
冊子の使い方

例１　歩いた距離で記録する場合

◯　１コマは６町（約６５４ｍ）です。

◯　６町歩いた時に起点の日本橋から順に１コマ分塗りつぶしていきます。

◯　例えば「御衣黃散策コース」をウォーキングした時は、「各コースで獲得で
きるコマ数」表を調べますと３コマ獲得できますので３コマ分塗りつぶします。

例２　歩いた歩数で記録する場合

◯　「１コマ当たりの大まかな歩数」表を調べます。

◯　150cmの方がゆっくり歩いたときは1,100歩となっています。
　　 1,100歩歩いたごとに１コマ分塗りつぶしていきます。

ウォーキングを楽しんで下さい！

日本橋（にほんばし）

（起点）

１　品川宿（しながわしゅく、しながわじゅく）

２里（約７．８ｋｍ）
日本橋（にほんばし）

（起点）

１　品川宿（しながわしゅく、しながわじゅく）

２里（約７．８ｋｍ）



表面 裏面

1ページ 20ページ

2ページ 19ページ

3ページ 18ページ

～ ～

8ページ 13ページ

9ページ 12ページ

10ページ 11ページ

冊子の作り方（Ａ６サイズ）

１　Ａ４用紙を用意します。

２　シート「表紙」をクリックしプリントアウトします。

３　シート「ページ」をクリックし、以下の表のように左右開きで両面印刷します。

４　プリントアウトした用紙をＡ５サイズにカットします。

５　表紙を１枚だけ裏返しして置きます。

６　表紙の上に「日本橋」・「２　川崎宿」・「３　神奈川宿」～「26　掛川宿」・「27　袋井宿」・「29　浜松宿」
の順番で上向きに重ねます。

　※Ａ６サイズなので胸ポケットにも入って持ち運びに便利です。
　　　しかも右のページがメモ欄になっているので日記帳としても使えます。

７　ステープラで止めて冊子の出来上がりです。

（閉じてあるとき） （中はこんな感じ） （伏せたとき）

（１例 白黒印刷した場合）



　　

　　

出立日 年 月 日到着日 年 月 日

出立日 年 月 日到着日 年 月 日



日本橋（にほんばし）

（起点）

１　品川宿（しながわしゅく、しながわじゅく）

２里（約７．８ｋｍ）

２　川崎宿（かわさきしゅく、かわさきじゅく）

２里半（約９．８ｋｍ）



３　神奈川宿（かながわしゅく、かながわじゅく）

２里半（約９．８ｋｍ）
４　保土ケ谷宿（ほどがやしゅく、ほどがやじゅく）

１里９町（約４．９ｋｍ）

５　戸塚宿（とつかしゅく、とつかじゅく）

２里９町（約８．８ｋｍ）

６　藤沢宿（ふじさわしゅく、ふじさわじゅく）

１里３０町（約７．１ｋｍ）



７　平塚宿（ひらつかしゅく、ひらつかじゅく）

３里半（約１３．７ｋｍ）

８　大磯宿（おおいそしゅく、おおいそじゅく）

２７町（約２．９ｋｍ）



９　小田原宿（おだわらしゅく、おだわらじゅく）

４里（約１５．６ｋｍ）

10　箱根宿（はこねしゅく、はこねじゅく）

４里８町（約１６．５ｋｍ）



11　三島宿（みしましゅく、みしまじゅく）

３里２８町（約１４．７ｋｍ）

12　沼津宿（ぬまづしゅく、ぬまづしゅく）

１里半（約５．９ｋｍ）

13　原宿（はらしゅく、はらじゅく）

１里半（約５．９ｋｍ）



14　吉原宿（よしわらしゅく、よしわらじゅく）

３里６町（約１２．３ｋｍ）

15　蒲原宿（かんばらしゅく、かんばらじゅく）

２里３０町（約１１．０ｋｍ）
16　由比宿（ゆいしゅく、ゆいじゅく）

１里（約３．９ｋｍ）



17　興津宿（おきつしゅく、おきつじゅく）

２里１２町（約９．１ｋｍ）
18　江尻宿（えじりしゅく、えじりじゅく）

１里３町（約４．２ｋｍ）

19　府中宿（ふちゅうしゅく、ふちゅうじゅく）

２里２９町（約１０．９ｋｍ）
20　鞠子宿（まりこしゅく、まりこじゅく）

１里半（約５．９ｋｍ）



21　岡部宿（おかべしゅく、おかべじゅく）

１里２９町（約７．０ｋｍ）

22　藤枝宿（ふじえだしゅく、ふじえだじゅく）

１里２９町（約７．０ｋｍ）

23　島田宿（しまだしゅく、しまだじゅく）

２里８町（約８．７ｋｍ）



24　金谷宿（かなやしゅく、かなやじゅく）

１里（３．９ｋｍ）

25　日坂宿（にっさかしゅく、にっさかじゅく）

１里２４町（約６．５ｋｍ）

26　掛川宿（かけがわしゅく、かけがわじゅく）

１里１９町（約６．０ｋｍ）



27　袋井宿（ふくろいしゅく、ふくろいじゅく）

２里１６町（約９．５ｋｍ）
28　見付宿（みつけしゅく、みつけじゅく）

１里半（約５．９ｋｍ）

29　浜松宿（はままつしゅく、はままつじゅく）

４里７町（約１６．４ｋｍ）



32　白須賀宿（しらすかしゅく、しらすかじゅく）

１里２４町（約６．５ｋｍ）

30　舞阪宿（まいさかしゅく、まいさかじゅく）

２里３０町（約１１．０ｋｍ）
31　新居宿（あらいしゅく、あらいじゅく）

１里（約３．９ｋｍ）



35　御油宿（ごゆしゅく、ごゆじゅく）

２里２２町（約１０．２ｋｍ）
36　赤坂宿（あかさかしゅく、あかさかじゅく）

１６町（約１．７ｋｍ）

33　二川宿（ふたがわしゅく、ふたがわじゅく）

２里１６町（約９．５ｋｍ）

34　吉田宿（よしだしゅく、よしだじゅく）

１里２０町（約６．１ｋｍ）



38　岡崎宿（おかざきしゅく、おかざきじゅく）

１里２５町（約６．６ｋｍ）

37　藤川宿（ふじかわしゅく、ふじかわじゅく）

２里９町（約８．８ｋｍ）



40　鳴海宿（なるみしゅく、なるみじゅく）

２里３０町（約１１．０ｋｍ）
41　宮宿（みやしゅく、みやじゅく）

１里半（約５．９ｋｍ）

39　池鯉鮒宿（ちりゅうしゅく、ちりゅうじゅく）

３里３０町（約１４．９ｋｍ）



43　四日市宿（よっかいちしゅく、よっかいちじゅく）

３里８町（約１２．６ｋｍ）

42　桑名宿（くわなしゅく、くわなじゅく）

３里（約１１．７ｋｍ）



46　亀山宿（かめやましゅく、かめやまじゅく）

２里（約７．８ｋｍ）

47　関宿（せきしゅく、せきじゅく）

１里半（約５．９ｋｍ）

44　石薬師宿（いしやくししゅく、いしやくしじゅく）

２里２７町（約１０．７ｋｍ）
45　庄野宿（しょうのしゅく、しょうのじゅく）

２７町（約２．９ｋｍ）



50　水口宿（みなくちしゅく、みなくちじゅく）

２里２５町（約１０．５ｋｍ）

48　坂下宿（さかしたしゅく、さかしたじゅく）

１里２４町（約６．５ｋｍ）

49　土山宿（つちやましゅく、つちやまじゅく）

２里半（約９．８ｋｍ）



52　草津宿（くさつしゅく、くさつじゅく）

２里２５町（約１０．５ｋｍ）

51　石部宿（いしべしゅく、いしべじゅく）

３里１２町（約１３．０ｋｍ）



三条大橋（さんじょうおおはし）

３里（約１１．７ｋｍ）

53　大津宿（おおつしゅく、おおつじゅく）

３里２４町（約１４．３ｋｍ）



日本橋 → 品川宿 → 川崎宿 → 神奈川宿

↓
平塚宿 ← 藤沢宿 ← 戸塚宿 ← 保土ケ谷宿

↓
大磯宿 → 小田原宿 → 箱根宿 → 三島宿

↓
蒲原宿 ← 吉原宿 ← 原宿 ← 沼津宿
↓

由比宿 → 興津宿 → 江尻宿 → 府中宿
↓

島田宿 ← 藤枝宿 ← 岡部宿 ← 鞠子宿
↓

金谷宿 → 日坂宿 → 掛川宿 → 袋井宿
↓

新居宿 ← 舞阪宿 ← 浜松宿 ← 見付宿
↓

白須賀宿 → 二川宿 → 吉田宿 → 御油宿
↓

池鯉鮒宿 ← 岡崎宿 ← 藤川宿 ← 赤坂宿
↓

鳴海宿 → 宮宿 → 桑名宿 → 四日市宿

↓
関宿 ← 亀山宿 ← 庄野宿 ← 石薬師宿

↓
坂下宿 → 土山宿 → 水口宿 → 石部宿

↓
三条大橋 ← 大津宿 ← 草津宿

東海道五十三次の旅
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江尻宿

府中宿

鞠子宿

岡部宿

藤枝宿

島田宿



金谷宿

日坂宿

掛川宿

袋井宿

見付宿

浜松宿



舞阪宿

新居宿

白須賀宿

二川宿

吉田宿

御油宿



赤坂宿

藤川宿

岡崎宿

池鯉鮒宿

鳴海宿



宮宿

桑名宿

四日市宿

石薬師宿

庄野宿

亀山宿



関宿

坂下宿

土山宿

水口宿

石部宿

草津宿



大津宿

三条大橋


