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とっつきにくい日本の歴史も サクッと学べる

面白マンガ 特 集

373

秋は1年の中でも過ごしやすく、秋の夜長に読書するのにピッタリな季節です。
まだまだステイホームが続きそうなので楽しく勉強できて、さらにおうち時間も充実するおすすめの日本の歴史マンガをご紹介。
時代ごとにピックアップしたので興味のある分野から読み始めてみてくださいね。

“源氏物語”の世界に
どっぷり浸れる

天をおどろかし
地を動かす歴史活劇

平安時代

あさきゆめみし

バンデット −偽伝太平記−

原典は難しすぎてとっつきにくいですが、こちら
のマンガはとても自然な形でビジュアル化され、
わかりやすい内容になっています。ストーリーも
さることながら、着物の柄や部屋に置かれた調
度品なども綿密に描かれているので、見ている
だけでも勉強になります。

南北朝時代（鎌倉時代後期から室町時代初期）の 騒乱を記
した『 太平記 』を題材に描かれました。この国を縦横無尽に
駆け巡った「悪党」たちの活躍ぶりを中心に、乱世に覇を競
い合う人々の生き様を味わえます。歴史上の重要人物であ
る後醍醐天皇、足利尊氏、楠木正成なども多数登場しストー
リーを盛り上げます。

室町時代

江戸時代

©大和和紀／講談社

アニメ
「忍たま乱太郎」の原作

落第忍者乱太郎

『朝日小学生新聞』に連載されてい
た、忍者のたまごたちが巻き起こす
ドタバタギャグマンガ。歴史的資料
に記された史実の忍者の術やワザ、
室町末期の戦の様子や文化がしっ
かりとした時代考証のもとに展開
されているのが特徴で、子供でも
読みやすい内容です。

鎌倉時代

約160年の間の医療の
進化が読み取れる

戦国時代

JIN

織田信長の
半生を読みこめる

信長協奏曲

©尼子騒兵衛／朝日新聞出版

©石井あゆみ ／小学館

勉強が苦手な主人公がタイムスリップして織田信
長として生きる物語。京に上洛後、隣国大名を次々
と打ち破る様子をはじめ、楽市楽座などの政策を推
し進め、安土城を築城し史実 の 通りに天下人へ駆
け上がる過程が描かれています。

軍隊の
食事事情を細かく描く

©村上もとか／集英社

T Vド ラ マ 化 さ れ た 作 品 。
1862年にタイムスリップした
脳外科医の主人公・仁。電気も
消毒薬も抗生物質もない世界
で人々を治療していく苦労と
苦悩が描かれています。近代
医療を次々と実現していく様
子から目が離せません。

波瀾万丈、
濃密な生涯にせまった

～明治陸軍糧食物語～
陸軍の伝統を後世に語り継ぐ活動をしている
軍事法規研究会が考証協力した作品。主人
公は陸軍から出た残飯を食べたことから一日
三食支給される軍隊の存在を知ります。
「う
まいメシを食べる」、ただそれだけのために
歩兵第一連隊に志願し入隊した1人の兵が日
露戦争に出征することを通して、当時の陸軍
がどのようなもの食べ、生活していたかが分
かります。各話ごとに載っている軍事法規研
究会が監修している解説も必見です。

−仁−

昭和時代

明治時代

めしあげ!!

©清澄炯一／KADOKAWA

©河部真道／講談社

昭和天皇物語

©能條純一、
原作_半藤一利、協力_永福一成／小学館

昭和天皇が主人公で、20世紀の日本
の歴史を振り返る構成になっていま
す。物語は半藤一利著の『 昭和史 』に
加え、複数の文献資料や当時の新聞
なども振り返り、ストーリーに盛り込
まれているため史実に忠実な内容で
す。昭 和 天 皇 の 少 年 時 代からストー
リーがはじまり天皇家の興味深いエ
ピソードがマンガで読めます。

ここで紹介したマンガがオンライン書店「
」でお得に楽しめるサービスを
「パンプキンEnjoy！」でご案内。
で使える電子クーポン3,000円分が半額でゲットできます。
詳しくは裏表紙をご確認ください。

北海道

宮城県

群馬県

埼玉県

飛躍する礎を築いた

誕生、発展に力を貸した

建設計画を推進

北海道庁から札幌麦酒醸造場の払下げを受けた

東 北 地 方の発 展に力を入れていた渋 沢 栄 一は、

明治政府は洋式の繰糸器械を備えた官営模範工

栄一や他の実業家に事業を譲渡しました。
ビール

誕生する際、銀行のあるべき姿や経営について指

栄一を、農家出身で養蚕に詳しかったことから設置

サッポロホールディングス 七十七銀行
大倉喜八郎は、政財界に多大な影響力を持つ渋沢

事業をより確実なものにするべく、大倉自らも経営

渋沢栄一生誕地に建つ旧渋沢邸

富岡製糸場

1878年、第七十七国立銀行（現・七十七銀行）が
導したり、人材派遣に尽力。後に相談役に就任す

中の家

場の建設を計画した際、当時政府に所属していた
主任の1人に任命しました。
フランス人技師を雇うこ

渋沢栄一の妹夫妻によって1895年に建てられまし

た。栄一が帰郷した際に滞在し宿泊した場所です。
住宅として居住されていましたが、1985年から学校

施設として使用され多くの外国人留学生の学び舎

とを決議するなど建設を躍進。従兄で学問の師・尾

へ、2000年には深谷市に帰属されました。主屋には、

が確立されていきました。

就任しました。

が12月26日までプレ公開されています。

栄一らの加入によって、会社が大きく飛躍する基礎

階にある
「七十七銀行金融資料館」には渋沢栄一

渋 沢 栄一 の

に参画し、新会社「札幌麦酒会社」
を1887年に設立。 るなど、七十七銀行に寄り添い続けました。本店4

高惇忠も一緒に活動し、工場完成後は初代場長に

内山峡周辺の約9ｋｍに渡り
コスモスが咲き乱れる
「コスモス街道」
（長野県）

80歳頃をイメージした和装姿の栄一のアンドロイド

新一万 円 札の顔

軌 跡をたどる

に関する資料も展示されています。

長野県

374

大河ドラマ『青天を衝け』の主人公、かつ、新一万円札の顔
である渋沢栄一。約500の企業を育て、約600の社会公共事
業に関わりながら、
その功績はあまり知られていません。
そこで渋沢の功績に触れつつ、ゆかりの地をご紹介。
読むだけでも渋沢栄一について学べます。
京都府

東京都

大河ドラマ『青天を衝け』

大河ドラマ館が東京にやってきた！

信州にあり、第二の故郷として愛した場所

新島襄の志を支援した

同志社大学提供

内山峡

同志社 彰栄館

家業の藍玉を売るため信州を訪れ漢詩を学んでい

教 育への強い志を同じくする新 島 襄に強い感 銘

大河ドラマ６０作目となる
『青天を衝け』。東京
都北区、緑深い飛鳥山に居を構えた渋沢栄一。
そのゆかりの地に北区飛鳥山博物館があり、
期間限定で「渋沢×北区 青天を衝け 大河ドラ
マ館」がオープンしました。入口には8ｍの大
型スクリーンが来館者をお出迎え。館内は青を
基調としたつくりになっており、
『青天を衝け』
を詳しく知るためのパネル、撮影で使用した衣
装や小道具などが並び、ファンにはたまらない
展示内容になっています。

終焉まで家族と過ごした

飛鳥山

設 立 に尽 力した王 子 製 紙 の 工 場 が 眼 下 に広 が

た渋沢栄一。漢詩「内山峡」のなかで、青空を衝き、

を受けた渋 沢 栄 一は、自らも寄 付をし、基 金の募

る飛鳥山に別荘を建設。その後本邸として亡くな

気持ちを詠み、大河ドラマ
『青天を衝け』
（NHK）
のタ

待たずに亡くなりましたが、以降、渋沢は同志社大

大正期に建てられた２つの建物は国の重要文化

白雲をも穿(うが)つ気持ちで突き進むという自身の
イトルの着想源になったと言われています。秋には内

山峡に通じるコスモス街道のコスモスが美しく、花の
向こうには奇岩と紅葉のコラボが見られます。

集及び管理に尽力しました。新島は大学の誕生を
学と深い関わりを持ち続けます。彰栄館は同志社

最古の煉瓦建造物で、1979年に重要文化財に指
定されました。

るまで家族と過ごし、飛鳥山をこよなく愛しました。
財に指定され、当時のままの姿で残っています。ま

た、飛 鳥山にはたくさんの桜が 植えられ 、春には
桜の名所として大変賑わいます。

渋沢栄一が携わった社名・事業名

当時の社名・
事業名

商工業

住

所

開設期間

北区飛鳥山博物館内
（東京都北区王子1-1-3）
〜12月26日
（日）

開館時間

9時〜17時
（最終入館16時30分）
混雑期＜10月3日
（日）
まで＞9時〜18時
（最終入館17時30分）

休 館日

毎週月
（祝日・休日の場合は開館、直後の
平日が振替休館）

料

18歳以上 800円、小中高生 400円、
未就学児 無料

金

※チケット情報は公式HPをご確認ください。

約500の企業育成に携わり、それと同時に約600の社会公共事業や民間外交にも尽力しました。
ほんの一部ですが、
どのような会社・団体に関わったのか紹介します。
部門

■ 基本データ

金融機関

交通・通信機関

社会事業

教育

学術・文化事業

第一国立銀行

日本郵船

王子製紙
（紙パルプ）

東京電力
（電力）

三共
（化学）

社会事業協会

東京商科大学

理化学研究所

日本勧業銀行

日本鉄道

東洋紡績
（繊維）

東京株式取引所
（取引所）

大阪瓦斯
（ガス）

愛の家

東京大学

帝国劇場

三井銀行

東京地下鉄道

日本皮革
（皮革）

秩父セメント
（窯業）

清水家(建設）

日本赤十字社

日本女子大学校

博報堂

横浜火災保険

日本航空輸送

明治製糖
（食品）

川崎造船所
（輸送用機器）

王子倉庫
（倉庫）

東京慈恵会

早稲田大学

東洋経済新報社

東京海上保険

日本無線電信

東京製綱
（鉄鋼）

帝国ホテル

東京印刷
（諸商工業）

聖路加国際病院

法政大学

日本放送協会

正解者の中から抽選で
3名様 にプレゼント

＼大人も子 供も一緒になって楽しめる／

Vol.3

チコちゃんの激ムズまちがいさがし

掲載した問題は
この本から出題！

大人の脳トレ！チコちゃんの激ムズ
まちがいさがし（宝島社）990円（税込）

左の絵と見比べて、右の絵には8コまちがいあるのでさがしてみましょう。

NHK総合、毎週金曜19時57分（再放送：毎週土
曜8時15分）から放送中の「チコちゃんに叱られ
る！」からの 挑 戦！ 大 人 向けの「 激ムズ 」バ ージョ
ンまち が いさがしです。問 題 数は2 7 問 。パズ ル
好きな若者から認知症予防を意識する世代まで、
ボーっとしがちな脳を鍛え直す一冊です。

a

答え方

b

c

d

まちがいをa〜gの中か
ら選んでください。
各区画の中には複数のま
ちがいが隠れてる場合が
あるので、その場合は何カ
所のまちがいがあるのか
e
数字も答えてください。
f

回答例：
aは1カ所, ｂは3カ所,
ｄは1カ所, eは2カ所,
f は1カ所

g

書籍プレゼントへの応募方法

①会員登録がまだの方

ページ下段の
「会員登録方法」
をご確認のうえお申し込みください。

②会員登録がお済みの方

右のQR コードよりお申し込みください。

応募の締切：2021年10月31日（日）

答えは2021年11月1日（月）
にＷＥＢで発表します。

観覧車って
中古で売っている
らしいわよ

➡解答は58ページ

16

2020/10/06 22:31

JR青梅駅構内・通路

キャスター木原
実
天気

ムの過ご
タイ
フ vol.20 し

お

方

チコちゃん本文1006校了.indd 16-17

17

青 梅 、小 さ な 旅

観覧車に乗っていると、
大空に気球が次々と浮かんできました。
絵の左上のほうに難しいまちがいが
いくつかあるのでさがしてみましょう。

オ

8

だそうで、見た目
に圧 倒 されまし
た がぺろ り と 完
食 、大 満 足 ご ち
そうさまでした。
それでは青梅線
の沢井駅に向かい
ましょう 。ここに
は創業元禄一五年
の酒 蔵 があり ま
す。澤乃井で知ら
れる「小 澤 酒 造 」
の庭園「清流ガーデン澤乃井園」には軽食
や日 本 酒が買 える売 店があり 、多 摩 川の
旅がしたくなる季 節です 。
「そうだ、青
清 流を眺めながら休める席もあり 時 期に
梅に行こう 」というわけでやってきたわけ
なると紅葉も楽しめてお酒一杯が三倍美味
ですが、駅に降りたとたん時代を感じる待
しい！ 行 か
合室が「いらっしゃい」と迎えてくれました。
ねば損でご
おまけにホームと改 札 を 結ぶ通 路には歴
ざいます 。私
史を感じさせる映画の看板が。
はお土 産に
青梅の町に
日 本 酒 買い
はたくさんの
まくり 、ああ
映 画の看 板
こりゃこりゃ。
があり ます 。
多 摩 川 沿い
その 昔 、映 画
の遊 歩 道の
館がありその
散策を楽し
看板を書く
んだ 後はし
職人がいまし
ばし休 憩と、
た 。その 人 の
紅 梅 苑へ向
作品が今も
かいます 。青
町 なかに飾っ
梅に来 たか
て あって 人々
らには「 梅 」を味わいたい。看 板メニューの
を呼び続けて 「 青 梅 葛 きり 」はシロップにまるごとの青
います。とは言えまずは腹ごしらえ。うわさ
梅の甘 露 煮が。葛 きりも 白 玉 団 子 もこの
に聞いたうどんの「根岸屋」を尋ねます。こ
甘 酸っぱ～いシロッ
この看板メニューがこれだ！
プでいただき 、最 後
「 TOKYO-X DX
カレー南 ばん」黄 色
に青梅をモグモグ！
い！これです私が育った昭 和の頃カレーの
これが一番の 楽 しみ
色は！黄 色いんです！これぞ 根 岸 屋のカ
かもしれない！疲れ
レー。上品な油のうまみと噛み応えのある
がぶっ飛びます。
肉 質が魅 力の豚 肉「 TOKYO-X
」のスラ
このご 時 世 、安 、
イスがどんぶりが見えないくらいたっぷり
近 、楽の安を安 全の
枚 。しかもその下にはなんと！うどんの
安とし、三 密を避け
麵と「ごはん」が両 方 隠れているのです！
て ど う ぞ 楽 しい 旅
時々出てくる紅ショウガがカリっといい仕
を味わってください。
事します！まかないから始まったメニュー

ホームページでは絵を大きく紹介しているので確認してくださいね。
問題 7
キョエちゃんの
観覧車の
記憶違い
難易度★★
ま
ちがいさがし
7

「安・近・楽」
お手軽旅
～秋の号～

JR青梅駅ホーム・待合室

1960年7月17日東京都大田区池上
にて誕生。2歳の時、神奈川県藤沢
市に転居。日本大学芸術学部演劇
学科を卒業後、声優・神谷明氏の事
務所に所属する。
レポーター、声優の
かたわら、小劇場活動も続行。1987
年より日本テレビ系「news every.」
のお天気コーナーを担当、翌1988
年には劇団『花組芝居』旗揚げ公演
『ザ・隅田川』
に参加、
その後、神谷
明氏の事務所を辞して劇団『花組芝
居』
の座員となる。現在は、木原実事
務所の代表。気象予報士の資格に
続き、2004年に防災士の資格を取
得。2013年7月より、一般財団法人
防災検定協会理事に就任。2016年
度より日本防災士会参与に就任。

【清流ガーデン 澤乃井園】
写真提供：小澤酒造株式会社

【紅梅苑】青梅葛切り

【根岸屋】TOKYO-X DXカレー南ばん

お問い合わせ、お申し込みはパンプキン事務局へ 時間／9:30～18：30

☎ 03 -6238-3939 IY本部内線 3939
ホームページ

www.7ip.jp

会員登録方法

休日／土・日、1/1～3

fax 03-3263-6003

e-mail offtime@pumpkintv.co.jp

WEB会員ならメリットいっぱい！
★お得情報満載のメルマガが届く！
★キャンペーンやクイズに参加でき、素敵な賞品が当たるチャンスも！
★旅行やチケットのお申込みがカンタン手軽に！

秋号で気に入った記事を教えて！！
WEB会員登録したら、面白いと思った記事を教えてください。
編集部が今後の参考にさせていただきます。
」で
の投稿
「みんな ます！
い
て
待っ

次号は12月上旬に発行される冬号です。
冬といえば、クリスマス、お正月、バレンタインなど、イベントが目白押しです。
これまでどんなクリスマス、お正月、バレンタインを過ごしてきましたか？

冬のイベントにまつわる思い出

皆さんの
を教えてください。
クリスマスのサプライズプレゼント、元旦に見た絶景初日の出の思い出、バレンタインにもらった
驚きのチョコエピソードなど、印象の残っている出来事を送ってくださいね。
※情報の投稿にはWEB会員登録が必要です。右記を参照の上、ご登録ください。
WEB会員登録「マイページ」⇒「みんなの投稿」から投稿できます。

OFFTIMEのWEB会員登録方法

・スマートフォン
・パソコン・タブレット

どこからでも カンタン登録！

空メールを送る
カンタン4項目入力

offtimeregist@7ip.jp に空メールを
送信してください。QRコードからアクセス➡︎

メールに書いてある専用フォームから
『会社コード、社員No、名前、誕生日』
を入力してください。

登録完了

パンプキンのWEBサイトは
随時更新しております！お楽しみに！

ームに
ステイホ
お得情報
ぴったりな
ん！
盛りだくさ

秋のおうち時間を お得 に充実させる！

おすすめの楽しみ方特集

全国的にコロナ対策が進められていますが、
まだまだ感染症対策は必要ですし、
ステイホームも持続させたいところ。
そこでパンプキンEnjoyのサービスを使ってお得におうち時間を充実させてみませんか？ お気に入りのクーポンを見つけて楽しんでくださいね。

特集❶

表紙で紹介したマンガはオンライン書店「honto」でお得に読もう！

電子クーポン3,000円分が 半額 で楽しめる優待キャンペーン

「honto」
とは、電子書籍と紙媒体を扱うハイブリッド型総合書店です。人気コミック、雑誌、
ビジネス書などの電子書籍の品揃えが豊富。
丸善・ジュンク堂・文教堂といった大型書店と連携しているので希少な本や在庫切れの本なども見つかりますよ。

hontoのおすすめポイント

3,000円分電子クーポン
（1,000円×3クーポン）

おすすめ❶

ネットで買っても、提携書店で買っても共通のhonto
ポイントがたまるほか、購買履歴の一括管理や共通
本棚サービスなど、便利なサービスが利用できます。

お申込み

通年優待において、

3倍！

『バンデット 偽伝太平記』
©河部真道／講談社
1巻:660円
1-5セット:3,300円

『落第忍者乱太郎』
©尼子騒兵衛／朝日新聞出版
1巻:440円
全1-65セット:29,084円

『信長協奏曲』
©石井あゆみ ／小学館
1巻:462円
全1-21セット:9,834円

『Ｊ
ＩＮ－仁－』
©村上もとか／集英社
1巻:647円
全1-13セット:8,408円

※応募者多数の場合は抽選になります。

『めしあげ!!
～明治陸軍糧食物語～』
©清澄炯一／KADOKAWA
1巻:638円
全1-5セット:3,322円

＜クーポンに関する注意事項＞
購入金額合計（税込）
より1,000
円以上の場合に利用できます。
購
入金額合計（税込）
より1,000円
分割引します。本クーポンは「電
子書籍ストア」
のみで利用できま
す。他のクーポンとの併用はでき
ません。hontoポイントと併用し
た場合、
クーポンから優先的に適
用されます。不正取得・利用には
厳正に対処します。
クーポンは、
2022年3月31日
（木）
まで使え
る期間限定クーポンとして付与し
ます。
クーポン利用の際はhonto
会員登録が必要です。

『昭和天皇物語』
©能條純一、原作_半藤一
利、
協力_永福一成／小学館
1巻:660円
1-5セット:3,410円

おうちにいながら特別な時間を堪能しよう！

特集❷
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2021年11月上旬頃にご指定の
メールアドレスに配信します。
有 効 期 限 2022年3月31日
（木）

表紙で紹介したマンガも「honto」で存分に楽しめる！

『あさきゆめみし 完全版』
©大和和紀／講談社
1巻:1,100 円
全1-10セット:11,110 円

お一人様1回まで

発送時期

※パンプキンライフサポート倶楽部からhontoサイトに
アクセスしていただいた場合のみ適用されます。

おすすめ❷

様
200名

《キャンペーン料金》税込1,500円

さらに パンプキンライフサポート倶楽部の

hontoで使える
hontoポイントが

限定

限定

体験キット（5,500円相当）が 半額以下 で楽しめるキャンペーン 200名様

ものづくりやお料理体験など様々なキットの中から好きなものを１つ選んで、
ひとりはもちろん家族で一緒におうち時間を楽しみましょう！
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約20種類の中からこんな体験ができる！

チャイ作りキット

100年以上の歴史を誇る大徳醤油が作った醤油作
り体験キット。
すべて計量されたキットが入っている
ので、親子で一緒に簡単に醤油作りができます。

中目黒で人気のチャイ専門店が作りました。茶葉はイ
ンドの紅茶農家から直接輸入。
スパイスから作るので
香りを楽しみながらお好みの味を堪能できます。

２０２１年１１月上旬頃に体験キットと交換できる
電子クーポンを指定のメールアドレスに配信します。
有 効 期 限 クーポン配信日より約６か月
発送時期

1

第

《キャンペーン料金》税込2,000円

※応募者多数の場合は抽選になります。

季刊発行

通常価格5,500円が

お一人様1回まで

日

おうちでできるアソビュー！体験キット

お申込み

9

月

醤油手作りキット

木のおもちゃメーカー「飛鳥工房」
で大人気のワークショップがキッ
トになりました。誰でも簡単にオリジナルマイスプーンが作れます。

2
0
2
1

年

マイスプーン手作りキット

＜クーポンに関する注意事項＞
体験キット内容は2021年8月30
日時点の内容となり、
予告なく変更
になる場合があります。体験キット
と引き換えの際にアソビュー！の会
員登録（無料）
をしていただきます。
万が一在庫切れか生産中止となっ
た場合はお届けまでに時間をいた
だくか別商品を選んでいただく可
能性があります。体験キットのお届
け先は日本国内に限ります。転売
不可。他のサービス券、
キャンペー
ン、特典などとの併用不可。

オフタイム・秋 号

他の体験キットは
こちらから確認！

号

24

プ
ッ

［WEB専用］

お申込み
方法

❶

検索

www.7ip.jp

❷「ライフサポート倶楽部」バナーをクリック！
❸ ページ中段の『INFORMATION』バナーをクリック！

受付期間
利用手順

10月 5日 火 まで

2021年
お申込み

>>

抽選

>>

当選通知

振込み希望 ＞文書で通知
ＥＣ決済希望＞メールで通知

11月上旬予定
>>

ご入金

振込み／EC決済
（クレジットカード）

>>

送付

※メールにて
お送りします。

編集後記

わたしの
オフタイム

パンプキン
「OFF TIME」AUTUMNをご覧いただきありがとうございます。
今回は、読書の秋に漫画で学べる面白マンガ特集と2024年度に新一万円札の顔になる渋沢栄一のゆかりの地をご紹介しております。
歴史を知ると日常の当たり前な事でも新しい何かが見つかりそうですよね!
瀧澤めぐみ
今年の秋は楽しく学びと発見を。ぜひご活用ください。

編 集 人 ／ 瀧 澤 め ぐみ

●応募者多数の場合は抽選となり、当選された方にのみ書面またはメールにてご案内します。 ●数量限定でのキャンペーンのため、当選後のキャンセルはご遠慮ください。

発行人／渡邊健志

タン３ス
テ
カン

