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“この目録は奈良県立万葉文化館で令和4年3月19日（土）から5月22日（目）まで開催される特別展「香IiI元太郎迷路絵本展一歴史考証をもとに一」の

展示作品目録です。
・番号は実際の展示順と必ずしも一致するものではありません。また、やむを得ない事情により出品作品が変更になる場合があります。

作品番号 �タイトル �制作年 �掲載書籍 �監修者など 

迷路原画（150点） 

1 �恐竜時代 �2005年 �時の迷路 � 

2 �氷河時代 �2005年 �時の迷路 � 

3 �弥生時代 �2005年 �時の迷路 � 

4 �奈良時代 �2005年 �時の迷路 � 

5 �鎌倉時代 �2005年 �時の迷路 � 

6 �戦国時代 �2005年 �時の迷路 � 

7 �江戸時代 �2005年 �時の迷路 � 

8 �時の回廊 �2005年 �時の迷路 � 

9 �エジプト文明 �2006年 �文明の迷路 � 

10 �インド文明 �2006年 �文明の迷路 � 

11 �エーゲ〃ギリシア文明 �2006年 �文明の迷路 � 

12 �ローマ文明 �2006年 �文明の迷路 � 

13 �ケルト文明 �2006年 �文明の迷路 � 

14 �南太平洋文明 �2006年 �文明の迷路 � 

15 �マヤ文明 �2006年 �文明の迷路 � 

16 �インカ文明 �2006年 �文明の迷路 � 

17 �アトランティス �2006年 �文明の迷路 � 

18 �屋久島 �2006年 �自然遺産の迷路 � 

19 �九塞溝 �2006年 �自然遺産の迷路 � 

20 �ンゴロンゴロ �2006年 �自然遺産の迷路 � 

21 �カナディアン・ロッキー �2006年 �自然遺産の迷路 � 

22 �グランド〃キヤニオン �2006年 �自然遺産の迷路 � 

23 �イグブス �2006年 �自然遺産の迷路 � 

24 �ガラパゴス �2006年 �自然遺産の迷路 � 

25 �ハワイ �2006年 �自然遺産の迷路 � 

26■ �グレート・バリア〃リーフ �2006年 �自然遺産の迷路 � 

27 �研究所 �＿　2007年 �進化の迷路 � 

28 �三葉虫の入り江 �2007年 �進化の迷路 � 

29 �魚たちの海 �2007年 �進化の迷路 � 

30 �巨大シダの沼 �2007年 �進化の迷路 � 

31 �恐竜の平原 �2007年 �進化の迷路 � 

32 �花と恐竜の谷 �2007年 �進化の迷路 � 

33 �巨大生物の海 �2007年 �進化の迷路 � 

34 �けものたちの高原 �2007年 �進化の迷路 �＼ 

35 �原人の洞窟 �2007年 �進化の迷路 � 

36 �ヤマタノオロチ �2008年 �伝説の迷路 � 

37 �西遊記 �2008年 �伝説の迷路 � 

38 �七夕 �2008年 �伝説の迷路 � 

39 �アラジンと魔法のランプ �2008年 �伝説の迷路 � 

40 �バベルの塔 �2008年 �伝説の迷路 � 



41 �ユグドラシル �2008年 �伝説の迷路 �� 

42 �円卓の騎士 �2008年 �伝説の迷路 �� 

43 �ロビン・フッド �2008年 �伝説の迷路 �� 

44 �ラビリンス �2008年 �伝説の迷路 �� 

45 �黒船 �2009年 �続〇時の迷路 �� 

46 �文明開化 �2009年 �続・時の迷路 �� 

47 �小学校 �2009年 �続〇時の迷路 �� 

48 �銅山 �2009年 �続・時の迷路 �� 

49 �博覧会 �2009年 �続・時の迷路 �� 

50 �焼け跡の街 �2009年 �続〇時の迷路 �� 

51 �昭和の横丁 �2009年 �続“時の迷路 �� 

52 �豊かな社会へ �2009年1 �続“時の迷路 �� 

53 �未来の博物館 �2009年 �続・時の迷路 �� 

54 �秘密の虫穴 �2010年 �昆虫の迷路 �� 

55 �チョウの花園 �2010年 �昆虫の迷路 �� 

56 �セミの木i �2010年 �昆虫の迷路 �� 

57 �クワガタムシの林 �2010年 �昆虫の迷路 �� 

58 �ホタルの夜 �2010年 �昆虫の迷路 �� 

59 �トンボのIII �2010年 �昆虫の迷路 �� 

60 �ゲンゴロウの池 �2010年 �昆虫の迷路 �� 

61 �カマキリの草むら �2010年 �昆虫の迷路 �� 

62 �アリの地下街 �2010年 �昆虫の迷路 �� 

63 �昆虫の塔 �2010年 �昆虫の迷路 �� 

64 �宇宙基地 �2011年 �宇宙の迷路 �� 

65 �春と夏の星座 �2011年 �宇宙の迷路 �� 

66 �宇宙ステーション �2011年 �宇宙の迷路 �� 

67 �月の世界 �2011年 �宇宙の迷路 �� 

68 �太陽系 �2011年 �宇宙の迷路 �� 

69 �もえる太陽 �2011年 �宇宙の迷路 �� 

70 �土星のリング �2011年 �宇宙の迷路 �� 

71 �はるかな銀河 �2011年 �宇宙の迷路 �� 

72 �謎の惑星 �2011年 �宇宙の迷路 �� 

73 �アンデルセンの世界 �2012年 �物 �害の迷路 � 

74 �海底二万里 �2012年 �物 �吾の迷路 � 

75 �不思議の国のアリス �2012年 �物 �害の迷路 � 

76 �三国志 �2012年 �物 �吾の迷路 � 

77 �宇宙戦争 �2012年 �物 �害の迷路 � 

78 �オズの魔法使い �2012年 �物 �吾の迷路 � 

79 �ガリバー旅行記 �2012年 �物語の迷路 �� 

80 �銀河鉄道の夜 �2012年 �物 �吾の迷路 � 

81 �ピーターパン �2012年 �物 �吾の迷路 � 

82 �自転車の丘 �2013年 �乗り物の迷路 �� 

83 �車の街 �2013年 �乗り物の迷路 �� 

84 �鉄道基地 �2013年 �乗り物の迷路 �� 

85 �新幹線の駅 �2013年 �乗り物の迷路 �� 

86 �おまつり広場 �2013年 �乗り物の迷路 �� 

87 �工事現場 �2013年 �乗り物の迷路 �� 

88 �豪華客船 �2013年 �乗り物の迷路 �� 

89 �空の乗り物 �2013年 �乗り物の迷路 �� 

90 �夢の乗り物王国 �2013年 �乗り物の迷路 �� 

91 �ウサギの林 �2014年 �動物の迷路 �� 

92 �ヘビの川 �2014年 �動物の迷路 �� 

93 �インパラ草原 �2014年 �動物の迷路 �� 

94 �コンドルの崖 �2014年 �動物の迷路 �� 

95 �クマの山 �2014年 �動物の迷路 �� 

96 �ライオン岩 �2014年 �動物の迷路 �� 

97 �ゾウ広場 �2014年 �動物の迷路 �� 



98 �アシカのプール �2014年 �動物の迷路 � 

99 �絶滅危惧種研究所 �2014年 �動物の迷路 � 

100 �川と池の国 �2015年 �水の国の迷路 � 

101 �熱帯魚の国 �2015年 �水の国の迷路 � 

102 �クラゲの国 �2015年 �水の国の迷路 � 

103 �サンゴ樵の国 �2q15年 �水の国の迷路 � 

104 �深海の国 �2015年 �水の国の迷路 � 

105 �光る生き物の国 �2015年 �水の国の迷路 � 

106 �巨大魚の国 �2015年 �水の国の迷路 � 

107 �水の妖講の城 �2015年 �水の国の迷路 � 

108 �妖精の島 �2015年 �水の国の迷路 �（ 

109 �夕やみの街 �2016年 �お化けの迷路 � 

110 �幽霊の学校 �2016年 �お化けの迷路 � 

111 �迷いの森 �2016年 �お化けの迷路 � 

112 �お化け屋敷 �2016年 �お化けの迷路 � 

113 �魔の山 �2016年 �お化けの迷路 � 

114 �妖怪飯店 �2016年 �お化けの迷路 � 

115 �吸血鬼の館 �2016年 �お化けの迷路－ � 

116 �魔女の城 �2016年 �お化けの迷路 � 

117 �地獄の迷宮 �2016年 �お化けの迷路 � 

118 �天国の迷路（超ロング迷路） �2016年 �お化けの迷路 � 

119 �つみきの街 �2017年 �おもちゃの迷路 � 

120 �人形の家 �2017年 �おもちゃの迷路 � 

121 �ボードゲーム公園 �2017年 �おもちゃの迷路 � 

122 �伝統おもちゃ屋敷・ �2017年 �おもちゃの迷路“ � 

123 �ドミノ倒しの路地 �2017年 �おもちゃの迷路 � 

124 �ブロックの中庭 �2017年 �おもちゃの迷路 � 

125 �カードゲーム通り �2017年 �おもちゃの迷路 � 

126 �からくりの木 �2017年 �おもちゃの迷路 � 

127 �模型のサーキット �2017年 �おもちゃの迷路 � 

128 �おもちゃの城 �2017年 �おもちゃの迷路 � 

129 �忍者の里i �2018年 �忍者の迷路 � 

130 �山賊の森 �2018年 �忍者の迷路 � 

131 �戦う山城 �2018年 �忍者の迷路 � 

132 �合戦を抜けろ �2018年 �忍者の迷路 � 

133 �京の都 �2018年 �忍者の迷路 � 

134 �大名の城 �2018年 �忍者の迷路 � 

135 �ごてんの奥へ �2018年 �忍者の迷路 � 

136 �海賊の海 �2018年 �忍者の迷路 � 

137 �沖縄のグスク �2018年 �忍者の迷路 � 

138 �鬼の島 �2018年 �忍者の迷路 � 

139 �陸上競技スタジアム �2019年 �スポーツの迷路 � 

140 �球技のグラウンド �2019年 �．スポーツの迷路 � 

141 �めいろ運動公園 �2019年 �スポーツの迷路 � 

142 �スーパー体育館 �2019年－ �スポーツの迷路 � 

143 �プールの大温室 �2019年 �スポーツの迷路 � 

144 �戦いのビル �2019年 �スポーツの迷路‾ � 

145 �雪のスポーツランド �2019年 �スポーツの迷路 � 

146 �氷のリンク �2019年 �スポーツの迷路 � 

147 �パラスポーツ大集合 �・2019年 �スポーツの迷路 � 

148 �スポーツのお祭り �2019年 �スポーツの迷路 � 

149 �貝の島 �2005年 �書籍未掲載 � 

150 �ハートの迷路 �2011年 �書籍未掲載 � 



歴史考証イラスト（51点） 

151 �コンプウシムイチヤシ �2013年 �歴史群像121 �監修　西股総生 

152 �松前城の戦い �1999年 �歴史群像シリーズ〃土方歳三 �監修永田富智 

153 �五稜郭 �2004年 �名城を歩く（PHP研究所） � 

154 �会津若松城 �2013年 �歴史群像119 �監修　石田明夫 

155 �岩植城 �2005年 �歴史群像73 �監修　三島正之 

156 �江戸城島撒 �2003年 �日本遺産〃東京の歴史散歩 （朝日新聞出版） �監修　原史彦 

157 �江戸城天守 �1994年 �名城の天守総覧（学研） � 

158 �江戸城天守の断面 �1997年 �日本の城（世界文化社） � 

159 �タイムトラベル江戸時代 �2005年 �中学社会科教科書（帝国書院） �教科善用イラスト 

160 �江戸城（太田通津時代） �2020年 �歴史群像160 �監修　西股総生 

161 �鎌倉 �2003年 �衣食住に見る日本人の歴史 （あすなろ書房） � 

162 �春日山城 �2001年 �歴史群像シリーズ・疾風上杉謙信 �監修水澤幸一 

163 �一乗谷城 �1998年 �歴史群像シリーズ”元亀信長戦記 �監修小野雅敏・青木豊昭 

164 �新府城 �2016年 �歴史群像135 �監修　西股総生 

165 �上田城主要部 �2016年 �歴史群像139 �監修　加藤理文 

166 �安土城鳥敬 �1995年（2021年加筆修正） �日本の城（世界文化社） � 

167 �坂本城 �2002年 �歴史群像シリーズ・俊英明智光秀 �監修　中井均 

168 �佐和山城 �2019年 �歴史群像153 �監修　中井均 

169 �小谷城 �2000年 �歴史群像44 �監修　中井均 

170 �彦根城 �2002年 �名城を歩く（PHP研究所） � 

171 �周山城 �2020年 �歴史群像159 �監修　堀口健弐 

172 �勝龍寺城 �2011年 �歴史群像110 �監修　中井均 

173 �二条城 �2004年 �名城を歩く（PHP研究所） � 

174 �豊臣時代の大坂城天守 �1993年 �ザ・ビッグマン（世界文化社） � 

175 �大坂冬の陣 �2016年 �戦国王創刊号 �監修　松岡利郎 

176 �江戸時代の大坂城 �2003年 �名城を歩く（PHP研究所） � 

177 �芥川山城 �2002年 �歴史群像55 �監修　中井均 

178 �真田丸 �2015年 �歴史群像131 �監修　坂井尚登 

179 �姫路城天守断面 �1995年 �城郭建築の至宝姫路城（学研） � 

180 �丹波篠山城 �2002年 �歴史群像52 �監修篠山城教育委員会 

181 �創建時の姫路城 �2010年 �歴史群像99 �監修　中井均 

182 �キトラ古墳‘ �1998年 �暴かれた古代日本（世界文化社） � 

183 �高松塚古墳 �2005年 �日本の歴史パノラマ絵地図（学研） � 

184 �飛鳥地方の様子 �2005年 �日本史通覧（帝国書院） � 

185 �法隆寺 �2012年 �日本の世界遺産（朝日新聞出版） �監修　平田政彦 

186 �法隆寺五重塔 �2000年 �日本人は木で何を作ってきたか （あすなろ書房） � 

187 �平城京 �2009年 �歴史群像シリーズ・最新古代史論 �監修　井上和人 

188 �東大寺大仏殿 �2012年 �日本の世界遺産（朝日新聞出版） �監修　坂東俊彦 

189 �信貴山城 �1992年 �歴史群像シリーズ〃風雲信長記 �監修　多田暢久 

190 �信貴山城 �2021年 �信貴山観光協会資料 � 

191 �鳥取城攻囲戦 �2020年 �歴史群像161 �監修細田隆博 

192 �広島城 �2004年 �名城を歩く（PHP研究所） � 

193 �出島 �2005年 �日本の歴史パノラマ絵地図（学研） � 

194 �伊予松山城本壇 �2018年 �歴史群像147 � 

195 �亀居城 �2001年 �歴史群像45 �監修　中井均 

196 �熊本城 �2003年 �名城を歩く（PHP研究所） � 

197 �田原坂 �1990年 �歴史群像シリーズ〃西南戦争 �監修　中尾豊 

198 �岡城 �2015年 �歴史群像134 �監修　中西義昌 

199 �那覇湊 �2016年 �歴史群像138 �監修　上里隆史 

200 �首里城正殿 �1996年 �日本の城（世界文化社） �特別出品 

201 �首里城 �2003年 �名城を歩く（PHP研究所） �特別出品 


