
 

制作物等 
堂野能伸 

競技会・展覧会等の名称 場      所 開催年月 発表・展示の内容等 

出雲大社 

マンガ「因幡の白兎」 

【巻頭付録】 

昭文社 

まっぷるマガジン 

「松江・出雲」 

2006 年 7月 

～2013 年 

出雲大社の鳥瞰図。参拝方法やおみくじに

ついてのあれこれ、方言や風習などもちり

ばめながら紹介。 

祇園祭山鉾巡回図 

【巻頭付録】 

昭文社 

月刊 たびえーる 関西版 

2006 年 07 月号 

2006 年 7月 京都祇園祭の山鉾の立つ場所や巡回路、見

どころなどポイントなど紹介。 

難波宮図解マンガ 昭文社 

なるほど知図帳 大阪 

2006年8月初版 古墳時代、飛鳥時代、奈良時代の難波にあ

った古代の宮殿、都城を紹介 
 

伊勢神宮 おはらい町&お

かげ横丁 
【巻頭付録】 

昭文社 

まっぷるマガジン 

「三重」 

2006 年 9月 

2007 年 

2008 年 

伊勢皇大神宮の鳥居前町の鳥瞰図。 

全ての店と商品を一覧に紹介。 

道後温泉本館大図解 

【巻頭付録】 

昭文社 

まっぷるマガジン 

「愛媛」 

2006年11月 

～2010年 

道後温泉本館を俯瞰で建物を透かして見れ

るように表現し、館のあれこれだけではな

く、夏目漱石の坊ちゃんや正岡子規など文

化に関わる内容も紹介。 

函館 

【巻頭付録】 

昭文社 

まっぷるマガジン 

「函館」 

2006 年 12 月 

2007 年 2008 年 

2009 年 

北海道函館、本町の鳥瞰図。 

町散策が楽しめるようメジャーな建物だけ

ではなく、名物店主や歴史なども紹介。 

世界遺産 国宝 姫路城 

【巻頭付録】 

昭文社 

まっぷるマガジン 

「兵庫」 

2007 年 2月 

～2012 年 

世界遺産で国宝の姫路城の鳥瞰図。城の見

どころやマニアックな見どころなど紹介。 

平成の大改修中は外観の見どころなど紹

介。 

旭山動物園 

【巻頭付録】 

昭文社 

まっぷるマガジン 

「北海道」 

2007 年 2月 

2008 年 

2009 年 

動物の自然な生態が見られる行動展示で一

躍有名になった北海道旭山市の市営動物園

の鳥瞰図。行動展示の見せ方から何気ない

飼育やユニークな展示なども紹介。 

城崎温泉街 

【巻頭付録】 

昭文社 

まっぷる たびまる 

「城崎・鳥取・松江」 

2007 年 3月初版 平安時代以前から知られる城崎温泉街の鳥

瞰図。湯めぐりや町巡りなどの紹介。 

熊本城 

【巻頭付録】 

昭文社 

まっぷるマガジン 

「熊本」 

2007 年 8月 

2008 年 

2009 年 

国の特別史跡、熊本城の鳥瞰図。 

城づくりのあれこれや戊辰戦争時のエピソ

ードなど紹介。 

黒川温泉 

【巻頭付録】 

昭文社 

まっぷる温泉マガジン

「黒川温泉」 

2007 年 9月 

2008 年 

2009 年 

日本一の名湯として親しまれる熊本県阿蘇

の温泉地の鳥瞰図。山奥の小さな温泉街を

楽しめるよう紹介。 

世界遺産白川郷おさんぽマ

ップ 

【巻頭付録】 

昭文社 

まっぷるマガジン 

「白川郷・飛騨高山」 

2007 年 11 月 

2008 年 

2009 年 

世界遺産白川郷の鳥瞰図。 

合掌造りの構造やなり立ち、町歩きの楽し

み方など紹介。 

飛騨の小京都 高山さんぽ

歩き 

【巻頭付録】 

昭文社 

まっぷるマガジン 

「白川郷・飛騨高山」 

2007 年 11 月 

2008 年 

2009 年 

伝統的建造物群保存地区の飛騨高山の鳥瞰

図。歴史や祭り、妖怪から文化的な側面か

らも町を紹介。 

神話神々の系図 

天の岩戸マンガ 

【巻頭付録】 

昭文社 

まっぷるマガジン 

「宮崎」 

2008 年 1月 

2009 年 

天上界から天孫降臨までの神々の関係性も

入れた系図と、天照大御神の天の岩戸物語

を紹介する漫画。 

長浜黒壁スクエア周辺散策

マップ 

【巻頭付録】 

昭文社 

まっぷるマガジン 

「滋賀・びわ湖 大津・長

浜・信楽」 

2008 年 2月 

2009 年 

2010 年 

滋賀県長浜市黒壁スクエア一帯の鳥瞰図。 

歴史や祭り、ガラス細工などの工芸品から

フィギュア館など POP カルチャーなども紹

介。 

 
  



 

 

競技会・展覧会等の名称 場      所 開催年月 発表・展示の内容等 

おわら風の盆 

【巻頭付録】 

昭文社 

まっぷるマガジン 

「富山」 

2009年4月 

2010 年 

2011 年 

富山県、越中八尾で行われる「おわら風の

盆」の歴史文化を紹介する鳥瞰図。 

歩く奈良・仏像のイラスト 

仏の一生マンガ 

【巻頭付録】 

昭文社 

まっぷるマガジン 

「奈良」 

2010 年 10 月 奈良で見られる仏像のイラストと、仏の一

生の紹介漫画。 

神様カップルイラスト 

【付録紙面掲載】 

昭文社 

まっぷるマガジン 

「宮崎」 

2010 年 10 月 神々の出会いについてイラストで紹介。 

南光町看板 兵庫県佐用郡南光町 

南光町役場 

2000 年 南光町に入る 4 カ所の幹線道路脇の看板デ

ザイン。 

揖保郡新宮町内遺跡 

国指定史跡新宮宮内遺跡 

城山城周辺遺跡マップ 

兵庫県揖保郡新宮町 

(現：たつの市新宮町) 

新宮町文化財課 

2003年3月 縄文時代から平安時代にまで及ぶ集落跡で

竪穴住居や墓なども出土保存された宮内遺

跡と古代～中世の山城の遺跡の紹介マップ 

姫路ゆかたまつり散策マッ

プ 

神戸新聞社 2004年6月 

～2008年 

兵庫県姫路市の初夏の風物詩で、姫路城の

守護神である長壁神社の例祭にちなむ夏祭

りの散策マップ。見開き紙面一面で掲載。 

姫路クリスマス散策マップ 神戸新聞社 2004年6月 

～2006年 

姫路市内のクリスマスイベントなどを一覧

に紹介したマップ。見開き紙面一面で掲

載。 

八朔の雛祭マップ 兵庫県揖保郡御津町 

(現：たつの市御津町) 

室津を活かす会 

2003年8月 

 

室町時代に「室山城で姫が討ち死にしたの

を悼み、ひな祭りを半年延期した」との伝

承があり、旧暦の 8月 1日に行われる雛祭

の散策マップ 

播磨新宮・城山城イラスト

マップ 

新宮町文化財課 

ガイド冊子「播磨新宮ふ

るさと散歩」 

2004年 3月 ガイド冊子「播磨新宮ふるさと散歩」の改

定にあたり播磨新宮町内全域と、城山城の

史跡をモーラした地図。 

ヤナセ兎(やなせたかし銅

像)原型制作 

高知県 香美市立やなせ

たかし記念館アンパンマ

ンミュージアム 

2004年 10月 「リアルな銅像はいやだ」と言われたやな

せたかし氏が、作中登場する自身をキャラ

クター化した兎の銅像。 

播磨新宮イラストマップ 兵庫県揖保郡新宮町 

(現：たつの市新宮町) 

新宮町役場 合併記念誌 

2005年 7月 1市 3 町が合併する記念に発行される新宮町

の記念誌に見開きで掲載。 

室津八朔のひな祭り紙芝居 兵庫県揖保郡御津町 

(現：たつの市御津町) 

室津を活かす会 

2005年8月 

 

室町時代にあった「室山城で姫が討ち死に

と、ひな祭りの延期した」との伝承八朔の

雛祭のいわれの物語を紙芝居として制作。 

JC全国大会姫路大会会場案

内マップ 

神戸新聞社 

日本青年会議所姫路支部 

2005年8月 

 

日本青年会議所の全国大会が姫路で行われ

たときの公式ガイドマップ。それぞれの分

科会や、イベントがどこで行われるのかな

ど、一覧で分かるように掲載。 

姫路魚町・塩町周辺

NightMap 

日本青年会議所姫路支部 2005年8月 

 

日本青年会議所の全国大会が姫路で行われ

たときの夜の街の公式ガイドマップ。 

姫路市の繁華街のビルを全て書き込んでい

る。 

馬螺ヶ淵カッパ石像 兵庫県佐用郡南光町 

南光町役場 

2005年 8月 兵庫県佐用郡南光町三河の馬螺ヶ淵に伝わ

るカッパ伝説を伝えるための石像。 

世界文化遺産 国宝・姫路

城散策マップ 

兵庫県姫路市内の売店、

書店 

姫路城研究会 

2005年9月 

 

世界遺産で国宝の姫路城の鳥瞰図。城の歴

史や見どころ、肖像画なども交え、歴史研

究家の監修の元制作。時代や人物を視点に

した周遊ルートも紹介している。 

 
  



 

 

競技会・展覧会等の名称 場      所 開催年月 発表・展示の内容等 

京都・産寧坂、哲学の道、

平安神宮周辺散策マップ 

京都市 

京都精華大学研究事業部 

2006年6月 

 

京都東山の観光地である産寧坂、哲学の

道、平安神宮周辺の鳥瞰図。京都らしい町

並みや見どころを掲載。 

飾磨街道・銀の馬車道 亀

山御坊楽市楽座周辺散策マ

ップ 

兵庫県姫路市 

東播磨県民局 

NPO法人コムサロン21 

2006年8月 

 

明治政府が生野銀山から飾磨港まで、銀を

運ぶための高速産業道路として整備した、

「銀の馬車道」と幕末新選組が駐屯した京

都本願寺を移築した亀山本徳寺の鳥瞰図。 

播州姫路伝説巡覧図絵 兵庫県姫路市 

姫路商工会議所青年部 

2007年1月 姫路を中心とした中播磨地域の伝説を俯瞰

で紹介した絵図。 

京都国際マンガミュージア

ム 館内図 

烏丸御池周辺散策マップ 

京都市 

国土交通省 

京都精華大学研究事業部 

2007年4月 京都国際マンガミュージアムの館内を俯瞰

し透過して紹介する地図と、マンガミュー

ジアムを中心とした烏丸御池周辺の散策マ

ップ。 

たつの市小中学校夏休み教

材「夏の友」表紙イラスト 

兵庫県たつの市 

たつの市教育委員会 

2007年、2008年 

2009年、2010年 

たつの市教育委員会が制作した夏休みのワ

ークの表紙を制作。播磨国風土記から各地

域の名前のいわれや、エピソードを年ごと

に書き換え掲載。 

紀伊国屋富山店店内案内

図・双六制作  

富山県 

紀伊国屋富山店 

2007年11月 

 

紀伊国屋富山店の店内を双六で紹介するマ

ップ。店内の本の分類ごとに特徴を変えて

店内案内としても使用。 

姫路おでんマッチ箱 

おみくじマンガ 

兵庫県姫路市 
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2008 年 4月 ご当地グルメの姫路おでんの販促用に、姫

路の古くからの産業であるマッチのラベル

とおみくじマンガを制作。駅構内や観光施

設、おでん屋等で販売。 

広峰物語下敷き 兵庫県姫路市 

広峰地区地域夢プラン 

2008 年 4月 兵庫県姫路市広峰地区の歴史や伝承を地域

の小学生に紹介する下敷き。表面は広峰地

域の鳥瞰図を描き、裏面は歴史や伝説をイ

ラスト付きで紹介。 

たつの素麺マップ 播磨リビング新聞社 2008 年 7月 兵庫県たつの市龍野川西地区（城下町）の

素麺に関連する石碑や施設、食事のできる

店などを紹介したマップ。 

英賀神社マップポスター 兵庫県姫路市 

英賀神社氏子 

2008年9月 兵庫県姫路市にある英賀神社の祭や風習な

ど紹介した鳥瞰図。 

佐用平福武蔵初決闘の地マ

ップ看板 

兵庫県佐用町役場 2008年9月 剣豪宮本武蔵が幼少期に育たと言われる、

兵庫県佐用町にある初決闘の場所を紹介す

る観光看板。 

京都府マンガ観光ガイドブ

ック 

京都府庁商工労働観光部 2009 年 3月 京都府全域の魅力をストーリーマンガで紹

介。府内の小学生から魅力をアンケートし

それを元に京都精華大学の学生も制作参加

した官学連携プロジェクト。 

全国の小学校に配られた。 

宝塚手塚治虫記念館周辺散

策マップ 

宝塚市手塚治虫記念館・

京都精華大学研究事業部 

2009 年 3月 手塚治虫のマンガの中に登場した宝塚を一

覧できる鳥瞰図。手塚治虫が描いた絵やエ

ピソードもちりばめて制作。 

道の駅ひらふく 

観光看板及び散策マップ 

兵庫県佐用町役場 2008年9月 

 

宿場町であった兵庫県佐用町にある道の駅

ひらふく周辺の観光看板マップと観光用に

配られる散策マップの制作。 

巨大桜オブジェ 兵庫県 姫路城 2009 年 4月 姫路城の武者溜り広場を直径約 70cmの桜の

花びらをランプシェードにしてオブジェを

作りライトアップ。 

巨大老婆の顔 

張子骸骨 

妖怪ハンター巻物 

兵庫県立歴史博物館 2009年5月 特別展「妖怪天国ニッポン」の展示用制

作。絵巻物体験ができる塔婆の顔や、カラ

クリで飛び出して見える張り子の骸骨。諸

星大二郎の漫画、妖怪ハンターに出てくる

実在しない絵巻物を制作。 

 
 



 

競技会・展覧会等の名称 場      所 開催年月 発表・展示の内容等 

龍野の四季 

マッチ缶ラベル 

兵庫県姫路市、たつの市 

神戸マッチ 

2009 年 9月 童謡「赤とんぼ」の三木露風の出生の地で

ある兵庫県たつの市をモチーフにして制作

した四季のイラストマッチ。 

「佐用町防災時要援護者支

え合いマップ」マニュアル 

兵庫県佐用町役場 2009年10月 

 

災害が起こる前に、地域でディスカッショ

ンするためのツールマニュアルをマンガイ

ラスト等で分かりやすく紹介。 

播州龍野鳥瞰図クリアファ

イル 

兵庫県たつの市 

観光案内所等 

2009年10月 兵庫県たつの市にある城下町龍野の鳥瞰

図。寺社をはじめ、歴史的なまちなみや建

築物、風情のある施設など掲載。 

佐用町駅からマップ 国土交通省 

兵庫県佐用町役場 

合併記念誌 

2009年12月 兵庫県佐用町の 4 地区にある JR 駅「佐用

駅」「上月駅」「三日月駅」「播磨徳久駅」か

ら周辺を紹介するマップ。 

龍野三木露風マップ 播磨リビング新聞社 2010年7月 兵庫県たつの市龍野川西地区（城下町）に

ある三木露風の生家や碑、ゆかりの施設な

どを紹介したマップ。 

陰陽師の里 江川地域鳥瞰

図散策マップ 

兵庫県佐用町江川地区町

づくり協議会 

2010年10月 兵庫県佐用町江川地区にある、陰陽師安倍

晴明の塚と芦屋道満の墓（とされる）と周

辺の伝承を紹介する散策マップ。 

国道２５０号線 EVカーの旅

マップ 

播磨リビング新聞社 2011年1月 姫路駅から赤穂城まで 250 号線沿いを電気

自動車での旅を紹介するマップ。 

宇宙に妖怪を連れて行こう

プロジェクト 

【寄稿】 

カドカワムック『怪』 2012年7月 京都大学と jaxaとの宇宙箱舟の企画から派

生し、今後人類が宇宙に進出するにあたり

妖怪を連れて行くことで、宇宙生活のより

豊かな文化の形成や未来の妖怪の在り方な

どを紹介。 

チョコレートテンパリング

マシーンディスプレイ 

加藤工業 2013年2月 味気のないチョコレートを生産する機械を

オブジェでデコレーションし、機械の持つ

機能をキャラクターが紹介するディスプレ

イ。 

栗山善助物語紙芝居 姫路市手柄栗山町自治会 

栗山善助顕彰会 

2013 年 9月 NHK大河ドラマ「黒田官兵衛」に合わせ、官

兵衛の腹心「栗山善助」を紹介する紙芝

居。 

陰陽師塚看板 兵庫県佐用町江川 

江川地区町づくり協議会 

2013 年 12 月 兵庫県佐用町江川地区にある、陰陽師安倍

晴明の塚と周辺の伝承を紹介する観光看

板。 

「生野銀山-神子畑製錬場-

明延鉱山」ジオラマ地図 

銀の馬車道ジオラマ。 

中播磨県民局 

播但連絡道路「市川 SA」 

2014年 3月～ 近代産業遺産である明延鉱山-神子畑製錬場

-生野銀山を俯瞰で見る立体ジオラマと、銀

の採掘や馬車で銀を運ぶ様子のジオラマ。 

播但線ラッピング電車 

四季ジオラマ 

中播磨県民局 県庁舎 2014年 5月～ 播但線フォトグランプリの入賞作品の四季

の風景をジオラマで再現。一定の視点から

見ると写真と同じ風景が立体的に見えるよ

うに制作。 

細胞育成双六ゲーム「幹細

胞研究やってみよう」 

京都大学 iCeMS科学コミ

ュニケーショングルー

プ・積水メディカル株式

会社 

2014年 10月 幹細胞や iPS細胞を研究者になって育成す

るボードゲーム。企画、ゲームデザイン、

イラスト、フィギア担当/平成 26年度 文

部科学大臣表彰 科学技術賞（理解増進部

門）受賞  

コマッチャン人形 京都市内 

科学イベントに出没 

2014年 12月 高校の科学の先生がイベントで科学を分か

りやすく紹介するときに使用する着ぐるみ

の制作。 

ハレの日二階町飾りくす玉 姫路市二階町商店街 

兵庫県立大学エコヒュー

マン地域連携センター 

2015年 3月 姫路市二階町商店街を盛り上げるため行わ

れる月に２回（1日、15 日）の縁日で、縁

日を盛り上げるための飾りくす玉の制作。 

 
 



 

競技会・展覧会等の名称 場      所 開催年月 発表・展示の内容等 

「生物文化多様性」解説マ

ンガ 

ユネスコ創造都市ネット

ワーク会議金沢 2015 

記念シンポジューム 

2015年 5月 豊かな自然とそこに根ざした文化の包括的

な保全を紹介するための漫画冊子。 

2012 年より国連大学の研究会に参加し、成

果物として制作。 

実寸馬車馬模型 中播磨県民局 

銀の馬車道交流会館 

2015年 8月 銀の馬車道で働いていた実物サイズの馬を

制作。人が乗って体験できるようにＦＰＲ

で制作し人口毛を張り付けている。 

ハレの日通貨 姫路市二階町商店街 

兵庫県立大学エコヒュー

マン地域連携センター 

2016 年 1月 姫路市二階町商店街で使用する地域通貨

「縁起通宝」を 3Dソフトでモデリング出

力。アルミの鋳造で制作。 

餅つきウサギ立体キャラク

ター 

姫路市二階町商店街 

兵庫県立大学エコヒュー

マン地域連携センター 

2016 年 9月 姫路市二階町商店街の飾りくす玉の追加オ

ブジェ。月見の時期に合わせ餅つきをする

ウサギのキャラクターを制作。 

救急車紙芝居シナリオ 株式会社漫画家学会 2016 年 12 月 救急車の利用を考えるための、学習用紙芝

居のシナリオ制作。 

インバウンド関西名所 

観光紹介イラスト 

一般社団法人 関西観光

本部 

2018 年 10 月 2018 年ワールドカップラグビーに合わせた

インバウンド用に言葉を使わず絵だけで関

西の名所を紹介。 

三ツ山大祭 山上殿 

ペーパークラフト 

「神のやま」第 2 号 

播磨国総社・一ッ山大祭

三ツ山大祭 保存会発行 

2018 年 5月 20 年に 1度開催される三ツ山大祭の山上に

置かれる社のペーパークラフトを制作。 

保存会発行の機関紙「神のやま」の付録と

して配布。 

科学と人間生活 

ワーク導入マンガ 

ファシリテーションブック 

株式会社ラーンズ 2018 年 9月 実業系高校の教員が使用するファシリテー

ションブックを漫画で制作。専門外の事を

短時間で理解、指導するツールとして使

用。学生用のワークの導入部も漫画となっ

ている。 

共通テスト紹介マンガ 株式会社ラーンズ 

共通テスト対策 START 

BOOK 

2019 年 4月 センター試験から共通テストへの移行を漫

画で解説。共通テストへの移行理由やこれ

から問われたり、求められる能力なども説

明している。 

日本遺産 

「北前船 寄港の地室津」

紙芝居及び紹介動画 

兵庫県たつの市室津地区 

たつの市文化財課 

2019 年 9月 日本遺産に認定された「室津」の歴史と文

化を紹介する紙芝居と、町を紹介する動画

の制作。 

橋本市妄想鳥瞰図 和歌山県橋本市 2019 年 10 月 和歌山県橋本市の市の土地活用を考える為

の妄想展開マップ。 

共通テスト導入マンガ 株式会社ラーンズ 2020 年 3月 共通テストが始まる前の入試対策解説漫

画。詰め込み式の知識から、これから問わ

れ求められる能力の出題方法の変更など解

説。 

播磨新宮鳥瞰図 

町中散策ビンゴゲーム 

兵庫県たつの市 

市立新宮中学校 

2020 年 10 月 コロナ禍で課外学習ができなくなった 2年

生のため、町内ウオークラリー用のマップ

と、地域にある物を観察調査するゲームの

開発。 

 


