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大岡山キャンパス南門から五反田駅

（中原街道・国道１号線経由）
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はじめに
• この学習散歩の資料は、東京工業大学の外国人留学生や外国人
研究者が、散歩（徒歩での移動）の際に目にするものを通じて、
日本の歴史・文化・生活について学べるように作成した資料で
す。

• 日本人学生が外国人留学生等と交流し、日本の歴史・文化・生
活について解説する際にも利用してください。
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このコースの特徴 (1)
• このコースは、大岡山キャンパス南門または南通用門をスター
ト地点として、大岡山キャンパスの南側を北東－南西方向に
通っている「中原街道」に沿って移動し、終点で接続している
「国道１号線」を通って、JR山手線・東急池上線・都営交通浅
草線の五反田駅をゴールとするコースです。

• 寄り道をしなければ約6㎞の距離なので、徒歩で1時間30分程度
のコースですが、推奨している寄り道コースも複数あるので、
天候に恵まれれば、2時間から4時間程度は楽しく散歩ができま
す。

• 学習散歩を行う時には交通信号を守り、大人数で他の歩行者等
の通行を妨げないなど、注意して実施して下さい。
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このコースの特徴 (2)
• コースのチェックポイントの解説は、日本に来たばかりで、日
本語や日本文化を学びつつある留学生・研究者向けとして、細
かい内容を含んでいますが、興味の無い部分は飛ばしてもらっ
て構いません。

• Google Mapを使ったバーチャルな散歩も可能ですが、できれ
ば実際に散歩をして、解説にはない体験をして日本への理解を
深めて下さい。

• この資料はショップ紹介やグルメ紹介を目的としていないので、
お店や商品の詳しい紹介は含まれていませんが、コースに沿っ
て多数のショップやレストランがありますので、色々と自分で
体験してみて下さい。
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このコースの特徴 (3)
• この資料に掲載してある施設・店舗・サービスは2020年8月現
在の情報を基に紹介していますが、新型コロナウィルス感染拡
大防止対策などにより営業していない場合があります。利用の
際には施設のホームページを確認するなどして下さい。
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コース全図

スタート:南門

ゴール:五反田駅

本コース
約6km

洗足池公園

TOC

武蔵小山商店街

戸越銀座商店街

洗足池図書館

勝海舟
記念館

寄り道スポット

寄り道コース

昭和大学病院

平塚橋

中原口

星薬大前

南千束

交差点名

コース分割図
コース (1)
コース (2)
コース (3)
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コース (1)

スタート:南門

㉕昭和大学病院

①中原街道

②ロータス東京

⑤トランク
ルーム

③文教大学附属小学校と洗足池小学校

⑥ロイヤルシティホール洗足

⑧庚申塚

洗足池公園
⑫洗足池交番

洗足池図書館
勝海舟記念館

⑮ペットの専門店コジマ洗足店

④レコードブック洗足池

⑦安藤オート商会

⑩セブンイレブン大田洗足店

⑯大森第六
中学校

⑰ Eneos 洗足池店

⑲オリンピック長原店

⑪共立信用組合洗足池支店

㉒荏原消防署
旗の台出張所

㉓日本聖公会
三光教会

㉑区境表示看板

㉔東進衛星予備校
旗の台中原街道校

㉖日本調剤
旗の台薬局

⑳環状七号線
と長原陸橋

⑭マミーズエンジェル上池台保育園
コース全図
コース (2)
コース (3)
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⑨中央新幹線東雪谷非常口

⑬コインランドリー

⑱ステップゴルフプラス長原店



コース (2)

㉖日本調剤旗の台薬局

㉗洋服の青山品川旗の台店

㉘荏原警察署 ㉚荏原郵便局

㉛周辺案内地図
㉝旧中原街道

㉞戸越地蔵尊

㉟ミミスイミング
クラブ

㉙中央線移動看板

㊱日世東京支店
㊲荏原金比羅神社

㊳桐ケ谷斎場案内看板
㊴中原口交差点

TOC

㉜歩道橋

コース全図
コース (1)
コース (3)
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コース (3)

TOC

ゴール:五反田駅

㊶山手トンネル換気塔

㊵山手通り/山手トンネル

㊷ BOOKOFF PLUS 西五反田店

㊸ TSUTAYA BOOK
STORE 五反田店

㊹目黒川
㊺ことぶき五反田店

㊴中原口交差点 ゴールまであと約700ｍ

コース全図
コース (1)
コース (2)
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スタート：南門

本学、大岡山キャンパス南門
（石川台地区）または南地区通用
門から出発して、石川台地区の東
側を通り、キャンパスの南側に位
置する中原街道を目指しましょう。

コース (1) に戻る

南門（石川台地区） 南地区通用門
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チェックポイントと解説①
①中原街道

今回の散歩コースの主役です。
街道とは江戸時代に整備された都市間道路です。東京駅近く

の日本橋を起点とする五街道（東海道・中山道・日光街道・奥
州街道・甲州街道）が有名ですが、その外にも多数の街道が整
備され、現代にもその多くが主要道として残っています。
江戸時代の中原街道は江戸虎ノ門（現在の東京都港区虎ノ

門）を起点とし平塚中原（現在の神奈川県平塚市御殿）を終点
とする街道でした。現在の中原街道は、旧中原街道を一部利用
した東京都と神奈川県を結ぶ主要道の通称名です。
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チェックポイントと解説①つづき
①中原街道

この区間の中原街道の道路名表示板には六
角形の中に数字の２が描かれています。この
六角形は管理主体が都道府県単位であること
を示し、番号は管理上の通し番号を表してい
ます。つまり、この区間の中原街道の正式名
称は「東京都道２号線」です。
国が管理する国道は、逆おむすび形の中に

数字が描かれています。道路標識の一覧は国
土交通省のweb上のpdfで見ることができます。
https://www.mlit.go.jp/road/sign/sign/douro/ichiran.pdf

コース (1) に戻る
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チェックポイントと解説②
②ロータス東京（カーディーラー）

中原街道に突き当たる交差点の右手の角に、ロータス（イギ
リスのスポーツカーブランド）の車を扱うディーラーがありま
す。
日本の商業地区の大きな通りには新車（使用者登録が一度も

されていない車）や中古車（新車以外の車）を扱うカーディー
ラーが多く存在します。日本車を扱うカーディーラーは、新車
を扱う店と中古車を扱う店は別々のことが多いですが、外車
（日本以外のブランドの車）を扱うカーディーラーは一つの店
で新車とともに中古車も販売していることが多いです。
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チェックポイントと解説②つづき
②ロータス東京（カーディーラー）

②見付けて！
今回のコースには、このロータス、すぐ近くの日産、メルセ

デスベンツ以外にも、複数の新車カーディーラーや中古車を扱
う店が複数あります、自動車に興味がある人は、見付けて下さ
い。

コース (1) に戻る
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チェックポイントと解説③
③文教大学附属小学校と洗足池小学校

中原街道を挟んで建っている２つの小学校のうち、文教大学
附属小学校は私立の小学校、洗足池小学校は大田区立の小学校
です。
日本の小学校は毎年４月１日において満６歳から11歳の児

童が通う最初の６年制の学校です。全ての日本の国民は小学校
と、これに続く３年制の中学校において普通教育を受ける権利
があり、保護者が児童・生徒に教育を受けさせる義務があると、
日本国憲法などで定められています。
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チェックポイントと解説③つづき
③文教大学附属小学校と洗足池小学校

日本の学校教育法では、学校に通う子供や青少年を、小学校
では「児童」、中学校・高等学校では「生徒」、大学・専門学
校等では「学生」と呼ぶと定められています。
学校は、区、市、県などの自治体が設立母体の公立、国が設

立母体の国立、私企業が設立母体の私立に分類されます。小中
学校は義務教育であることから、公立の学校は地域の児童・生
徒を受け入れる義務があります。一方で、児童や生徒が国立や
私立の小中学校に通う場合には、その学校が発行する入学許可
証などを自治体に提出し、公立の学校以外で義務教育を受ける
ことを示す必要があります。
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チェックポイントと解説③つづき
③文教大学附属小学校と洗足池小学校

日本の満年齢とは、出生時を零歳とし、１年後の誕生日に１
歳となる年齢の数え方です。日本の法律では、誕生日の前日の
午後12時（24時）に年齢が１歳増えるため、４月１日生まれ
の子供は学校における学年（同時入学者のグループ）で最も若
い児童または生徒となります。
日本の小学校の児童は、一般に徒歩かバスや電車などの公共

交通機関を利用して通学しています。スクールバスは一般的で
はありません。
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チェックポイントと解説③つづき
③文教大学附属小学校と洗足池小学校

③見付けて！
このコースの脇には公立・私立の学校が複数あります。どん

な学校があるか、全部見付けて、分類してみて下さい。

コース (1) に戻る

18



チェックポイントと解説④
④レコードブック洗足池

ここは、リハビリ型デイサービスの事業所です。
日本では高齢化が進んでおり、加齢や病気による運動機能の

低下がみられる高齢者が多数存在します。このような事業所は、
リハビリテーションを通じて高齢者の運動機能の維持・向上を
図る施設で、高齢者が施設に通って半日（3時間程度）または
全日（7時間程度）を運動やレクリエーションをして過ごしま
す。デイサービスとは宿泊療養を行わない日帰りの施設です。
また、高齢者の送迎には個別訪問の自動車が使われるのが一般
的であり、児童の登下校にスクールバスが無いのとは対照的で
す。
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チェックポイントと解説④つづき
④レコードブック洗足池

このコースの脇には様々なデイサービスや宿泊を伴う介護施
設が多数あり、日本の高齢化社会の実態を感じることがあると
思います。
日本では40歳以上の居住者に介護保険の加入義務（介護保

険料の支払い義務）がある一方、加齢に伴う疾病等で要介護状
態（65歳以上の場合には要支援状態を含む）となった場合に
介護保険の支援を受けて介護サービスを１割の負担金額で受け
ることができます。ただし、要介護・要支援のランクによって
利用できるサービスの合計料金の上限金額が異なります。

コース (1) に戻る
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チェックポイントと解説⑤
⑤トランクルーム

ここは、コンテナ型の「トランクルーム」です。
日本の都会の住宅事情は良くなく、多くの人が狭い家やマン

ションの一室に住んでおり、季節ごとの洋服やレジャーで使用
するものなどの保管場所に困っている人が増えています。その
ため、当面使用しないものを一時的に保管する場所を提供する
「トランクルーム」というサービスが始められました。トラン
クルームはこのようなコンテナを利用したものの他、マンショ
ン形式のものもあり、2020年現在、都内のトランクルームの
数は増えています。

コース (1) に戻る
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チェックポイントと解説⑥
⑥ロイヤルシティホール洗足池

この場所は、主に「お通夜」や「葬儀・告別式」を行うた
めの施設で、日本では「セレモニーホール」などと呼ばれます。
施設の名称に「シティホール」と入っていますが、「市役

所」とは違いますので、注意してください。
日本で人が亡くなると、通常、仏教式に「お通夜」と「葬

儀・告別式」という２段階の行事を２日に分けて執り行って、
故人を送り出し、別の場所（火葬場）で火葬とします。
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チェックポイントと解説⑥
⑥ロイヤルシティホール洗足池

「お通夜」は通常、夕方に執り行って家族・親戚以外でも、
故人や遺族の知り合い（近所に住んでいる人、職場の人、同窓
生、学校時代の先輩、後輩など）であれば誰でも参列可能です。
「葬儀・告別式」は、家族・親戚と故人と特に親しかった

人が参列し、通常、午前中に執り行って、故人を会場から火葬
場に送り出す出棺の儀式で式を閉じるのが一般的です。
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チェックポイントと解説⑥つづき
⑥ロイヤルシティホール洗足池

日本では、旧来、「お通夜」と「葬儀・告別式」は自宅や
お寺などで執り行われて来ましたが、都会ではマンションな
どの集合住宅に住む人が多数であったり、地方から上京して
きて地域のお寺との付き合いが無いというような理由から、
このロイヤルシティホールのような独立した施設を借りて儀
式を行うことが増えています。
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チェックポイントと解説⑥つづき
⑥ロイヤルシティホール洗足池

日本は高齢化した社会であり、人口が多い東京都では亡くな
る人も多いことから、このような施設の需要が増えており、施
設の数も増えています。ちなみに、コース上約150m先にも同
様な施設があります。
皆さんが「お通夜」や「葬儀・告別式」に参加するようなこ

とはあまり無いと思いますが、参加に当たっては「香典（お見
舞い金）」の金額と体裁や「服装」などに決まりがあるので、
近くの日本文化に詳しい人に尋ねて下さい。
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チェックポイントと解説⑥つづき
⑥ロイヤルシティホール洗足池

日本の風習の一つとして、「葬儀・告別式」を行うのを避け
る日があります。中国から伝わった六曜の中の「友引」という
日に葬儀を行うと、「葬儀・告別式に参加した友を不幸に導く
ので縁起が悪い」という考え方から、「友引」の日に葬儀・告
別式を行わないのが一般的です。
六曜とは、暦の中の1日の特徴を「先勝」「先負」「友引」

「仏滅」「大安」「赤口」の6つに分類したもので、その日に
行事の実行を推奨する（縁起が良い）、または、推奨しない
（縁起が悪い）などの特徴が説明されています。
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チェックポイントと解説⑥つづき
⑥ロイヤルシティホール洗足池

日本人でも普段は六曜を意識することはありませんが、多
くの人が、結婚式は縁起が悪いとされる「仏滅」に行わずに、
縁起が良いとされる「大安」に行いたがる、といったように、
結婚式と葬式（葬儀・告別式）やその関連行事の際には、行事
の日を決める理由の一つとして用いられます。日が悪い時には
日延べ（予定を翌日以降に延期）します。

コース (1) に戻る
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チェックポイントと解説⑦
⑦安藤オート商会

ここは、オートバイの販売と修理を行うお店です。日本では
エンジン付きの２輪車を「オートバイ」や「バイク」などと呼
称しますが、この店のように「オート」という略称でオートバ
イや自動車を扱っていることを示す例も多いです。
日本でオートバイを運転するためには運転免許証が必要です。
日本では電動２輪車（電動バイク）は余り普及しておらず、

エンジンや電動モータを持たず人が足でペダルをこぐ普通の自
転車以外には、電動モータをバッテリーで駆動し人が足でペダ
ルをこぐ力を補助する「電動アシスト付自転車」が多く利用さ
れています。こちらは運転免許証は必要ありません。
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チェックポイントと解説⑦つづき
⑦安藤オート商会

日本では、自転車やオートバイを利用する人の数は多く、こ
のコース脇には、自転車やオートバイの車体や部品を扱う店が
複数見付けられます。

コース (1) に戻る
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チェックポイントと解説⑧
⑧庚申塚

大田区のwebページ
http://www.city.ota.tokyo.jp/shisetsu/rekishi/yukigaya_senzoku/koush
intou_minamisenzoku.html
に以下の記載があり、少なくとも200年以上の歴史があること
が分かります。
「元は延宝6年（1678年）に建てられ、文化11年（1814年）
再建。中原街道から九品仏に至る道の分岐点に、道しるべを兼
ねて建てられたもの。江戸時代後期の特色を持つ角柱型の文字
塔です。区指定文化財。」
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チェックポイントと解説⑧つづき
⑧庚申塚

庚申塚は、庚申供養塔とも呼ばれ、中国の道教に由来して仏
教の僧の指導によって江戸時代の民衆の風習となっていた庚申
信仰に基づいて建てられた石塔です。庚申信仰が廃れた現在で
も祖先の風習やその歴史を尊重して保存されています。
また、この庚申塚は九品仏浄真寺への道を示していることか

ら、近世の町は寺社を中心として栄え、道路も寺社を中心に整
備されていたことが伺えます。このような傾向が現代に引き継
がれている例もあり、東急池上線は元々池上本門寺の参拝客を
運ぶための鉄道でした。
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チェックポイントと解説⑧つづき
⑧庚申塚

⑧見付けて！
このコースにはもう一つ別の庚申塚があるので、見付けて下

さい。

コース (1) に戻る
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チェックポイントと解説⑨
⑨中央新幹線東雪谷非常口

日本の高速鉄道交通機関として新幹線が有名ですが、時速
500kmで走行可能なリニアモーターカーを用いて、東京（品川）
－大阪間を１時間ほどで移動可能とする中央新幹線が、現在建設
中です。この中央新幹線は、既に開発が進んでいる市街地では地
下のトンネル内を通るように計画されており、地下トンネル内で
事故や車両故障が生じた際に乗客を地上に避難させるための非常
口（立坑）を約20km毎に設けることになっています。
この東雪谷非常口は、始発駅の品川駅から田園調布駅の近くを

通り、多摩川を地下でくぐって神奈川県に至る中央新幹線のルー
ト上にあり、品川駅から約20kmの距離にある最初の非常口です。
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チェックポイントと解説⑩
⑩セブンイレブン大田洗足店

この店は「コンビニエンスストア」（略してコンビニ）と呼
ばれる業態です。旧来の「スーパーマーケット」（略してスー
パー）が、一般に午前10時から午後6時までの営業であったこ
とに対して、会社勤めの人の朝の通勤前や夜の勤務後の利用を
見込んで午前7時から午後11時までを営業時間とし、「利便性
（convenience）」をアピールポイントとしたことから、コン
ビニエンスストアと呼称しています。現在では営業時間を前後
に伸ばしたスーパーマーケットもありますが、コンビニエンス
ストアの多くは24時間営業することなどで、スーパーマー
ケットよりも利便性を高めています。
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チェックポイントと解説⑩つづき
⑩セブンイレブン大田洗足店

コンビニエンスストアとスーパーマーケットで販売されてい
る商品の種類は、生鮮食料品（肉・魚・野菜・果物）、パン・
米・惣菜類、おにぎりやお弁当、酒類や乳製品を含む飲料、菓
子・ケーキ・アイスクリーム、日用品、雑誌などでほぼ同じで
すが、コンビニエンスストアはあまり売れない商品を１ブラン
ド１サイズに限るなど狭い店でも営業できる工夫がなされてお
り、スーパーマーケットが主に営業している駅前以外の住宅街
にも多数出店しています。一方で、コンビニエンスストアの商
品は、スーパーマーケットよりも高価な傾向がありますが、利
便性を重視する人に支持されています。
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チェックポイントと解説⑩つづき
⑩セブンイレブン大田洗足店

最近では価格はスーパーマーケットに近く、店舗サイズや出
店場所はコンビニエンスストアに近い「ミニ・スーパーマー
ケット」をコンセプトとした新しい業態の店の出店も増えてお
り、利用者としては選択肢が増えてうれしい半面、店舗間の競
争が激しくなり、アルバイト店員や営業利益の確保が難しくな
り、2020年には営業を取りやめるコンビニエンスストアも増え
ています。

コース (1) に戻る
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チェックポイントと解説⑪
⑪共立信用組合 洗足池支店

日本の金融機関は、規模と役割により、「銀行」「信用金
庫」「信用組合」の名称で区別されています。ここにあるのは
一番下のカテゴリの「信用組合」の一つである共立信用組合の
支店です。
大岡山キャンパス正門脇にあるのは「銀行」の中でも特に大

きい３つの銀行群である「メガバンク」の一つのみずほ銀行で
すが、近年、みずほ銀行のようなメガバンクであっても支店の
数を減らしつつあり、銀行の店舗を見付けるのは難しくなって
来ています。
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チェックポイントと解説⑪つづき
⑪共立信用組合洗足池支店

一方、「信用金庫」「信用組合」は原則として会員や組合員
を対象とした金融機関ですが、地域に密着した小規模の預金・
融資を行っており、都会では店舗数もあまり減ってはいません。
例えば、大岡山駅の徒歩5分以内の範囲に信用金庫と信用組合
の支店が3つあります。また、このコースを進んだ先には複数
の支店を見付けられます。
⑪見付けて！
このコースの脇にある「銀行」「信用金庫」「信用組合」の

支店を全て見付けて下さい。立地や規模にも注意を払うと面白
いことに気付くかもしれません。

コース (1) に戻る
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寄り道スポット 洗足池公園
洗足池を囲む公園で、池の周りを１周すること（約１km）が

可能です。園内では多くの植物や野鳥などを見ることができ、池
の中に有料の貸しボートで漕ぎ出すことも可能なことから、訪れ
る人の憩いの場となっています。
元の地名の「千束」の由来や、「千束」の地域の一部が「洗

足」と改称された由来なども伝わっており、歴史を調べてみると
大変おもしろい題材です。一例を挙げれば、洗足池は江戸時代に
おいても景色の良さで広く知られており、歌川広重の名所江戸百
景の浮世絵の一つに取り上げられています。現在は、桜の名所と
しても有名です。

コース (1) に戻る
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チェックポイントと解説⑫
⑫洗足池交番

都内全域をカバーする警視庁の田園調布警察署が管轄する交
番（警察官の詰め所）です。
警察機構におけるこの交番システムは日本の治安の良さに大

いに貢献していることから、外国でも採用される例が増えてい
ます。交番に勤務する警察官は「交代で番にあたる」という名
前の通り交代で24時間体制を取っていますが、地域の見回り
などで交番が短時間留守の場合もあります。交番は警察官の待
機所となっているのに加え、警察官が拾得物や遺失物の届け出
の受領、事件・事故の申告受付なども行ってくれます。
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チェックポイントと解説⑫つづき
⑫洗足池交番

また、地域の地図を常備し、地域の事情にも詳しいことから、
道に迷った人の道案内をすることも交番勤務の警察官の仕事と
されています。困ったときには遠慮せずに声を掛けて下さい。
⑫見付けて！
このコースの脇にある「交番」を全て見付けてみて下さい。

この散歩とは無関係ですが、自分が住んでいる地域の交番が
どこにあるかを確認しておくことをお勧めします。

コース (1) に戻る
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寄り道スポット 洗足池図書館
大田区立の図書館です。東京23区内にはこのような区立の図

書館が多数有り、多くの場合、その区の住民ではなくても入館可
能です。また、多くの図書館が開架式となっているため、読みた
い本を自分で本棚から手に取って読むことができ、その場で調べ
物などを行うことも可能です。
図書に加え、音楽や朗読のCDなどの貸し出しを行っている図

書館もありますが、図書・CD等の貸し出しは、区の住民やその
区で勤務する人に限られていることが多いです。
図書館内では、読書に集中できる静謐な環境を維持するため、

大きな声での会話は厳禁とされています。

コース (1) に戻る
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寄り道スポット 勝海舟記念館
江戸時代末期に幕臣として活躍した勝海舟（1823－1899）の

別宅「千束軒」が洗足池公園内にあった（第二次世界大戦中に戦
災で焼失）ことや、勝海舟とその妻の墓が現在も洗足池公園内に
あることから、洗足池公園は勝海舟のゆかりの地として知られて
います。
以前にあった別の名前の施設を建て替えて2019年9月に開館と

なったこの記念館で、勝海舟の功績を学ぶことが可能です。入館
に際しては入館料（一般300円）が必要です。

コース (1) に戻る
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チェックポイントと解説⑬
⑬コインランドリー

「コインランドリー」とは、現金課金式の洗濯機や乾燥機が利
用できる施設です。
古くは、風呂無しであったり洗濯機を置くスペースの無いア

パートに住んでいる人を主な顧客としていたため、公衆浴場（銭
湯）の付属施設として設けられたものがほとんどでしたが、近年、
家庭用よりも高機能な業務用の洗濯機や乾燥機を備え、通常の衣
服のみならず、「布団」、「スニーカー」、「カーペット」な
どが洗濯乾燥できる装置を備えた施設も増えており、家に洗濯機
等があるマンションや一軒家に住む人も多く利用しています。
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チェックポイントと解説⑬つづき
⑬コインランドリー

「コインランドリー」は、後述する「ウォッシュ＆フォール
ド」方式のお店とともに、近年、新規出店が増えており、この
コース沿いにも複数のコインランドリーを見つけることができ
ます。
日本で、自宅の洗濯機以外での衣服の洗濯の方法は一般に、

(1)コインランドリーで洗濯する
(2)クリーニング店に持って行く
(3)ウォッシュ＆フォールド方式
の３つがあります。
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チェックポイントと解説⑬つづき
⑬コインランドリー

(1)のコインランドリーでは、通常、利用者が衣服等を持参
して空いている洗濯乾燥機に入れ、必要な洗濯時間、すすぎの
回数、乾燥時間などを指定して表示される料金を装置に投入し
て開始のボタンを押せば作業は終わりです。新しい装置では、
使用前の洗濯槽の自動洗浄や衣服を洗うための洗剤の自動投入
機能が付いています。洗剤が自動投入ではない場合には、洗剤
を家から持参するか、コインランドリーの自動販売機で１回分
の洗剤を購入して投入する必要があります。また、洗濯機と乾
燥機が分かれている場合には、洗濯終了後に自分で洗濯物を乾
燥機に移して、現金を入れて乾燥機を動かす必要があります。
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チェックポイントと解説⑬つづき
⑬コインランドリー

コインランドリーは、通常、店員の居ない無人店であるため、
洗濯物の盗難などの防犯上の懸念がある場合がありますが、防
犯カメラの設置以外にも、近年ではカフェを併設して人の目が
有る状態にするとともに利用者が有効に待ち時間を過ごせたり、
運転終了までの時間が携帯電話で確認できるため利用者が安心
して一時的に他の場所に行けるような工夫がなされています。
利用者側から見ると、コインランドリーは、主に「洗濯機・

乾燥機を置く場所」や「スニーカー洗浄などの家庭用洗濯機に
は無い機能」を買う業態と言えます。
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チェックポイントと解説⑬つづき
⑬コインランドリー

英語圏で “Cleaning Service” というと一般にハウス・クリー
ニングの意味ですが、日本の(2)のクリーニング店は、有機溶剤
を用いて衣服や帽子についた油や皮脂などの汚れを落とす「ド
ライクリーニング」を主に行ってくれるお店です。日本では
スーツなど洗濯機で水洗いしてしまうと型崩れしてしまうもの
の洗濯や、染み抜き、スーツのズボンやスカートの折り目を付
けるプレスなどの特殊な技術を要するものは、クリーニング店
に依頼します。ワイシャツやブラウスなども洗濯後のアイロン
がけにより新品同様になるので、業務でワイシャツやブラウス
の着用が必須な人はクリーニング店を多く利用しています。
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チェックポイントと解説⑬つづき
⑬コインランドリー

クリーニング店を利用する際には、依頼（持ち込み）から仕
上がり（受け取り）までに通常１日以上かかることに注意する
必要があります。ある決まった日に着用が必要な衣服の場合に
は、クリーニングを依頼する際に仕上がり日を尋ねて、間に合
うことを確認してから依頼して下さい。
また、クリーニング店では、店の内外に書かれているように

依頼する衣服一点毎に作業内容や大きさで料金が異なります。
利用者側から見ると、クリーニング店は「家庭ではできない

溶剤洗浄などの技術」を買う業態と言えます。
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チェックポイントと解説⑬つづき
⑬コインランドリー

(3)のウォッシュ＆フォールド方式の店は、日本では近年新しく
増えてきた業態で、お店の人が顧客から衣服を預かり、洗濯・乾
燥させた後に畳んで返却してくれるお店です。大岡山キャンパス
の近くで言うと、奥沢駅近くにあります。水（またはお湯）によ
る洗濯なので、コインランドリーと同じような洗濯・乾燥機を用
いたものですが、コインランドリーとは異なり、お店の人が洗濯
物を管理してくれるため、洗濯・乾燥の終了時間を気にして取り
に行く必要はありません。また、料金は衣服の点数や種類ではな
く、既定のランドリーバッグ単位で定められています。つまり、
衣服がランドリーバッグに入っていれば一定の料金です。
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チェックポイントと解説⑬つづき
⑬コインランドリー

また、ドライクリーニング品の取次ぎを兼ねている店もあり
ます。
多くの店舗で、洗濯物の持ち込みや受け取りに宅配便を用い

ることも可能であり、利用者側から見るとコインランドリーの
利便性に加えて、「時間を買う」業態と言えます。
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チェックポイントと解説⑭
⑭マミーズエンジェル上池台保育園

ここは4月1日現在で１歳未満の乳児（4月1日以降に生まれ
た子供を含み０歳児と呼ぶ）と１歳から５歳の幼児を１日８～
11時間預かり、保育をする「保育園」です。保育園は厚生労
働省の管轄下にあり、資格を有する保育士が保育に当たります。
保育園に通う乳児・幼児は保護者による送迎が必須です。
近年、日本では、労働人口の減少、女性の社会進出の増加、

男性の育児貢献の不足、核家族化、給与の上昇の抑制傾向など
の複合的な理由から、家庭での乳幼児の保育が困難となり、親
の勤務時間中の乳幼児の保育をこのような施設に頼らなければ
ならない家庭が増えています。
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チェックポイントと解説⑭つづき
⑭マミーズエンジェル上池台保育園

小学校に行く前の教育（就学前教育）を担当する「幼稚園」
は、3歳児（園によっては4歳児）から5歳児を１日4～5時間受
け入れており、年齢や条件が合えば保育園ではなく幼稚園を選
択することも可能です。幼稚園は教育を目的とする文部科学省
管轄の施設で、免許を持った幼稚園教諭が教育に当たります。
私立の大規模な幼稚園ではスクールバスを運行していて保護

者による幼児の送迎が必要ないことが多いです。
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チェックポイントと解説⑭つづき
⑭マミーズエンジェル上池台保育園

都会では保育園・幼稚園ともに全ての希望者が入園できる訳
では無く、入園待ちとなってしまう「待機児童」が社会問題と
なっています。
また、保育を目的とする「保育園」と教育を目的とする「幼

稚園」の一方しか選べないというのは合理性が無いことから、
近年、保育と教育の両方を行うことができる「認定こども園」
の設立・運営が可能になっており、その数は少しずつ増えてい
ます。これは日本でしばしば問題となっている「縦割り行政」
を解消しつつある数少ない例です。

コース (1) に戻る
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チェックポイントと解説⑮
⑮ペットの専門店コジマ洗足店

日本では犬・猫などのペット（愛玩動物）の生体を売買する
ことが認められており、この店のように生体やエサなどの消耗
品を販売するペットショップがあちらこちらに有ります。
日本における2019年度のペット関連総市場規模は小売り金

額ベースで１兆5,700億円程度と推定されており、日本は高齢
化とともに少子化が進んでいる一方で、ペットの飼育をする人
は増加傾向にあるため、今後も年率1.7％以上の増加が見込ま
れている数少ない成長市場の一つです。
参考:https://www.yano.co.jp/press-release/show/press_id/2364
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チェックポイントと解説⑮つづき
⑮ペットの専門店コジマ洗足店

チェックポイントとして紹介しませんでしたが、コースに
沿ってここまでくる間に、ペットのための動物病院があったこ
とに気づいた人も居るのではないでしょうか。ペットの飼育数
の増加に伴い、動物病院の数も増加傾向にあります。

コース (1) に戻る

56



チェックポイントと解説⑯
⑯大森第六中学校

③見付けて！の答えの一つですね。大田区立の中学校です。
日本の中学校は毎年４月１日において12歳から14歳の子供

が通う３年制の学校です。公立の中学校であれば入学試験はあ
りません。中学校の卒業生のほとんどが高等学校（略して高
校）に進学しますが、その際には公立の高等学校であっても入
学試験に合格することが求められます。
東京23区では、区立の小学校・中学校を運営していますが、

区立の（純粋な）高等学校はありませんので、公立の高等学校
は都立となります。
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チェックポイントと解説⑯つづき
⑯大森第六中学校

この中学校の名前の「大森」というのは「大田区」を構成す
る過去の「大森地区」「蒲田地区」のうち「大森地区」に学校
が存在することを示しています。現在では区内の地域は細分化
され、本校は田園調布を含む「調布地域」に属しており、JR
の大森駅も離れていることから、名称に違和感を覚える人も多
いかと思いますが、大田区の成り立ちの歴史を反映した名称で
す。
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チェックポイントと解説⑯つづき
⑯大森第六中学校

また、本校は、第二次世界大戦後の1947年の創立ですが、
戦前の旧制高等学校の「ナンバースクール」に倣って、番号を
付した中学校が大田区内でほぼ同時期に10校作られたうちの
一つです。
日本の旧制高等学校のナンバースクールというのは、1886

年に創立された第一高等中学校が、1894年に第一高等学校に
改称され、東京帝国大学の予科として位置付けられたのを始め、
日本全国に作られた番号を付された8つの高等学校が多くの優
秀な人財を輩出したことから、特別な教育機関として市井で認
識されていた学校です。
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チェックポイントと解説⑯つづき
⑯大森第六中学校

私立の学校では中学校と高等学校を一体で運営する中高一貫
校が古くからありましたが、公立の学校でも最近では中学校・
高等学校の学制をフレキシブルに運用することができるように
なり、国立・公立の６年制の中高一貫校ができています。
中でも、千代田区立九段中等学校は区立で唯一の中高一貫校

として知られています。また、都内には国立・都立の中高一貫
校が8校存在しています。

コース (1) に戻る
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チェックポイントと解説⑰
⑰ Eneos 洗足池店

日本でガソリンスタンドと呼ばれる施設です。
ガソリンスタンドには、店員が給油の他、窓ふきや車内のご

みの収集などのサービスをしてくれる「フルサービス」の店と、
自分で給油などを行う「セルフサービス」の店があります。も
ちろん、同地区にある店であれば「セルフサービス」の方がガ
ソリンの単価（日本では１L当たりの税込み価格で表示され
る）が安いことが多いです。今回のコースには、どちらの種類
の店もありますので、観察して分類してみてください。
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チェックポイントと解説⑰つづき
⑰ Eneos 洗足池店

日本のガソリンは、「ハイオク」、「レギュラー」の２種類
あり、高出力なガソリンエンジンを搭載した自動車には「ハイ
オク」を使用することが推奨されています。レンタカーを借り
る場合にはどちらを給油すべきか確認する必要があります。
ディーゼルエンジンの車にはガソリンではなく、「軽油」を

入れる必要があるので、間違えることが無いように注意する必
要があります。また、軽自動車（排気量660cc以下の小型の自
動車）は「レギュラーガソリン」を使用します。漢字の印象か
ら「軽油」を入れてしまうと車は故障し、エンジン交換が必要
となるので、絶対にやってはいけません。

62



チェックポイントと解説⑰つづき
⑰ Eneos 洗足池店

フルサービスの店では、店員に「燃料の種類」と「満タン」
か「容量」か「金額」を指定して、さらに支払方法を告げて給
油を依頼します。
例 ハイオク満タン、支払いは現金でお願いします。

レギュラー２０リットル、カードでお願いします。
軽油2,000円分、プリペイドカードでお願いします。

など。油種、容量、金額は一例です。
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チェックポイントと解説⑰つづき
⑰ Eneos 洗足池店

２番目の例のように「カード」とのみ言えば「クレジット
カード」を意味します。何度も同じ店を利用する場合には、店
で発行しているプリペイドカードを使うと安くなる場合があり
ます。
また、給油に当たっては、車内のレバーなどの操作で給油口

のカバーのロックを外す必要のある車もありますので、レンタ
カーを借りたときには、走り出す前に、給油の仕方も確認して
おきましょう。
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チェックポイントと解説⑰つづき
⑰ Eneos 洗足池店

ディーゼルエンジン車で使用する「軽油」とガソリンスタン
ドで持ち運び可能な容器に販売してくれる石油ストーブ用の
「灯油」は、燃料としての性質は、ほぼ同じですが、税区分が
違うため、安価な「灯油」をディーゼルエンジン車で燃料とし
て使用することは法律で禁じられています。「軽油」と「灯
油」は色や添加物で簡単に区別可能です。

コース (1) に戻る
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チェックポイントと解説⑱
⑱ステップゴルフプラス長原店

この施設は「インドアゴルフスクール」です。
ゴルフは、本来、屋外の広いゴルフ場で行うスポーツです

が、ゴルフ場は郊外にしかないため、これまで、都会に住む
人の日常的な練習場としては「打ちっ放し」と呼ばれる実際
にゴルフボールを100mほども飛ばせる施設が利用されてき
ました。しかし、「打ちっ放し」であっても、広い面積を必
要とすることから、利便性の良い都会の駅の近くなどの立地
に作ることはできず、近年のゴルフ人口の減少の影響を受け
て、「打ちっ放し」の利用者は減少しています。
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チェックポイントと解説⑱つづき
⑱ステップゴルフプラス長原店

一方で、近年の高速度カメラや画像処理コンピュータなど
の発達により、ゴルフボールを打ち出した時の角度・方向や
ボールの回転数等を計測することができ、実際に遠くにゴル
フボールが飛んでいなくても、その飛距離や方向を予測でき
るようになりました。この技術を利用して、狭いビルの一室
でもシミュレーションゴルフという一種のゲームやゴルフ
レッスンをすることが可能になったことから、このチェック
ポイントのようなインドアゴルフスクールの数が近年増えて
います。ちなみに、大岡山キャンパス近くにもありますので、
興味がある人は見つけてみてください。
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チェックポイントと解説⑲
⑲オリンピック長原店

オリンピックはスーパーマーケットですが、元々衣服、靴、
スポーツ用品、調理器具、電気製品、自転車などを他より安
く販売する「ディスカウントショップ」から始まっており、
現在では生鮮食料品などにも力を入れた結果、総合スーパー
とかハイパーマーケットと呼ばれる業態で経営しています。
そのため、生鮮食料品や日用品を扱うだ

けの駅前スーパーマーケットには無い、
ディスカウント品（この店では２階が売り
場）を探しに来るのに適しています。この
コースの寄道スポットとしてもお勧めです。 68



チェックポイントと解説⑲つづき
⑲オリンピック長原店

ここまで、コースに沿って見付けられたコンビニエンスス
トアと総合スーパーを紹介してきました。大岡山の駅前の東
急ストアは生鮮食料品や日用品が主体の食品スーパーで、総
合スーパーよりも扱っている品物の種類が少ないです。例え
ば衣料や靴は扱っていません。
大岡山キャンパスの近くの別の総合スーパーとしては「イ

オンスタイル碑文谷」が正門から徒歩で15分ほどのところに
あり、オリンピック長原店よりも商品の種類が多い大きな店
です。
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チェックポイントと解説⑲つづき
⑲オリンピック長原店

また、ここで紹介した総合スーパーでは、ある程度の工具
や園芸用品を扱っていますが、家具などを自作するDIY（Do
It Yourself）や家庭菜園などの園芸を本格的に行う場合には、
ホームセンターと呼ばれる業態の店がお勧めです。
このコースに沿った場所にはホームセンターはありません

が、興味のある人は検索して行って見て下さい。

コース (1) に戻る
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チェックポイントと解説⑳
⑳環状七号線と長原陸橋

東京の主要な道路は環状線と放射線に分類でき、中原街道
（東京都道２号線）は放射線で、これとほぼ直角に交差する
東京都道318号環状七号線（通称環七通り、環七）は、名称
から分かるように環状線の一つです。
東京の町中を歩いていて、自分がどの環状線と放射線の近

くにいるのかが分かれば、大体の位置と進むべき方向が分か
るので、目的地と主要な通りとの関係を意識するようにする
と良いと思います。今回の目的地の五反田駅は中原街道と環
状六号線の交差点近くにあり、大岡山キャンパスは中原街道
沿いで環状七号線と環状八号線の間にあります。
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チェックポイントと解説⑳つづき
⑳環状七号線と長原陸橋

都内の一般道の環状線は、皇居の周りの環状一号線から環
状八号線までが番号を付されていますが、環七、環八以外は
番号で呼ぶことは一般的ではありません。環状一号線から環
状六号線までは部分々々で別の名前で呼ばれていますが、大
岡山キャンパスから都心に向かう方向であれば、
環状一号線：内堀通り、環状二号線：外堀通り、
環状三号線：外苑東通り、環状四号線：外苑西通り、
環状五号線：明治通り、環状六号線：山手通り
というのを覚えておくと良いと思います。
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チェックポイントと解説⑳つづき
⑳環状七号線と長原陸橋

主要な道路の交差点は立体交差となっていることが多く、
長原陸橋もその一つです。一般に日本語で「橋」とのみ呼称
すると、川や水路をまたぐ「橋」を意味するため、陸上で道
路や鉄道の線路をまたぐ「橋」を「陸橋」と呼びます。また、
陸橋は、地上面から上に道路を作成して交差するので、オー
バーパスと呼ぶことも一般的です。
陸橋の中には、自動車専用で歩行者や自転車は通行できな

いものもあるので、通行には注意が必要です。
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チェックポイントと解説⑳つづき
⑳環状七号線と長原陸橋

二本の道路の立体交差のため、一方の道路を地上面から下
に作成することもありますが、この場合には一般にアンダー
パスと呼びます。
近年、ゲリラ豪雨と呼ばれる集中豪雨が都市を襲うことも

増えており、その際アンダーパスの排水能力を超えて雨水が
流れ込んで深い水たまりとなり、自動車が走行不能となって
しまう事故が増えています。徒歩や自転車移動でも雨天時の
アンダーパスの通行には注意して下さい。

コース (1) に戻る
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チェックポイントと解説㉑
㉑区境表示看板

環状七号線を渡ってすぐの中原
街道の道路上に、大田区と品川区
の区境を示す看板があります。こ
のように大きな通りでは、県境、
市境、区境など行政地域が変わる
ところに表示があるのが一般的で
す。
コースはこれから品川区を通っ

て行くことになります。

コース (1) に戻る
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チェックポイントと解説㉒
㉒荏原消防署旗の台出張所

消防署は、都内全域をカバーする東京消防庁の出先機関で、
区立の組織ではありません。これは、消防は警察と同様に区
を跨いだ活動が必要になるためです。
品川区内の消防署は品川、大井、荏原の3つがありますが、

交通渋滞の多い品川区内の何れの場所でも、救急や消火のた
めに迅速に到着できるように、各消防署が2～3か所の出張所
を持っています。旗の台出張所は荏原消防署の管轄する3か所
の出張所のうちの一つです。
出張所を含む消防署は、交番を有する警察署と同様に東京都

内の安全・安心を守る地域に密着した組織として活躍してい
ます。

コース (1) に戻る
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チェックポイントと解説㉓
㉓日本聖公会三光教会

日本は、神道の国であるとか、仏教徒が多いと言われます
が、キリスト教の信者の方も多くおられ、この教会のような
キリスト教会も町のあちらこちらで見かけることがあります。
このコースの数十メートル先にも別のキリスト教会がありま
す。
ホームページによれば、この三光教会は、1912年に芝白金

三光町で誕生し、1940年にこの地に移転しています。建物は
建て替えられていますが、百年以上の歴史を有する教会との
ことです。

コース (1) に戻る
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チェックポイントと解説㉔
㉔東進衛星予備校旗の台中原街道校

大学に進学を希望する高校生や、（仕官先の無い武士に例
えて）浪人生と呼ばれる高校を既に卒業したが進学先の定
まっていない学生の多くは、「予備校」と呼ばれる私塾に通
います。
この東進衛星予備校の母体となっている東進ハイスクール

は有名講師の講義を衛星回線を用いて離れた複数の教室の生
徒に届けるシステムを1991年に確立したことで有名です。現
在、この衛星授業を受けるための東進衛星予備校は全国に約
1,000校あるとされています。
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チェックポイントと解説㉔つづき
㉔東進衛星予備校旗の台中原街道校

この予備校ほど大きな施設ではありませんが、小中高校生
が放課後や学校が休みの時に通う「塾」がこのコース沿いに
も多数あります。
児童や生徒が塾に通う理由は、学校の勉強の補習（補習

塾）、受験の準備（進学塾）、学校で学べないことを学ぶ
（英語塾、体操塾）など、さまざまですが、後で紹介する
「習い事」の一つとして多くの児童・生徒が通っています。

コース (1) に戻る
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チェックポイントと解説㉕
㉕昭和大学病院

本学大岡山キャンパスから最も近い大学病院がこの昭和大
学病院です。キャンパスから歩いて来なくても東急大井町
線・池上線の旗の台駅から徒歩で数分の距離にあります。
この病院は特定機能病院に位置付けられており、様々な病気

に最先端の医療技術で対応してもらえますが、かかりつけ医
（普段から診てもらっている医師）の紹介状が無いと初診時
に選定療養費（5,500円）が掛かるので、多少注意が必要です。
本当に具合が悪く、近所の病院で対応できないといった場合
には紹介状を書いてもらって受診しましょう。
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チェックポイントと解説㉕つづき
㉕昭和大学病院

昭和大学病院は、旗の台エリアにある複数の建物を主に使
用しているため、受診する科によって建物が違うのですが、
歯科は旗の台エリア外の東急目黒線の洗足駅の近くの建物に
あるので、特に注意が必要です。
日本では国民（３か月以上の滞在をする外国籍居住者を含

む）に健康保険の加入義務（健康保険料の支払い義務）があ
る国民皆保険制度をとっています。多くの場合、学生は親の
扶養家族となって親が加入している健康保険に入りますが、
留学生は国民健康保険に加入する必要があります。アルバイ
トなどでの所得が少ない場合、国民健康保険の保険料には減
免制度があります。
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チェックポイントと解説㉕つづき
㉕昭和大学病院

健康保険に加入し保険料を毎月負担することにより、加入
者が病気や怪我で病院に行ったときに支払う医療費は合計金
額の３割となります。残りの７割は保険料および税金や国債
を財源とする国庫負担によって賄われています。
また、入院や手術などにより多額の医療費負担を行った場合

には、高額療養費制度による還付などもあり、医療保険（健
康保険）の手厚さは日本の特徴の一つとなっています。

コース (1) に戻る
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チェックポイントと解説㉖
㉖日本調剤旗の台薬局

病院の近くには多くの調剤薬局があります。これは、現在
の日本では医薬分業という体制を取っており、患者を診察し
た医師が書いた薬剤の処方箋を、全く別組織の薬剤師が
チェックをして薬剤を計数・計量して患者に販売すると共に、
薬歴管理や服薬指導するシステムとなっているためです。こ
の薬局もそのような調剤薬局の一つです。
医師の処方箋指示によって使われる薬を医療用医薬品、ド

ラッグストアの店先に並んでいて手に取ることができる薬は
一般用医薬品として区別され、一般に効果が異なります。
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チェックポイントと解説㉖つづき
㉖日本調剤旗の台薬局

日本では高齢化に伴い、慢性病の治療や悪化の防止のため
長期に渡って継続して医薬品を使用しなければならない人が
増えており、調剤を行うドラッグストアを含めた調剤薬局の
数も増えています。例えば、大岡山駅の近くには約10件の薬
局があり、その多くがここ数年で開店したものです。
余談ですが、調剤薬局以外で、大岡山北口商店街に近年増

えている業種は、整体やマッサージなど、治療や体調を整え
るための施設です。これも現代日本社会の高齢化や高ストレ
ス化といった変化を反映しています。

コース (1) に戻る
コース (2) に戻る
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チェックポイントと解説㉗
㉗洋服の青山品川旗の台店

ビジネススーツと関連商品（Yシャツ、ブラウス、ネクタイ、
靴下）などを主商品とする量販店です。学生は大学・大学
院・専門学校などの卒業年次が近づくと、就職先を決めるた
めに企業訪問・OB訪問・会社見学・面接などの就職活動を行
います。その際に日本ではリクルートスーツと呼ばれるビジ
ネススーツを着て行くのが一般的です。
リクルートスーツを含むビジネススーツを扱う量販店は、自

由が丘をはじめとする繁華街でいくつも見付けられますが、
大学の近くの徒歩圏内にも目黒線奥沢駅出口正面（コナカ）
にあります。

コース (2) に戻る
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チェックポイントと解説㉘
㉘荏原警察署

都内全域をカバーする警視庁の荏原警察署です。管轄区域
内の交番にはこの警察署から警官が配属されています。
警察署には「落とし物の届け出」（交番で受け付ける場合

もあります）や自動車やオートバイの運転免許証を取得後に
引っ越して住所が変わった場合などの「運転免許証の記載事
項変更」などの手続きを行う窓口があります。
荏原警察署では行えませんが、都内在住者の運転免許証の

更新手続きが行える警察署も都内にいくつかあり、大岡山
キャンパス近くの田園調布署はその一つです。
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チェックポイントと解説㉘つづき
㉘荏原警察署

この荏原警察署は品川区荏原６丁目にありますが、池上線
の荏原中延駅や大井町線の荏原町駅とは離れており、これら
の駅のある場所の町名は「荏原」ではありません。実はこの
「荏原」という地名は古くからある地名で、７世紀から８世
紀に詠まれた和歌を集めた「万葉集」にも登場し、この辺り
を中心とする広域を表す地名でした。
明治時代に都心部に限って15区からなる東京市が制定され

た際には、この東京市の周りを囲む6郡の一つとして現在の品
川区・目黒区・大田区・世田谷区・川崎市の全部または一部
をカバーする「荏原郡」がおかれたことからも、「荏原」と
いうのが重要な地名であったことが分かります。

コース (2) に戻る
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チェックポイントと解説㉙
㉙中央線移動看板

この区間の中原街道は、右折車線を除いて都心方向（上り）
2車線、神奈川県方向（下り）2車線の道路ですが、放射線の特
徴として朝に都心へ向かう車が多いため、朝の時間帯に上りと
下りの交通を分ける中央線を移動し、上り３車線下り１車線と
変更している区間があります。
都内に限らず地方都市でも交

通渋滞緩和のため、このような
措置を行っている場合がありま
すので、自動車を運転する際に
は注意が必要です。
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チェックポイントと解説㉙ つづき
㉙中央線移動看板

少し余談になりますが、日本では多くの場合、放射線の道
路の場合、町の中心に向かう方向を「上り」、町の中心から
離れていく方向を「下り」と表現します。環状線の場合には
左側通行を前提として「内回り」と「外回り」で進行方向を
表します。
さらに、JR山手線も環状鉄道なので進行方向は「内回り」

「外回り」で表現します。日本の鉄道も左側通行です。東京
駅を終着駅とするJRの鉄道は東京駅に向かう方向を「上り」、
東京駅から離れる方向を「下り」と表現します。

コース (2) に戻る
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チェックポイントと解説㉚
㉚荏原郵便局

日本では長きにわたって郵便・貯金・保険事業を行ってき
た郵政公社が2007年に複数会社に分割民営化されました。し
かし、郵便局を運営する郵便局株式会社と集配業務や時間外
窓口を担当する郵便事業株式会社が別々であると不便なこと
が多いことから、2012年にこれら2つの株式会社が合併して日
本郵便株式会社ができました。
郵便局は、この日本郵便株式会社の事業所で、郵便事業を

行うとともに、貯金や保険の取り扱いを受託事業として行っ
ています。郵便局で国際郵便を含む郵便物の差出し・受取り
や郵便貯金の預け入れ・引き出しが可能です。
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チェックポイントと解説㉚つづき
㉚荏原郵便局

郵便局は、営業時間が局によって異なっており、荏原郵便
局のような大きな郵便局では、大岡山駅前郵便局のような小
さな郵便局に比べ、平日の営業時間が長い場合があります。
17時を過ぎてしまったが当日消印が必要な場合や、少しでも
早く郵送したい場合には営業時間を確認して大きな郵便局を
利用して下さい。
また、渋谷郵便局や目黒郵便局などの、さらに大きな郵便

局では土日祝日でも郵便受付をしてくれますが、利用にあ
たってはWebページなどを確認してください。

コース (2) に戻る
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チェックポイントと解説㉛
㉛周辺案内地図

都内を歩いていると、あちら
こちらにこのような周辺案内地
図があります。目的地を決めて
散歩するのも良いですが、途中
で出会った案内地図で気になる
場所を見付けたら寄り道してみ
るのも良いと思います。

コース (2) に戻る
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チェックポイントと解説㉜
㉜歩道橋

歩道橋は歩行者が車道を横切ること無く、車道の反対側に
渡るための陸橋で、その設置の目的は、児童・生徒の登下校
の安全確保や車両交通量の多い道路での信号の設置の回避で
す。歩行者よりも車交通を優先した道路設計であり、バリア
フリーの考え方に反していることから、老朽化を機会に廃止
されたり、新設される場合にはエレベータを付けるなどの対
応が見られます。
㉜思い出して！
このコースでは既に複数の歩道橋の脇を通ってきましたが、

どこにあったか思い出せるでしょうか。

コース (2) に戻る
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寄り道コース 武蔵小山商店街
全長800mでアーケード（商店街の買

い物道路を覆う屋根）のある一つの商店
街としては日本一長いと言われている商
店街です。多くのお店があり、食べ歩き
情報などもネットで検索できますが、ぜ
ひ、自分で散歩をして、様々な体験をし
てみて下さい。
この商店街は東急目黒線武蔵小山駅

に接続しています。電車で来て散歩する
のもお勧めです。

コース (2) に戻る
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チェックポイントと解説㉝
㉝旧中原街道

現在も街道の通称名が残っている道路
は、多くの自動車交通に対応できるよう
に江戸時代に整備された街道が拡幅され
て使用されている場合が多いですが、旧
街道が平行する側道として残っている場
合もあります。写真のような旧街道の表
示看板が目印です。
旧街道は幅が狭く、往時に徒歩の人、馬、荷車などが通ってい

た景色が偲ばれます。

コース (2) に戻る
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寄り道コース 戸越銀座商店街
こちらの商店街にはアーケードはありませんが、1.3㎞に渡る

「東京一長い」と言われている商店街です。近所の人だけではな
く、遠くからも買い物や食べ歩きに訪れる人が多い人気の商店街
です。
商店街の途中には、東急池上線戸越銀座駅、都営地下鉄浅草

線戸越駅があります。電車で来て散歩するのもお勧めです。

コース (2) に戻る
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チェックポイントと解説㉞
㉞戸越地蔵尊

品川区のwebページ
https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/sangyo/sangyo-
bunkazai/sangyo-bunkazai-shitebunkazai/hpg000006702.html
に以下の記述があり、古いものでは350年以上前から庶民の信
仰を集めていたようです。
「寛文6(1666)年造立の笠塔婆型、延宝元(1673)年造立の板

碑型、宝暦4(1754)年造立の長方形板型の庚申供養塔、江戸時
代中期以降に造立の笠塔婆型供養塔、地蔵菩薩供養塔および
寛文2（1662）年造立の墓碑がある。」

97

https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/sangyo/sangyo-bunkazai/sangyo-bunkazai-shitebunkazai/hpg000006702.html


チェックポイントと解説㉞つづき
㉞戸越地蔵尊

地蔵とは、地蔵菩薩の略で、仏教の信仰対象の一つです。
一般に、「お地蔵さん」「お地蔵様」と呼ばれて、子供の守
り神ともされています。
戸越地蔵は特に「子育て地蔵」として有名で、乳児や幼児

の死亡率が高かった近世において、子供の無事な成長が人々
の大きな願いの一つであったことが分かります。
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チェックポイントと解説㉞つづき
㉞戸越地蔵尊

寺社の玉垣（神様・仏様の居る場所を囲う柵）には、寺社
を整備するお金を寄付した人の名前が刻まれています。
㉞見付けて！
戸越地蔵の玉垣には、この近くに住んでいた昭和を代表す

る時代小説・歴史小説の作家「池波正太郎」氏の名前も刻ま
れています。見付けて見て下さい。
また、池波正太郎氏の著作に後日触れて頂くのも良いと思

います。そのような時には公立の図書館が便利です。

コース (2) に戻る
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チェックポイントと解説㉟
㉟ミミスイミングクラブ

一般にスイミングスクールとも呼ばれる私営の施設です。
スイミングスクールは、児童・生徒の習い事の一つとして人

気があります。乳児を対象としたベビークラスや就学年齢前
のキッズクラスから始まり、小さい時からコーチによる指導
を受けられるので、日本では、小学校高学年になれば、四泳
法（クロール、平泳ぎ、背泳ぎ、バタフライ）で50m以上泳
げる子供は少なくありません。
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チェックポイントと解説㉟つづき
㉟ミミスイミングクラブ

競泳選手として上達の見込みのある子供は、小学生のうちから
「選手コース」に入って、個人レッスンなどを受けることもあります。
㉟調べてみて！
2021年の東京オリンピック以前の日本人の最年少のオリンピック

金メダリストは水泳選手でした。何歳だったでしょう。まず、予想し
てから、ネットで調べてみて下さい。
（2021年の東京オリンピックではスケートボード・女子ストリートで
新しい日本人最年少の金メダリストが誕生しています。）
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チェックポイントと解説㉟つづき
㉟ミミスイミングクラブ

この施設のように専門的な指導を受けられるスイミングク
ラブやスイミングスクールは私営です。また、私営のスポー
ツクラブやフィットネスクラブにプールが併設されていると
ころもあります。これらは月謝制で会員のみが利用できるも
のです。
月謝制というのは、利用の都度、１回分の料金を支払うの

ではなく、１か月の利用回数の上限までは追加料金が発生し
ませんが、１回も利用しなくても返金は行わないシステムで
す。利用回数の上限が無い場合もあります。
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チェックポイントと解説㉟つづき
㉟ミミスイミングクラブ

本学学生・教職員であれば、大岡山キャンパスの温水プー
ルを利用できますが、都内には月謝制ではない公営のプール
も多数あり、一般の人が健康維持や体力の強化のため利用し
ています。大岡山キャンパスからの徒歩圏内には、目黒区西
部地区プール（緑ヶ丘小学校）、目黒区南部地区プール（碑
小学校）や大田区の東調布公園プールなどがあります。
利用にあたっては、利用時間・利用料金・利用規約などを

確認してから行って下さい。

103



チェックポイントと解説㉟つづき
㉟ミミスイミングクラブ

水泳（スイミング）は、子供の「習い事」の一つとして人
気がありますが、他の習い事としては、サッカー、野球、バ
レエ、ダンス、フィギュアスケート、体操、ゴルフ、卓球な
どのスポーツや、柔道、剣道、空手、合気道などの武道、毛
筆習字、算盤、英会話、ピアノやバイオリンなどの楽器演奏
などが、人気のある（子供がやりたい＆親がやらせたい）習
い事となっています。
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チェックポイントと解説㉟つづき
㉟ミミスイミングクラブ

2019年にラグビーワールドカップが日本で開催され、日本
代表の活躍も目立ったことから、習い事としてラグビーを始
める子供も増えています。また、最近では、2021年の東京オ
リンピックで日本人が金メダルを取ったスケートボードや
サーフィンも人気です。さらに、囲碁や将棋で若いプロ棋士
の活躍が報じられることにより、習い事として囲碁や将棋の
人気が上がっており、日本人の流行りものに飛び付きがちな
面が伺えます。

コース (2) に戻る
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チェックポイントと解説㊱
㊱日世東京支店

コースに沿って建っている会社を全て紹介することはでき
ませんが、ここは皆さんも多少興味があるかもしれないと思
い、チェックポイントにしました。
この日世という会社は1951年にソフトクリームを日本に初

めて紹介した会社で、ソフトクリームの関連商品（ソフトク
リームミックス、コーン、フリーザーなど）の業界シェア１
位の会社です。皆さんも知らないうちに、日本でここの製品
を口にしているかも知れません。東京にはこのような業界1位
といった会社が多数あるので、気になった会社名で検索をし
て見て下さい。

コース (2) に戻る
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チェックポイントと解説㊲
㊲荏原金比羅神社

東京都神社庁のwebページ
http://www.tokyo-jinjacho.or.jp/shinagawa/3054/
には、この神社は、御祭神として大物主神（おおものぬしの
かみ）、崇徳天皇（すとくてんのう）とあり、「四国の金刀
比羅宮の御分霊をうけ、商売繁昌、海上安護、家内安全の神
さまとして親しまれ、多くの人びとの崇敬を集めている。」
とされています。
四国の金比羅宮は海上安護の神様として有名で、現在でも

四国一の人気を誇り、「こんぴらさん」として親しまれてい
ます。
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チェックポイントと解説㊲つづき
㊲荏原金比羅神社

江戸時代の1772年に分霊されて江戸の地に神社が建てられ
たというのは、当時の感覚では四国はとても遠いため、四国
まで行かなくても、海上交通の安全や商売繁盛をお願いでき
る神社が欲しかったのではないかと思います。
近年、若い人の間で神社の参拝記念に御朱印を頂くのを趣

味にしている人が増えていますが、この神社でも御朱印を授
かることが可能です。

コース (2) に戻る
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チェックポイントと解説㊳
㊳桐ケ谷斎場案内看板

チェックポイントの⑥で、セレモニーホールを紹介しまし
たが、個人の葬儀では無く、社葬などの大規模な葬儀を行う
ことができ、火葬まで行える「斎場」という施設も都内にい
くつか存在します。
桐ヶ谷斎場の始まりは寺に

付属した荼毘所であり、江戸
時代初期から当地にあるよう
です。看板の写真は五反田駅
側から撮っています。

コース (2) に戻る
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チェックポイントと解説㊴
㊴中原口交差点

ここが東京都道2号線（現在の中原街道）の起点であり、こ
の先は中原街道は国道1号線に合流します。合流した直後にあ
るY字路の「日本橋」方面（左手）が国道1号線で、今日の
コースはそちらを選択します。ちなみに、「品川」方面（右
手）でもゴールである五反田駅の南側に到達できます。
逆方向にこのコースを辿るときには、この中原口交差点で

「丸子橋」方面（右手）を選択してください。「横浜」「馬
込」方面（左手）を選択するとそのまま国道1号線沿いに進ん
でしまいます。

コース (2) に戻る
コース (3) に戻る
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寄り道スポット TOC
ここは「東京卸売センター」という建物で、略称は英語と日本

語が混ざった Tokyo Oroshiuri Center を基にしています。「卸
売（Oroshiuri）」というのは、一般の消費者を対象とした「小
売」と対比した言葉で、商店を対象にした一度に多数の販売を意
味します。そのため、ここにあるのは個人では購入できないお店
が大多数です。また、デパートや衣料販売店などがお得意様専用
の「招待セール」を期間限定で催す「貸しホール」もあります。
ただし、下層階の一部の店は個人でも利用可能で、アウトレッ

ト品やセール品などを見付けることができます。１階の入り口近
くにあるユニクロは定価ですが、１階右手奥のABCマートのアウ
トレットやその他の衣料店や、地階の店を覗いてみると掘り出し
物があるかもしれません。
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寄り道スポット TOC つづき

ABCマートのアウトレット店
Tシャツ２枚で1,500円！
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寄り道スポット TOC つづき

鞄類が70%オフ！

若い女性向けの衣料や小物
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寄り道スポット TOC つづき
TOCの中にはカフェや食事処もあり

ますが、本来、平日のビジネスマン向
けの店なので、土日祝日は開いていな
い店もあります。

より詳細な情報はwebページを確認
してください。
https://www.toc.co.jp/index.html

コース (2) に戻る
コース (3) に戻る
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チェックポイントと解説㊵
㊵山手通り/山手トンネル

この広い通りが東京都道317号線環状六号線に相当する山手
通りです。この辺りの山手通りはJR山手線の外側を平行して
走っており、ここから外回り方面には目黒、恵比寿、渋谷が
あり、内回り方面には、大崎があります。都内の徒歩移動の
ときに基準とすべき主要道路の一つです。
また、この山手通りの地下には、最近開通した首都高速道

路中央環状線が通っており、全長約18.2㎞で日本で一番長い
道路トンネルです。ただし、トンネルの途中にも出入口があ
ります。山手トンネルは首都高速道路網の一部として、地上
道路の渋滞を緩和する役目を果たしています。

コース (3) に戻る
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チェックポイントと解説㊶
㊶山手トンネル換気塔

山手通りの中央分離帯に建ってい
る不思議な塔は、山手トンネル内の
空気を浄化して排出する換気塔です。
高さ45mですが、周囲の景観を威

圧しないよう、多面体形状、表面テ
クスチャ、色などが工夫されていま
す。

コース (3) に戻る
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チェックポイントと解説㊷
㊷ BOOKOFF PLUS 西五反田店

ここは、コミックを含む本・CD・DVDに加え、衣料品やブ
ランド品（衣料・アクセサリ・カバン・化粧品など）の中古
品の買取と販売を行う店です。25年ほど前から、大規模に中
古の本やCDを取り扱う店が郊外に増えてきましたが、現在で
は衣料品やブランド品まで取り扱い品目を増やしつつ、都内
の繁華街にも出店しています。
このような店舗では、安価にコミック（マンガ本）などが

購入できることから、外国からの訪問者にも人気があります。
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チェックポイントと解説㊷つづき
㊷ BOOKOFF PLUS 西五反田店

利用者の立場からは、不要になったものを買い取っても
らったり、安価に中古品を手に入れられる店ですが、このよ
うな業態が広まった背景には、日本の（特に都会では）住宅
事情があまり良くなく、家に多くのものを保管できないこと
や個人の趣味の多様化に加え、日本人の意識がモノの「所
有」から「利用」に変わって来ているという点が指摘されて
います。近年増えているカーシェアなどもその流れです。
同業他社に加え、ネットを使ったオークション販売やフ

リーマーケットも競争相手であり、今後の動向が興味深い業
態です。寄道スポットとしてもお勧めです。

コース (3) に戻る
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チェックポイントと解説㊸
㊸ TSUTAYA BOOKSTORE 五反田店

TSUTAYAは、レンタルビデオ・CD店から大きくなった会
社で、現在は、レンタル事業をメインとする「TSUTAYA」の
ほかに、上質なライフスタイルを提案する書店である「蔦屋
書店」、新たな読書スタイルを提供する書店の「TSUTAYA 
BOOKSTORE」など複数の店舗ブランドを持っています。
この店はTSUTAYA BOOKSTOREの店で、大きな店舗に多

数の本・雑誌・コミックを揃え、夜遅くまで営業しているこ
とから、利用者から人気のある書店です。こちらも、寄道ス
ポットとしてもお勧めです。

コース (3) に戻る
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チェックポイントと解説㊹
㊹目黒川

目黒川は世田谷区・目黒区・品川区を通って東京湾に注ぐ
東京の主要な川の一つです。
春に目黒川の両岸に咲く桜が有名で、川沿いに「お花見ス

ポット」が多数あります。特に中目黒付近の桜が有名ですが、
見物人の混雑も凄いです。ガイドブックなどには載っていま
せんが、この辺りから上流（左手側）の目黒通りの辺りまで
や、ここから下流（右手側）にも多数の桜が咲いており、比
較的に見物人が少ないのでお勧めです。

コース (3) に戻る
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チェックポイントと解説㊺
㊺ことぶき五反田店

ここはパチンコ・パチスロと呼ばれる遊興施設です。
日本では、公営競馬などの公営ギャンブルを除き、賭博

（ギャンブル）は法律で禁止されており、市中に賭博場やカ
ジノは無い建前となっています。パチンコ・パチスロという
のは一見、ゲームセンターのようですが、稀に賭けた以上の
金額を得ることができるため、実際には賭博場の一種です。
パチンコ・パチスロの店は繁華街の駅前などに多く見ること
ができ、残念ですが、日本では、市中に賭博場があるのが実
際です。
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チェックポイントと解説㊺つづき
㊺ことぶき五反田店

パチンコ・パチスロは、法律に抵触しないで実質的に賭博
を実行するために、一種の脱法行為で成り立っている業種で
すので、学生の皆さんには、興味本位の一時的な利用はとも
かく、アルバイト先などに選択することはお勧めできません。

コース (3) に戻る
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ゴール：五反田駅
お疲れさまでした。五反田駅に

到着です。
五反田駅にはいろいろな店が

入っている商業ビルもありますの
で、寄り道して駅の周囲を見て回
るのも面白いと思います。
これでこの散歩は終了ですが、

追加のクイズやディスカッション
がありますので、興味を持った人
は挑戦して見てください。

コース (3) に戻る

クイズへ おしまいへ 123ディスカッションへ



クイズ
次ページから、このコースの脇にあったものやコースから少し

離れた場所の写真を６枚示します。どこで撮った写真か当ててく
ださい。問題の写真の場所は、チェックポイントには含まれてい
ません。
コースの途中で見た記憶がなければ、別の機会にもう一度同じ

コースを辿って、探してみるのも面白いと思います。
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どこで撮った写真でしょうか。(1)

途中にフィギュアの店が有るのに
気づきましたか。

A B

ここは公衆浴場です。
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どこで撮った写真でしょうか。 (2)

並木の奥に古い建物が建って
います。

C D

マンションの入り口ではない
ですね。
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どこで撮った写真でしょうか。 (3)

ボートと言えば...

E F

お稲荷様もありました。
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ディスカッション
1-1 あなたの国で最も深刻な社会問題はなんですか。
1-2 政府はそれをどのように解決しようとしていますか。
1-3 あなたの考える、より効果的な解決策はどのようなものですか。

2-1 あなたの国で伝統的な習慣と現代的な常識が共存している例と
してどんなものがありますか。

2-2 今後も伝統的な習慣は維持されるべきと思いますか。

3-1 あなたの国で今後、国内にお店が増えるとか国外に多くの製品
が輸出されるようになるなど、発展が見込める分野はどのよう
な分野ですか。
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