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日比谷公園・皇居東御苑
ウォーキング

まち歩き
ウォーキングマップ

チェックポイントを発見したら証拠写真を撮影しましょう！
（注：証拠写真を提出する必要はありません）

マル部分のチェックポイントを探せ！
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【松本楼と首かけイチョウ】
松本楼は 1903 年 6月 1日、日比谷公園と同じ日に
開業しました。
1906 年東京料理店番付 ( 日本版ミシュランガイド )
では関脇となりました。
松本楼といえば 10 円カレーが有名ですね。毎年9月
25 日に先着 1500 名の方が 10 円でカレーを召し上
がれます。

松本楼の前には首かけイチョウがあります。これは日比
谷公園設計者の本多静六博士が自分の首をかけて日比谷
交差点からこの地に移植したイチョウです。

【楠正成公像】
楠木正成は鎌倉時代末期から南北朝時代にかけての
河内の武将で、鎌倉幕府からは ( 悪党 ) とよばれてい
ました。
王政復古を目指す後醍醐天皇の鎌倉幕府討幕計画に
応じ挙兵し、鎌倉幕府を滅ぼしました。
この銅像の作者は高村光雲で光雲の息子は「千恵子
抄」で有名な高村光太郎です。

【日比谷公園事務所】
東京都指定有形文化財 ( 建造
物 ) です。1910 年 11 月に竣
工しました。
ドイツのバンガローを意識し
た明治期の数少ない洋風建築
物です。

【南極の石】
南極・東オングル島の慎太郎山 ( 標高 40ｍ) で採取
された石です。
重さ 150kg あり、昭和 41 年 4月、南極観測船「ふじ」
から寄贈を受けました。

【日比谷公園】
日比谷公園には江戸時代、萩藩毛利家や盛岡藩南部
家等の大藩の上屋敷がありました。
明治時代になり陸軍の日比谷練兵場を経た後、官公
庁建設計画の対象となりました。
しかし、以前、東京湾の入り江であったため、地盤
が弱く、官公庁を立てるのにふさわしくない土地と
判断され、1903 年 6月 1日、日比谷公園となりました。

【皇居外苑】
郵便番号は 100-0002（100-0000
と 100-0001 は千代田区全体で特
定の住所はありません ) です。
日比谷公園は都管理ですが、皇
居外苑は国管理の公園です。
1949 年に開園しました。
ここから松の内や日比谷のビル
群を見ることのできる都心の絶
景ポイントです。

【皇居東御苑大手門】
旧江戸城内です。この東御苑にある本丸・二の丸・
三の丸跡と少し離れた場所の西の丸を含めた、この
範囲のことを江戸城といいました。1968 年 10 月よ
り一般に開放されました。
余談ですが、大奥は本丸・二の丸・三の丸が西の丸と、
紅葉山、吹上御庭、西丸下で構成されていたようです。

【天守台跡】
最初の天守は 1607 年に完成し、このときの天守台
は今より少し南にありました。3代将軍家光が大改
修を行い、最終的な完成をみたのは 1638 年でこの
とき、現在の天守台となりました。
天守は、外観 5層、内部 6階建てで、天守台を含めた
高さが 58mであり、天気が良ければ房総半島から
でも見ることができたようです。
しかし、明暦の大火で焼失してしまい、家光の弟で
ある保科正之（会津松平家藩主）の反対により再建
は延期され、それ以後天守は建設されませんでした。

【松の廊下跡】
忠臣蔵でおなじみの元禄 14 年（1701 年）3月 14 日
赤穂藩主・浅野内匠頭長矩（あさのたくみのかみな
がのり）が殿中で吉良上野介義央（きらこうずのす
けよしなか）への刃傷事件（にんじょうじけん）を起
こした場所です。
廊下に沿った襖戸に松と千鳥の絵が描かれていた
ため「松の大廊下」と呼ばれていました。
江戸城内で 2番目に長い廊下で、畳敷きの立派な廊
下でした。

【日本武道館】
1964 年 10 月 3日に東京オリンピックの柔
道競技会場として竣工しました。
1966 年には伝説のビートルズ日本公演もこ
こ日本武道館で開催されました。
建物は法隆寺夢殿を屋根は富士山をイメー
ジしています。

【田安門】
田安門は 1636 年に建立された重要文化財です。
田安門はこのあたりに田安大明神があり、それが
田安門の由来となっています。
かつて千姫や春日局も千姫もこの北の丸に屋敷が
あったようです。
寛政の改革を行った松平定信 ( 徳川吉宗の孫 ) もこ
こで生まれています。

【田安門常灯明台 ( 高灯篭 ) 前】
お疲れ様でした。ゴールにつきました。
ここは旧日本橋川を飲料水確保のために内堀をせ
き止めて作られた江戸時代のダムのようです。向
かって左側が牛が淵、左側が千鳥ヶ淵で左右で水
面の高低差があります。
神田側に遠く見える建物は大正館で大人 300 円、
子供 80 円で懐かしの昭和時代
を体験することができます。

【東京近代美術館工芸館】
1910 年旧陸軍近衛師団司令部として建設されまし
た。国の重要文化財です。

【北の丸公園標識】
江戸時代は徳川忠長や徳川綱重、田安徳川家、清
水徳川家の屋敷がありました。維新後は、近衛師
団の兵営地となりました。
1969 年に昭和天皇の還暦を記念して一般公開され
ました。

チェックポイントの写真と同じアングルで証拠写真を撮影してください！
撮影した証拠写真は提出する必要はありません。今日の思い出にお持ち帰りください。

東京都心で歴史散策
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ここでは
お気に入りの公園風景を
　撮影してください。

ここでしか見られない
「運動禁止」の標識を
探してください。
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運営： https://www.walkers-hi.com

制限時間までにゴールできそうにない場合や、途中リタイヤしてお帰りになる場合は、必ずお知らせしたＴＥＬ番号へご連絡ください。 お疲れ様でした !!
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【松本楼と首かけイチョウ】
松本楼は 1903 年 6月 1日、日比谷公園と同じ日に
開業しました。
1906 年東京料理店番付 ( 日本版ミシュランガイド )
では関脇となりました。
松本楼といえば 10 円カレーが有名ですね。毎年9月
25 日に先着 1500 名の方が 10 円でカレーを召し上
がれます。

松本楼の前には首かけイチョウがあります。これは日比
谷公園設計者の本多静六博士が自分の首をかけて日比谷
交差点からこの地に移植したイチョウです。

【楠正成公像】
楠木正成は鎌倉時代末期から南北朝時代にかけての
河内の武将で、鎌倉幕府からは ( 悪党 ) とよばれてい
ました。
王政復古を目指す後醍醐天皇の鎌倉幕府討幕計画に
応じ挙兵し、鎌倉幕府を滅ぼしました。
この銅像の作者は高村光雲で光雲の息子は「千恵子
抄」で有名な高村光太郎です。

【日比谷公園事務所】
東京都指定有形文化財 ( 建造物 ) です。1910 年 11 月
に竣工しました。
ドイツのバンガローを意識
した明治期の数少ない洋風
建築物です。

【南極の石】
南極・東オングル島の慎太郎山 ( 標高 40ｍ) で採取
された石です。
重さ 150kg あり、昭和 41 年 4月、南極観測船「ふじ」
から寄贈を受けました。

【日比谷公園】
日比谷公園には江戸時代、萩藩毛利家や盛岡藩南部
家等の大藩の上屋敷がありました。
明治時代になり陸軍の日比谷練兵場を経た後、官公
庁建設計画の対象となりました。
しかし、以前、東京湾の入り江であったため、地盤
が弱く、官公庁を立てるのにふさわしくない土地と
判断され、1903 年 6月 1日、日比谷公園となりました。

【皇居外苑】
郵便番号は 100-0002（100-0000
と 100-0001 は千代田区全体で特
定の住所はありません ) です。
日比谷公園は都管理ですが、皇
居外苑は国管理の公園です。
1949 年に開園しました。
ここから松の内や日比谷のビル
群を見ることのできる都心の絶
景ポイントです。

【皇居東御苑大手門】
旧江戸城内です。この東御苑にある本丸・二の丸・
三の丸跡と少し離れた場所の西の丸を含めた、この
範囲のことを江戸城といいました。1968 年 10 月よ
り一般に開放されました。
余談ですが、大奥は本丸・二の丸・三の丸が西の丸と、
紅葉山、吹上御庭、西丸下で構成されていたようです。

【天守台跡】
最初の天守は 1607 年に完成し、このときの天守台
は今より少し南にありました。3代将軍家光が大改
修を行い、最終的な完成をみたのは 1638 年でこの
とき、現在の天守台となりました。
天守は、外観 5層、内部 6階建てで、天守台を含めた
高さが 58mであり、天気が良ければ房総半島から
でも見ることができたようです。
しかし、明暦の大火で焼失してしまい、家光の弟で
ある保科正之（会津松平家藩主）の反対により再建
は延期され、それ以後天守は建設されませんでした。

【松の廊下跡】
忠臣蔵でおなじみの元禄 14 年（1701 年）3月 14 日
赤穂藩主・浅野内匠頭長矩（あさのたくみのかみな
がのり）が殿中で吉良上野介義央（きらこうずのす
けよしなか）への刃傷事件（にんじょうじけん）を起
こした場所です。
廊下に沿った襖戸に松と千鳥の絵が描かれていた
ため「松の大廊下」と呼ばれていました。
江戸城内で 2番目に長い廊下で、畳敷きの立派な廊
下でした。

【日本武道館】
1964 年 10 月 3日に東京オリンピックの柔
道競技会場として竣工しました。
1966 年には伝説のビートルズ日本公演もこ
こ日本武道館で開催されました。
建物は法隆寺夢殿を屋根は富士山をイメー
ジしています。

【田安門】
田安門は 1636 年に建立された重要文化財です。
田安門はこのあたりに田安大明神があり、それが
田安門の由来となっています。
かつて千姫や春日局も千姫もこの北の丸に屋敷が
あったようです。
寛政の改革を行った松平定信 ( 徳川吉宗の孫 ) もこ
こで生まれています。

【田安門常灯明台 ( 高灯篭 ) 前】
お疲れ様でした。ゴールにつきました。
ここは旧日本橋川を飲料水確保のために内堀をせ
き止めて作られた江戸時代のダムのようです。向
かって左側が牛が淵、左側が千鳥ヶ淵で左右で水
面の高低差があります。
神田側に遠く見える建物は大正館で大人 300 円、
子供 80 円で懐かしの昭和時代
を体験することができます。

【東京近代美術館工芸館】
1910 年旧陸軍近衛師団司令部として建設されまし
た。国の重要文化財です。

【北の丸公園標識】
江戸時代は徳川忠長や徳川綱重、田安徳川家、清
水徳川家の屋敷がありました。維新後は、近衛師
団の兵営地となりました。
1969 年に昭和天皇の還暦を記念して一般公開され
ました。

チェックポイントの写真と同じアングルで証拠写真を撮影してください！
撮影した証拠写真は提出する必要はありません。今日の思い出にお持ち帰りください。
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