会〈日本国憲法〉
）p.258
東京都千代田区

福岡県福岡市（「漢委奴国王」と刻まれた金印〈女王の国〉）p.33

鹿児島鹿児島市（薩英戦争 [『英艦入港戦争図』]〈倒幕への動き〉）p.163

群馬県太田市（古墳から出土した埴輪 [ 挂甲の武人 ]〈古墳の出現〉
）p.19，34

福岡県福岡市（元寇防塁跡〈元軍との戦い〉）p.74

鹿児島鹿児島市ほか（大久保利通〈新しい国際関係の確立〉）p.175

群馬県桐生市（槍先形の打製石器〈旧石器時代の暮らし〉
）p.30

東京都千代田区（東海道新幹線の開通 [ 東京駅 ]〈日本経済の高度成長〉
）p.270

福岡県福岡市（栄西が創建した聖福寺〈地域の寺社を訪ねて〉）p.91

鹿児島鹿児島市ほか（西郷隆盛〈幕府の滅亡と新政府の誕生〉
）p.165

群馬県富岡市（富岡製糸場〈殖産興業〉
）p.2，172

東京都文京区（湯島聖堂の学問所での講義［
『聖堂講釈図』
］
〈寛政の改革〉
）p.135

福岡県福岡市ほか（川上音二郎，オッペケペー節〈政党の誕生〉）p.178

鹿児島鹿児島市ほか（東郷平八郎〈日露戦争とその影響〉）p.193

埼玉県行田市（稲荷山古墳出土の鉄剣〈大和政権の成立と豪族〉
）p.35

東京都港区（明治時代の新橋の様子［
『新橋汐留蒸気車鉄道局停車館之真図』
］
〈近代

福岡県宮若市（古墳の石室に描かれた壁画[ 竹原古墳 ]〈古墳の出現〉
）p.35

鹿児島鹿児島市ほか（黒田清輝〈新しい近代文化の誕生〉）p.200

千葉県市川市（丸木舟 [ 雷下遺跡出土 ]〈縄文時代の始まり〉
）p.31
千葉県 印西市・佐倉市・成田市・八千代市・栄町

佐賀県有田町ほか（有田焼〈豊臣秀吉の政治〉）p.111

鹿児島鹿児島市（おはら祭）裏表紙

佐賀県佐賀市（肥前藩の大砲製造所[『築地反射炉図』]〈天保の改革と藩政改革〉）p.137

鹿児島鹿屋市（軍事用の資材を隠したとされる壕〈各地に残る戦争遺跡〉）p.248

佐賀県 吉野ヶ里町・神埼市（吉野ヶ里遺跡，遺跡で発見された首のない

鹿児島霧島市（上野原遺跡〈地域の遺跡や古墳を訪ねて〉）p.37

千葉県香取市（伊能忠敬，忠敬の地図と測量機器〈新しい学問と思想〉
）p.138

沖縄県石垣市（遺跡で発見された約2万7000年前の人骨〈人類の誕生と広がり〉）p.21

千葉県松戸市

遺骨〈ムラからクニへ〉）p.17，33
長崎県長崎市（長崎くんちで奉納踊を演じる人たち〈私たちにつながる歴史〉）巻頭1
長崎県長崎市（平和祈念像〈歴史の学習を始めよう〉）Ⅰ
長崎県長崎市（長崎の唐人屋敷［『長崎唐蘭館図巻』］
〈中国・オランダと長崎〉）p.121

沖縄県糸満市（沖縄戦の記憶を語り継ぐ，若い世代の説明員〈戦争の記
沖縄県嘉手納町（野國總管〈飢饉から人々を救った甘藷〉）p.133
沖縄県宜野湾市（小学校のそばを飛ぶアメリカ軍の軍用機〈沖縄の本土復帰〉）p.267

長崎県松浦市（元軍の武器「てつはう」と武具のかぶと〈元軍との戦い〉
）p.75

沖縄県那覇市（航海の安全や豊漁を祈る沖縄の伝統行事「那覇ハーリー」

原・天草一揆と鎖国〉）p.119

〈私たちにつながる歴史〉）巻頭 1
沖縄県那覇市（首里城の正殿，紅型，万国津梁の鐘〈琉球王国の成立〉
）p.80

熊本県宇城市（建設当時の埠頭や建物が残る三角西港〈殖産興業〉
）p.172

沖縄県那覇市（那覇港のにぎわい[『琉球貿易図屏風』]〈琉球王国と薩摩藩〉）p.122

熊本県 菊池市・山鹿市（鞠智城〈各地の主な遺跡・史跡〉）巻末 5

沖縄県那覇市（江戸に向かう琉球使節の一行 [『琉球中山王両使者登城行

熊本県熊本市（地震の被害を受け，修復作業が進められる熊本城〈私た
ちにつながる歴史〉）巻頭 1

（長屋の内部 [ 深川江戸資料館 ]〈リサイクル都市・江戸の町人〉
）p.141

憶をつなぐ人たち〉）p.248

長崎県長崎市（長崎に投下された原子爆弾〈原爆投下と日本の降伏〉
）p.247
長崎県南島原市，熊本県天草市（島原・天草一揆［『島原陣図屏風』］〈島

東京都江東区

北海道・沖縄〉）p.176
沖縄県石垣市（尖閣諸島〈日本の領土をめぐる課題〉）p.269

ンダと長崎〉）p.121

（1960 年代の団地の部屋 [ 松戸市立博物館 ]〈国民生活の変化〉
）p.270

沖縄県石垣市（明治時代に石垣島で行われた式典の様子〈国境の画定と

長崎県長崎市（長崎の港と出島[『長崎港図』]〈中国・オランダと長崎〉
）p.120
長崎県長崎市（出島のオランダ商館 [『漢洋長崎居留図巻』]〈中国・オラ

（印旛沼の干拓の様子 [『続保定記』]〈田沼の政治〉
）p.134

列』]〈琉球王国と薩摩藩〉）p.122

四国地方
徳島県徳島市（古墳から出土した鉄製のよろい〈古墳の出現〉）p.34
愛媛県松山市ほか（正岡子規，子規のよんだ俳句〈新しい近代文化の誕
生〉）p.201
高知県高知市ほか（坂本龍馬と横井小楠〈改革や平等を求めて〉）p.166
高知県高知市ほか（板垣退助〈自由民権運動の始まり〉）p.178

沖縄県那覇市ほか（ペリーの那覇・函館寄港
〈ペリーの来航と開国〉
）
p.161

高知県高知市ほか（植木枝盛と中江兆民〈明治期の面影を訪ねて〉）p.182

熊本県熊本市ほか（横井小楠と坂本龍馬〈改革や平等を求めて〉）p.166

沖縄県那覇市（沖縄復帰記念式典〈沖縄の本土復帰〉）p.266

高知県高知市（高知城）裏表紙

熊本県熊本市（田原坂での政府軍と西郷軍の戦い[田原坂激戦之図]〈士族の反乱〉）p.179

沖縄県那覇市（本土復帰後，銀行に並ぶ沖縄の人々〈沖縄の本土復帰〉
）p.267

熊本県熊本市（路面電車〈大正・昭和初期の面影を訪ねて〉）p.227

沖縄県那覇市ほか（尚泰〈琉球処分と琉球の人たち〉）p.177

熊本県熊本市（
「文化財レスキュー」の活動〈災害の歴史を学ぶ・伝える〉）p.291

沖縄県那覇市ほか（伊波普猷
〈琉球とアイヌの文化を伝えた人たち〉
）
p.184

熊本県和水町（江田船山古墳出土の鉄刀〈大和政権の成立と豪族〉）p.35

沖縄県（沖縄の伝統芸能「組踊」
〈琉球とアイヌの文化を伝えた人たち〉
）p.184

（新安保条約に反対して，国会を取り巻く人々〈安保改定と反対運動〉
）p.266

の暮らしと社会〉
）p.146
東京都港区（建設中の東京タワー〈テレビの普及と文化の大衆化〉
）p.272
東京都港区（鉄道の開通［
『東京名勝高縄鉄道之図』
］
）裏表紙
東京都目黒区
（奉安殿への「捧げ銃」[ 東京中目黒国民学校 ]〈国民生活の統制〉
）p.237
東京都あきる野市（五日市憲法〈政党の誕生〉
）p.179
東京都小平市ほか（津田梅子，女子英学塾〈岩倉使節団の派遣〉
）p.174，183
東京都町田市（自由民権資料館〈多摩の自由民権運動〉
）p.182-183

東京都品川区・港区（品川の台場跡〈ペリーの来航〉
）p.161

東京都（江戸のまち [『江戸図屏風』]〈近世の暮らしと社会〉
）p.96-97，114

東京都新宿区（戦後の闇市 [ 新宿マーケット ]〈戦後の国民生活〉
）p.257

東京都（江戸開城の会談 [『江戸開城談判』]〈幕府の滅亡と新政府の誕生〉
）p.165

東京都新宿区（東京オリンピックの開会式〈日本経済の高度成長〉
）p.270，285

東京都（第五福竜丸の保存運動〈第五福竜丸展示館〉
）p.284

東京都台東区

神奈川県小田原市ほか（二宮尊徳〈百姓一揆と打ちこわし〉
）p.133

（開通した直後の地下鉄[ 浅草駅－上野駅間]〈大正・昭和初期の暮らしと社会〉
）p.208
東京都台東区
（劇場や映画館が並ぶ大正時代の浅草〈大正・昭和初期の暮らしと社会〉
）p.209，227
東京都中央区（江戸の町の様子 [『熙代勝覧』]〈町に住む人々の暮らし〉
）p.124
東京都中央区（三井家が江戸に開いた越後屋呉服店［
『駿河町越後屋呉服店大浮絵』
］
〈にぎわう都市〉
）p.127
東京都中央区（洋風化する町並み［
『東京開化名勝京橋石造銀座通り両側煉化石商家
盛栄之図』
］
〈文明開化〉
）p.173
東京都中央区
（復興事業で建設された常盤小学校〈現在につながる復興事業〉
）p.238
東京都中央区（東京都銀座 [1945 年・1950 年・1967 年・2018 年 ]〈現代の
暮らしと社会〉
）p.254-255

神奈川県鎌倉市（幕府跡，大仏切通し〈鎌倉幕府の成立〉
）p.66
神奈川県鎌倉市（円覚寺〈地域の寺社を訪ねて〉
）p.90
神奈川県川崎市
（未来に向かって歩み続ける川崎市
〈移り変わる戦後の街を訪ねて〉
）p.274-275
神奈川県箱根町（復元された箱根関所〈地域の街道や港を訪ねて〉
）p.128
神奈川県 横須賀市・横浜市・下田市
（横浜に上陸したペリーの一行〈ペリーの来航〉
）p.160
神奈川県横浜市
（開港後の横浜のにぎわい [『神名川横浜新開港図』]〈開国の影響〉
）p.162

