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タイトル 著者名 出版社 刊行年 バーコード

地形図でたどる日本の風景 今尾恵介／著 日本加除出版 2019 1111050769
読みたくなる「地図」 西日本編

【国土編 / 東日本編 もあります】
平岡昭利／編 海青社 2017 1110754767

地図で読む百年 近畿 1 【2 もあります】 平岡 昭利／編 古今書院 2006 1108367549

「地図感覚」から都市を読み解く 新しい地図の

読み方
今和泉隆行／著 晶文社 2019 1111024848

イラスト読図 阿部亮樹／著 東京新聞 2016 1110473616

古地図読み方・楽しみ方（「わかる!」本） 安藤 優一郎／監修 メイツ出版 2013 1110145107

日本全国地図の謎 浅井 建爾／著 東京書籍 2013 1110111083

絵図学入門 杉本 史子／編 東京大学出版会 2011 1108709815

日本地図のたのしみ 今尾 恵介／著 角川学芸出版 2005 1108313915

旧国名でみる日本地図帳 平凡社／編 平凡社 2020 1110925672

鳥瞰図で楽しむ日本百名山 成美堂出版 2019 1111035711
大阪「高低差」地形散歩 広域編

【阪神・淡路島 もあります】
新之介／著 洋泉社 2017 1110744412

花の百名山地図帳 山と溪谷社／編 山と溪谷社 2017 1110712500

花を楽しむ地図 帝国書院編集部／著 帝国書院 2012 1108788132

地図で訪ねる歴史の舞台 日本 帝国書院編集部／著 帝国書院 2003 1108214105

1964年と2020年くらべて楽しむ地図帳 松井秀郎／編 山川出版社 2020 1111078943
大阪古地図むかし案内（カラー版  江戸時代をある

く） 【続 / 続々 もあります】
本渡章／著 創元社 2018 1111011738

古地図で歩く大阪ザ・ベスト10 本渡章／著 140B 2017 1110734553

地図の中の札幌 街の歴史を読み解く 堀淳一／著 亜璃西社 2017 1110876792

古地図で楽しむ近江 爽BOOKS 中井均／編著 風媒社 2017 1110757976

江戸時代の絵図と歩く神戸・阪神「名所」の旅 大国正美／著
神戸新聞総合出版

センター
2016 1110700745

明治・大正・昭和 絵葉書地図コレクション 鈴木 純子／著 明石書店 2015 1110417092

古地図で歩く福岡歴史探訪ガイド
月刊はかた編集室／

著
メイツ出版 2015 1110522503

昭和のはじめタイムトリップ地図帖 井口 悦男／著 講談社 2013 1110303060

大阪古地図パラダイス 本渡 章／著 140B 2013 1110316468

古地図で歩く大阪歴史探訪ガイド ペンハウス／著 メイツ出版 2013 1110315411

地図で読む昭和の日本 今尾 恵介／著 白水社 2012 1110060975

近代日本の視覚的経験 中西 僚太郎／編 ナカニシヤ出版 2008 1108568633

東京の戦前昔恋しい散歩地図【2 もあります】 アイランズ／編著 草思社 2004 1108049584

●地図で過去と現在を旅する

●いろいろな地図で旅する

●地図の読み方・楽しみ方を知る

●地形図を読んで旅する

 ※「古地図で楽しむ」シリーズ：神戸・三重 等もあります

 ※「地図で読む百年」シリーズは全国各地域編もあります

国立国会図書館デジタルコレクション『若狭灣日本北岸』(1882)より



R3(2021).5.作成  「地図や時刻表でめぐる空想旅行」

タイトル 著者名 出版社 刊行年 バーコード

江戸時代に刊行された世界地図 海田俊一／著 アルス・メディカ 2020 1110987763

鎖国時代 海を渡った日本図 小林茂／編 大阪大学出版会 2019 1111039382

伊能図探検 河出書房新社編集部／編 河出書房新社 2018 1111000319
世界をまどわせた地図（NATIONAL

GEOGRAPHIC）

エドワード・ブルック

=ヒッチング／著

日経ナショナルジオ

グラフィック社
2017 1110870449

大空から眺めるパノラマ鳥瞰地図帳 PHP研究所／編 PHP研究所 2010 1108905199

街道絵図の成立と展開 山本 光正／著 臨川書店 2006 1110858733

図説日本古地図コレクション（ふくろうの本） 三好 唯義／著 河出書房新社 2004 1108217215

図説世界古地図コレクション（ふくろうの本） 三好 唯義／編 河出書房新社 1999 1106085630

江戸時代古地図をめぐる（気球の本） 山下 和正／著 NTT出版 1996 1100217130

紙の上のタイムトラベル（鉄道と時刻表の150年） 松本典久／著 東京書籍 2021 1111094379

日本の路線図 宮田珠己／著 三才ブックス 2020 1110928874

地図で楽しむ日本の鉄道 今尾恵介／著 洋泉社 2018 1110797857

阪急全線古地図さんぽ 生田誠／著 フォト・パブリッシング 2018 1110898093

たのしい路線図 井上マサキ／著 グラフィック社 2018 1110797063

今尾恵介責任編集 地図と鉄道 今尾恵介／編著 洋泉社 2017 1110734017

鉄道唱歌と地図でたどるあの駅この街 今尾恵介／著 朝日新聞出版 2016 1110482328

全國鐵道旅行繪圖 今尾 恵介／解説 けやき出版 2011 1108695170

古地図でたどる鉄道の知恵線路の不思議 井口 悦男／著 草思社 2010 1108633437

時刻表昭和史探見（JTBキャンブックス） 曽田 英夫／著 JTB 2001 1106915299
地形図でたどる鉄道史 西日本編（JTBキャンブッ

クス）【東日本編 もあります】
今尾 恵介／著 JTB 2000 1106280751

地図で歩く廃線跡（シリーズ週末の達人） 今尾 恵介／著 二期出版 1998 1101802229

時刻表でたどる鉄道史（JTBキャンブックス） 宮脇 俊三／編著 JTB 1998 1106098773

時刻表昭和史 増補版 宮脇 俊三／[著] 角川書店 1998 1106202805

線路のない時刻表 宮脇 俊三／著 新潮社 1986 1106312067

京都歴史地図（「わかる!」本）
「京都歴史地図」編集室

／著

メイツユニバーサルコン

テンツ
2020 1111201693

古絵図の世界
宇治市歴史資料館／編

集
宇治市歴史資料館 2020 1111121123

地図でみる京都 岩田貢／著 海青社 2019 1110815428

地図で楽しむ京都の近代（爽BOOKS） 上杉和央／編著 風媒社 2019 1111020028

京都の凸凹を歩く【2 もあります】 梅林秀行／著 青幻舎 2016 1110981758

近代京都の絵図・地図
近代京都プロジェクト／

編集
佛教大学総合研究所 2016 1110601638

京都お散歩凸凹地図 実業之日本社／編 実業之日本社 2014 1110384508
再現地図・現代図で歩くもち歩き幕末京都散歩

（古地図ライブラリー別冊）
木村 幸比古／監修 人文社 2012 1110062278

パノラマ地図と鉄道旅行
宇治市歴史資料館／編

集
宇治市歴史資料館 2007 1107568808

京都・観光文化時代MAP（Time Trip Map） 新創社／編 光村推古書院 2006 1108510890

絵図から見る峯山城下町
京丹後市立丹後古代の

里資料館／編集

京丹後市立丹後古代

の里資料館
2006 1110210091

歴史で読み解く京都の地理 正井 泰夫／監修 青春出版社 2003 1108164250

 ※シリーズ「京都時代MAP」：平安京編 / 安土桃山編 / 幕末・維新編 / 伝統と老舗編 もあります

●京都を旅する

 ※「時刻表でたどる シリーズ」：夜行列車の歴史 / 新幹線発達史 / 特急・急行史 もあります

●鉄道旅行：路線図と時刻表で旅する

●古地図・絵図で旅する

〒606-8343 京都市左京区岡崎成勝寺町
TEL 075-762-4655  FAX 075-762-4653

ホームページ https://www.library.pref.kyoto.jp/


