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●P2-3…［イラスト］霜田あゆ美
●P12-13…［図版］《江戸砂子子供遊》京橋図書館
●P14-15…［イラスト］下田智美　［写真］八王子市教育委員会、郷土天文館　［図
版］ニシ工芸、《俵藤太絵巻》大阪大谷大学、《平将門公肖像》築土神社、《太田道
灌像》大慈寺蔵/普済寺保管、《江戸重長像》慶元寺口［古地図］「長禄江戸図」東京
都立中央図書館特別文庫室
●P16-17…［イラスト］下田智美、角愼作　［図版］ニシ工芸、山口ユリエ、《江
戸図屏風》国立歴史民俗博物館、《徳川家康肖像》堺市博物館、《関ヶ原合戦図屏風》
関ヶ原町歴史民俗資料館　［古地図］「武州豊嶋郡江戸庄図」東京都立中央図書館
特別文庫室
●P18-19…［イラスト］角慎作　［写真］江戸東京博物館　［図版］ニシ工芸、《徳
川盛世録》国立歴史民俗博物館、《江戸城御本丸表御中奥御大奥総絵図》《温故東
の花/第六篇/旧諸候上野初御仏参之図》東京都立中央図書館特別文庫室
●P20-21…［イラスト］おたざわゆみ、下田智美、すずきあさこ、瀬知エリカ　［写
真］東京都水道歴史館、郷土天文館、フォトライブラリー　［図版］《江戸名所図
会 目白下大洗堰》国立国会図書館、《江戸名所図会 霞が関》江戸東京博物館　
●P22-23…［イラスト］伊藤まさあき　［図版］ニシ工芸
●P24-25…［写真］（株）黒江屋、京橋図書館、横須賀市自然・人文博物館　［図版］
ニシ工芸、《広重東都名所/日本橋真景并ニ魚市全図》国立国会図書館、《東京三
十六景/日本橋御高札》東京都立中央図書館特別文庫室、《日本地誌図東京日本橋》
京橋図書館
●P26-27…［イラスト］すずきあさこ、おたざわゆみ　［写真］貨幣博物館　［図
版］《金座絵巻》《元禄版塵却記大全》貨幣博物館、［古地図］「御江戸大絵図」早稲
田大学図書館
●P28-29…［イラスト］すずきあさこ、おたざわゆみ　［撮影］松本のりこ　［写
真］郷土天文館、京橋図書館　［図版］《日本橋魚市繁栄図》《東都花暦/佃田沖ノ
白魚取》国立国会図書館、《青物づくし魚づくし》京橋図書館　［古地図］「御江戸
大絵図」早稲田大学図書館
●P30-31…［イラスト］曽根愛　［写真］京橋図書館、フォトライブラリー、中
央区観光協会
●P32-33…［イラスト］下田智美　［図版］《むさしあぶみ》国立国会図書館、《江
戸土産─築地西本願寺─上》京橋図書館、《名所江戸百景　両国橋大川端》京橋図
書館
●P34-35…［イラスト］瀬知エリカ　［図版］ニシ工芸、『安政見聞誌』《地震鯰の
取調べ》《鯰のかば焼き大ばん振舞》《鯰大尽の遊び》国立国会図書館、『安政見聞録』

『江戸大地震記事』早稲田大学図書館
●P36-37…［イラスト］瀬知エリカ、角愼作　［撮影］松本のりこ　［写真］江戸
東京博物館　［図版］《江戸名所/大伝馬町大丸呉服店の図》三井文庫、《白木屋前》
郷土天文館、《浮絵駿河町呉服屋図》《三井高利肖像》三井文庫、《肖像集2．紀伊
国屋文左衛門・櫛淵弥兵衛宣根》国立国会図書館　［協力］郷土天文館
●P38-39…［イラスト］おたざわゆみ、角愼作　［写真］三重県観光連盟、郷土
天文館　［図版］ニシ工芸、《新酒番船入津繁栄図》京橋図書館、《江戸名所鉄砲洲
築地門》国立国会図書館　［古地図］「御江戸大絵図」早稲田大学図書館
●P40-41…［イラスト］瀬知エリカ、すずきあさこ　［写真］国立歴史民俗博物館、
江戸東京博物館、郷土天文館、逓信総合博物館　［図版］《東都名所高輪之夕景》
港区立港郷土資料館、《東海道五十三次之内/藤枝/人馬継立》《東海道五十三次
之内/鳴海/名物遊松紋》東京都立中央図書館特別文庫室、《江戸名所図会大門通》

《近世義勇伝（岡部三十朗）》国立国会図書館、《冨士百撰/暁の不二》逓信総合博
物館
●P42-43…［写真］京橋図書館、郷土天文館　［図版］《新撰江戸名所八ツ見橋の
図》《江戸名所道化尽十三鎧のわたし七夕祭》京橋図書館、《文化四年八月富岡八
幡宮祭礼永代橋崩壊の図》江戸東京博物館
●P44-45…［イラスト］すずきあさこ、瀬知エリカ　［写真］江戸東京博物館、
ABC・松竹　［図版］ニシ工芸、《鼠小紋東君新形》東京都立中央図書館特別文庫室、

《江戸名所之絵（江戸鳥瞰図）》江戸東京博物館
●P46-47…［撮影］松本のりこ　［写真］「赤ひげ」©1964年 TOHO CO., LTD 
©東 宝、 恵 那 市 岩 村 歴 史 資 料 館、©MASAFUMI KIMURA/a.collectionRF/
amanaimages　［図版］ニシ工芸、《徳川吉宗肖像画》徳川記念財団、《天一坊大
岡政談》東京都立中央図書館特別文庫室、《享保尾事》徳川林政史研究所、《田沼
意次侯肖像画》牧之原市史料館、《東京名所画帖 両国橋の夕景》京橋図書館　［協
力］瀧泉寺
●P48-49…［イラスト］おたざわゆみ、すずきあさこ　［写真］江戸東京博物館　

［図版］ニシ工芸、《江戸名所図会 今川橋》《目黒行人阪火事絵巻》国立国会図書館、
《江戸の花子供遊び い組》消防博物館
●P50-51…［イラスト］瀬知エリカ　《熈代勝覧》©bpk / Museum für Asia- 
tische Kunst, SMB / Jürgen Liepe / distributed by AMF /ユニフォトプレス
●P52-53…［イラスト］おたざわゆみ、すずきあさこ、瀬知エリカ　［写真］三
浦宏　［図版］《子宝五節遊＿重陽》（部分）鳥居清長/東京国立博物館/Im- 
age:TNM Image Archives、《東海道五十三次之内 江戸日本橋之図》郷土天文館、

《猿若錦絵》国立国会図書館、《浮世床》早稲田大学図書館、《東都本町弐丁目ノ景》
郷土天文館、《歳男金豆蒔》早稲田大学図書館

●P54-55…［イラスト］すずきあさこ、瀬知エリカ　［写真］京橋図書館　［図版］
ニシ工芸、《五節句之内睦月》国立国会図書館、《日本橋魚がし旧天王祭団扇投之図》

《見立十二支子酉 浅草田圃酉の市》《東京名所十二ヶ月 七月佃島盆おどり》郷土
天文館、《竹沢梅升曲独楽見世物》京橋図書館、《相州江ノ島弁財天開帳参詣群集
之図》江戸東京博物館
●P56-57…［イラスト］角槇作　［撮影］松本のりこ　［図版］《聖堂講釈図・寺子
屋図》東京大学史料編纂所、《けん園諸彦会讌図》玉川大学教育博物館、『東海道
往来』早稲田大学図書館、『旧聞日本橋』『女消息往来』『絵入り商売往来』郷土天文
館、『狂斎百図』国立歴史民俗博物館
●P58-59…［撮影］松本のりこ　［写真］早稲田大学図書館　［図版］『画本東都遊』
郷土天文館、《芝蘭堂新元会図（おらんだ正月）》《杉田玄白肖像》早稲田大学図書館、

『解体新書』『ターヘル・アナトミア』慶應義塾大学信濃町メディアセンター（北里
記念医学図書館）、『ワルエルダ解剖図』九州大学附属図書館、《平賀源内像》慶應
義塾大学図書館、『和蘭字彙』郷土天文館、《西洋婦人図》神戸市立博物館、『エレ
キテル』逓信総合博物館、『量程器』鎌田共済会郷土博物館
●P60-61…［イラスト］おたざわゆみ　［図版］ニシ工芸、《唐子遊図屏風》狩野
典信/板橋区立美術館、《旧幕府御大禮之節町人御能拝見之圖》東京都立中央図書
館特別文庫室、《木挽町狩野画塾》（『中央区区内散歩　第4巻』中央区企画部広報
課）、《ほにほろ》鈴木春信/東京国立博物館/Image:TNM Image Archives、『果
報寝物語』『塩売文太物語』『忠臣今川状 ３巻』国立国会図書館、『東海道中膝栗毛』

《江戸名所図会 錦絵》《江戸名所百景 大はしあたけの夕立》江戸東京博物館、『画
本東都遊』郷土天文館、《広重死絵》静岡市東海道広重美術館
●P62-63…［図版］ニシ工芸、《中村座内外之図 三芝居之図》《新撰東錦絵 生嶋
新五郎之話》国立国会図書館、《江戸さかい町大芝居朝之図》《内籠曽我之対面》郷
土天文館、《さかい町 中村座楽屋の図 三枚続》東京都立中央図書館特別文庫室、

《市川団十郎の竹抜き五郎》鳥居清倍/東京国立博物館/Image:TNM Image 
Archives、《近松門左衛門肖像辞世文つき》早稲田大学演劇博物館
●P64-65…［イラスト］角槇作　［図版］ニシ工芸、《松平定信公御自画像》鎮國
守國神社、《戯作者考補遺》《荒歳流民救恤図》国立国会図書館、《水野忠邦公御肖
像》首都大学東京図書館、《浴恩園想像図》（『中央区区内散歩　第１巻』中央区企
画部広報課）、《松平越中守下屋敷図（浴恩園）》郷土天文館、《二五五四好今様美人　
金魚好》東京都立中央図書館特別文庫室
●P66-67…［イラスト］伊藤まさあき　［写真］アマナイメージズ　［図版］《御濱
延遼館於テ天覧角觝之図》京橋図書館　［延遼館］公益財団法人東京都公園協会
●P68-69…［イラスト］角槇作　［写真］国立国会図書館、PPS　［図版］《嘉永六
癸丑年六月九日於相模国久里浜浦四家御固之上浦賀奉行亜墨利加国王ヨリ 書簡
請取ニ付異人上陸ノ図並四家御固十分一ノ写附ク近辺御台場後望見ノ図 其一》
横浜市中央図書館、《横浜の応接所に入るペリー一行》（『ペリー提督日本遠征記』）

《神奈川横浜新開港図》横浜開港資料館、『江戸と東京 実験画録』郷土天文館、《東
亰府京橋之図》早稲田大学図書館　
●P70-71…［イラスト］すずきあさこ、下田智美　［写真］石川島資料館、平野
和義　［図版］《東京築地舶来ぜんまい大仕かけきぬ糸を取る図》郷土天文館、《各
隊整列之図》国立国会図書館、《内国勧業博覧会機械館之図》東京国立博物館／
Image:TNM Image Archives、《六郷蒸気車之図》大田区立郷土博物館
●P72-73…［撮影］松本のりこ、木原光代　［写真］川崎晴朗、カトリック築地
教会、神戸市立博物館、横浜市開港資料館、女子学院、立教学院史資料センター　

［図版］ニシ工芸、《東京築地鉄砲洲景》郷土天文館、《東京繁華一覧初編－築地ホ
テル館》京橋図書館
●P74-75…［撮影］松本のりこ　［写真］ギンザのサヱグサ、京橋図書館　［図版］

《東京名所之内銀座通り煉化造り》《銀座通夜景》《東京名勝 銀座之通煉化石商家
之図》『江戸名所図』郷土天文館、『東京商工博覧絵』（「西洋家具製造所丸善商社指
物店」「和洋眼鑑舗松島藤五郎」）湘南堂書店／郷土天文館　［撮影協力］江戸東京
博物館、郷土天文館
●P76-77…［写真］逓信総合博物館、京橋図書館　［図版］《開化進歩日用双六》

《東京日本橋繁栄之図》《駿河町夜景》郷土天文館、《貴女裁縫之図》国立国会図書館、
《牛鍋屋》（『牛店雑談安愚楽鍋』）横浜開港資料館、《開化因循興廃鏡》凸版印刷株
式会社 印刷博物館　
●P78-79…［イラスト］すずきあさこ　［図版］《京橋勧業場》（『東京商工博覧絵』）
郷土天文館、《大日本内国勧業博覧会之図 美術館出品之図》玉川大学教育博物館
●P80-81…［イラスト］おたざわゆみ　［写真］郷土天文館　［図版］ニシ工芸、

《東京名所銀座通朝野新聞社盛大之真図》郷土天文館、《郵便報知新聞　第597号》
京橋図書館、《東京汐留鉄道館蒸汽車待合之図》逓信総合博物館、《教導立志喜》
早稲田大学演劇博物館　［新聞］新聞ライブラリー
●P82-83…［イラスト］すずきあさこ　［写真］逓信総合博物館　［図版］《郵便創
業時の東京郵便役所》《東京府下名所尽 四日市駅逓寮》逓信総合博物館、《東京両
国通運会社川蒸気往復盛栄真景之図》《日本橋区中央電信局葉書売出混雑の景》《逓
信省》（東京名所）郷土天文館　
●P84-85…［イラスト］すずきあさこ、下田智美　［写真］京橋図書館　［図版］《東
京銀座煉瓦石繁栄之図 新橋鉄道蒸気車之図》東京都立中央図書館特別文庫室、《第
一大区従京橋新橋迄煉瓦石造商家蕃昌貴賤薮沢盛景》《東京汐留鉄道御開業祭礼
図》京橋図書館　［協力］《汽船問屋 旅々宿 西澤半助》（『東京商工博覧絵』）郷土天
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『中央区史　上・中・下巻』『中央区三十年史　上・下巻』『図説中央区史』『中央区政年
鑑　平成24年版』（中央区）、

『中央区教育百年のあゆみ』『わたしたちの中央区』（中央区教育委員会）、
『京橋区史　上・下巻』（東京市京橋区役所）、『日本橋区史　上・下巻』（東京市日本橋区）
『中央区区内散歩　全集』（東京都中央区企画部広報課）、
『中央区沿革図集　日本橋篇、京橋篇、月島篇』（東京都中央区立京橋図書館）、
『中央区　歴史・観光まち歩きガイドブック』（中央区教育委員会事務局図書文化財課
郷土天文館）、

『都史紀要三十二　江戸の牛』（東京都）、
『水道400年のあゆみ』（東京都水道局）、
『江戸・東京の歴史をたずねて　千代田まち事典』（千代田区区民生活部）、
『Jr.日本の歴史①～⑦』『大江戸劇場の幕が開く　江戸名所図屏風』『江戸時代人名控
1000』『悠悠逍遥江戸名所』『日本ビジュアル生活史　江戸のきものと衣生活』『ビジ
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『ヴィジュアル百科　江戸事情　第一・三・四巻』（雄山閣出版）、
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●監修
野口孝一  中央区教育委員会総括文化財調査指導員

●指導・執筆
菅原健二  中央区立京橋図書館

●企画・編集総括
中央区立京橋図書館（菅原健二　鈴木俊一　土屋恵美子
　　　　　　　　　　長田ゆき）

●表紙・本扉イラスト
霜田あゆ美

●口絵イラスト
下田智美　すずきあさこ

●キャラクターイラスト
すずきあさこ

●装丁・表紙デザイン
倉地亜紀子

●本文デザイン
倉地亜紀子　山口ユリエ

●管理・進行
凸版印刷（加藤正義　土田和男）

●印刷
凸版印刷（齋藤正幸　高杉麗磨）

●校閲
小学館クリエイティブ（北原清彦）

●地図製作
野㞍雅子　
小学館クリエイティブ（高橋俊浩）

●編集
佐藤恵菜　的場美香　宮村美帆
小学館クリエイティブ（瀧沢裕子　原野谷尚子）
●編集協力
市村珠里
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●P233…［撮影］松本のりこ　［図版］《江戸職人歌合》国立国会図書館
●P238-239…［イラスト］霜田あゆ美
●P240-241…［イラスト］瀬知エリカ、曽根愛
●P242-243…［撮影］木原光代、松本のりこ、山本まりこ
●P244-251…［表作成］ニシ工芸
●P252-255…［イラスト］すずきあさこ
●P264…［イラスト］霜田あゆ美
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