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東京シティガイド検定 公式テキスト【第１版 第 1～3刷】 

江戸東京まち歩きブック 正誤表 

 

2020年 3月 25日現在 

ページ 行 誤 正 

P14 左段 タイトル 池袋・巣鴨 池袋 

P16 左段 11行目 田園調布 成城 

P113 4-2 東京のベイエリア

地図中 

※日の出桟橋と竹芝客船ターミナルの掲載位置が逆

となります。その他のターミナル位置は掲載のままで

す。 

 

2019年 5月 9日現在 

ページ 行 誤 正 

P20 右段上から 16行目 巣鴨地蔵通商店街 巣鴨地蔵通り商店街 

P88 左側最下行 韓国 当時の大韓帝国 

P108 右側下から 6行目 

※適切な表現に変更し

ました 

国立演芸場 国立劇場や国立演芸場 

 

 

 

                      2019年 1月 11日現在 

ページ 行 誤 正 

P17 右段上から 9行目 新国立美術館 国立新美術館 

P44 左段１行目 パリ パリ市 

P99 注釈＊53犬小屋 4行目 1795年 1695年 

P100 右段上から 5行目 新国立西洋美術館 国立新美術館 

P155 注釈＊45 上から5行目 1979年 1879年 

 

 

                       2018年 7日 26日現在 

ページ 行 誤 正 

P5 左段 下から 6行目 ユネスコの世界無形遺産 ユネスコ無形文化遺産 

P13 右段上から 12行目 武甲鉄道 甲武鉄道 
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ページ 行 誤 正 

P16 右段下から 9行目（新

宿・中野・杉並・吉祥

寺エリア） 

、グランドハイアット東京 

 

削除 

 

P24 右段 上から 10行目 奈良時代には古墳群が造

成され、・・・ 

6世紀には古墳群が 

P41 右段下から 5行目 4区及び・・・ 4区（後に 5区）及び・・・ 

P46 左段 2段落目 イメージについてトップ

10 

イメージランキング 

P46 左段下から 7行目  伝統・文化（29.1％）、８位：

多様な街（23.7％）、９位：

繁華街が魅力的（23.1％）、

自然・景勝・夜景（22.5％）、

１０位：食事のバリエーシ

ョンが豊富（19.3％） 

８位：伝統・文化（29.1％）、

９位：多様な街（23.7％）、

１０位：繁華街が魅力的

（23.1％）、１１位：自然・

景勝・夜景（22.5％）、１２

位：食事のバリエーション

が豊富（19.3％） 

P52 

 

右段下から 6行目 

 

（中央区の一部や北、・・・

江戸川区） 

（カッコ内）削除 

P59 地図：2-3 区市町村別

にみた昼夜間人口比

率（平成 22年） 

「品川区の色」：オレンジ

色 

「品川区の色」：黄色 

P59 地図：2-3 区市町村別

にみた昼夜間人口比

率（平成 22年） 

「江戸川区の色」：グリー

ン 

「江戸川区の色」：水色 

P68 左段上から 4 行目お

よび注 2 上から 2〜3

行目 

東京帝国大学教授 東京大学教授 

P70  左段上から 5〜6行目 横穴式石室のもが 横穴式石室のものが 

P71 左段下から 18行目 金銅釈迦如来像 国宝・銅造釈迦如来倚像 

P71 左段下から 17行目 重要文化財です かつては鍍金
と き ん

されていま

した 

P72 左段「平将門信仰」1行

目の年号 

平安時代（794 年～1183

年） 

平安時代 

P72 右段下から 7、5、3、 神田祭、山王祭、天下祭 神田祭り、山王祭り、天下
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ページ 行 誤 正 

1行目  祭り 

P73 3-1 都心の主要寺社の

「日枝神社」 

秋の山王祭りは・・・ 山王祭りは・・・ 

P74 左段 写真下から 3 行

目 

兵を上げました。 兵を挙げました。 

 

P76 右段 上から 3行目 しかし、同 12年・・ しかし、1569（永禄 12）

年・・ 

 

P80 左段「中野犬小屋」タ

イトル 

中野犬屋敷 中野犬小屋 

P80 左段「中野犬小屋」下

1行目 

中野犬屋敷 中野犬小屋 

P81 注釈＊23 江戸の火事 

11行目 

供養ために回向院・・・  供養のために回向院・・・ 

P83 右段 10行目 寛政 7年  1795（寛政 7）年 

P83 Column 左段 下から

2行目 

御三家は、家康が、九男義

直、十男頼宣、十一男頼房

に、それぞれ、名古屋城、

駿河横須賀（後、和歌山

城）、水戸城を 

尾張、紀伊、水戸の御三家

は、家康の九男義直に名古

屋城、十男の頼宣に和歌山

城、十一男頼房に水戸城を 

P85  注釈 29 下から 2行目 茶毘に付された 荼毘に付された 

P90 右段写真 説明 震災記念堂 東京都慰霊堂（1951＜昭和

26＞年に震災記念堂から

改称） 

P92 右段 13-14行目 （後の東急目蒲線→現・目

黒線、蒲田線） 

 

（後の東急目蒲線、現・目

黒線と東急多摩川線に分

割） 

P92  右段 5段落目 たとえば東急目黒線 現・東急多摩川線 

P93 「戦時体制と東京都

の誕生」 

「戦時体制と東京都の誕

生」 

 

「戦時体制下の東京」 

P93 左段下から 7行目 ・・差し迫った課題に ・・差し迫った課題になり

ました 

P119 注 22 上から 3〜6 行

目 

ただし、2.5 ㎛以下のも

の・・・を含まない 

ただし、SPMのうち、2.5

μm 以下のものは微小粒
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ページ 行 誤 正 

子状物質（PM2.5）として

区分される 

 

P131 左段 下から 13行目 人形は顔、左手、右手を 3

人で分担して・・・ 

人形は首(かしら)と右手、

左手、および両足を 3人で

分担して・・・ 

P141 左段下から 4行目 陽炎坐 陽炎座 

P162 右段上から 15行目 GRANSUTA GRANSTA 

P183 写真右下 （ビックサイト） （東京ビッグサイト） 

P185 索引 中央列「お」8行

目 

 

大森貝塚 18、53、68 大森貝塚 18、52、68 

P185 索引 右列「か」 

下から 8行目 

神田祭 神田祭り 

P186 索引 中央「さ」 

下から 2行目 

山王祭 山王祭り 

P187 索引 右列「て」 

10行目 

天下祭 天下祭り 

P188 索引 中央列上から 6

行目 

中野犬屋敷 中野犬小屋 

P192 参考文献上から 15 番

目 

『首都の誕生・・・』 『趣都の誕生・・・』 

 


