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韓国語(安 仁淑) 

【고후역 북쪽주변 가이드・고슈유메코지 산책투어】 

（甲府駅北口周辺のガイド・甲州夢小路散策ツアー） 

≪2014．2．1(土)／16(日) 観光通訳ボランティアガイドセミナー(英・中・韓)≫ 

 

★今回のボランティアセミナーでは、今までより進歩して以下の２点を心掛けて準備・練習しましょう。 

①今までの歴史的文化的な要素の相当に強い場所ではなく、今回は相手が感想や意見、質問などをかな

り話せる場所を対象にしていますので、ガイドが長く説明し相手はずっと聞くのではなく、相手に会話

する機会を多めに与えて、説明事項は短めを心掛け、さらに必要なら相手との会話をつなぎ足しながら

説明していく感じでガイドすることを目標にして試してみましょう。お互いに会話している感じでのガ

イドを心掛けてください。 

②したがって、以下の項目全体を説明するのではなく、皆さんはいつくかに細かく分けて会話に盛り込

み使えるように練習してください。また、各項目を「つなぐ言葉や話」を考えて練習し、実際にガイド

実演に使ってみましょう。台本だけを勉強するのではなく、アドリブに当る部分を練習して実演で使え

るように練習してください。「つなぐ言葉」には皆さんからの話しの誘導になる質問やメインの話しにつ

ながる伏線の小話もあるでしょう。また、相手の質問や感想もあるでしょう。そうしたものを自分で用

意・利用して、以下のガイド項目に混ぜてつなげてガイドできるようにしましょう。(英語・輿石先生) 

 

 

★ガイド案内コース 

①甲府駅北口付近→②山手御門(やまのてもん)→③甲州夢小路（こうしゅうゆめこうじ）→④甲府城内松

陰門（うちまつかげもん）から鉄門(くろがねもん)→⑤甲府城の天守台(てんしゅだい) 

 

 

(1)甲府駅： 

この駅は山梨県で一番大きい駅で、１９０３年に中

央線開業のために建設されました。今は中央線と身

延線の 2路線が乗り入れています。一日平均の乗客

が１万４千人ぐらいですから、毎日少なくとも約３

万人以上の人がこの駅を利用しているはずです。 

 

 

(2)甲府市： 

 山梨県の県庁所在地で、人口は約１９万五

千人です。市は山梨県の中央付近を南北に延

び、その形は三日月形のようです。2000年に

特例市に指定されました。宝石研磨関連の産

業で有名です。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E6%9C%AC%E7%B7%9A
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BA%AB%E5%BB%B6%E7%B7%9A
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BA%AB%E5%BB%B6%E7%B7%9A
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E6%97%A5%E6%9C%88
http://ja.wikipedia.org/wiki/2000%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E4%BE%8B%E5%B8%82
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%9D%E7%9F%B3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%9D%E7%9F%B3
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=13sm8amp6/EXP=1388377712;_ylt=A7dPdC_wpL9SkTcA6vGU3uV7/*-http:/upload.wikimedia.org/wikipedia/ja/9/9b/%E7%94%B2%E5%BA%9C%E9%A7%85%E4%BB%AE%E5%8C%97%E5%8F%A3.JPG
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=1275tdrio/EXP=1388380104;_ylt=A3JuMFhIrr9S_QUA7_uU3uV7/*-http:/tamagazou.machinami.net/image/kofu/kofu2.jpg
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=124l3ulcl/EXP=1388377804;_ylt=A7dPdDRMpb9SjU0AkAiU3uV7/*-http:/e-kofu.com/wp/main_img/main_ekofu08_m.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7d/Kofu_Castle_and_Kofu_Station.JPG
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(3)ＮＨＫ甲府放送局： 

ＮＨＫは放送法という国の法律の下に 1950年に設立されて、公共の福祉の

ために、日本全国に良い放送番組を放送するとともに、併せて国際放送な

どを行っています。イギリスのＢＢＣのようなテレビ局です。 

ＮＨＫは日本放送協会をローマ字綴りにして頭文字を取ったことばで、４

チャンネルの放映権を持ち、ニュースやドキュメンタリーから芝居や歌を

始め、多くの科目や外国語などを教える教育番組を流します。 

 

 

(4)山梨県立図書館： 

 

この山梨県立図書館は 2012年 11月にこの場所に新築移転されたものです。

前の図書館は 1970年に建てられた物で、老朽化し収蔵スペースも狭かった

のです。 

 

 

(5)山梨文化会館： 

山梨文化会館は丹下健三(たんげ けんぞう)により設計されたビルです。

かれは世界のタンゲと言われた有名な日本の建築家でした。地上８階・地

下２階のビルとして 1966年に建てられました。新聞やテレビ、ラジオ放送

を主に行う総合情報産業を手掛ける山日 YBS(Yamanashi Broadcasting 

System)グループが管理運営しています。 

 

(6)山手御門(やまのてごもん)： 

    山手門(やまのてもん)     山手渡櫓門(やまのてわたりやぐらもん) 

山手御門(やまのてごもん)は、甲府城に三つあった大きな出入口の中の 1つで、甲府城の北側の出入り

口でした。山手御門と言えば、小さい山手門（やまのてもん、高さ約 6m、幅約 5m)と大きい山手渡櫓門

(やまのて わたりやぐらもん、高さ約 12m、幅約 14m)の両方を指します。江戸時代(1603～1868)には

土橋で堀を渡り、この門を通って城内に入りましたので、山手門は「城門」として、山手渡櫓門は武

器の「倉庫」としての役割も果たしていたと言われています。明治時代(1968～1912)になると、市

街地化が進み、山手御門周辺の石垣も崩され、堀は埋め立てられました。 

平成 10年(1998年)の発掘調査で、石垣の一部が発見され、山手御門の復元を中心とした公園の整備

が始まりました。歴史公園は平成 19年(2007年)3月に完成し、市民の交流の場として一般開放され

ています。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%94%BE%E9%80%81%E6%B3%95
http://ja.wikipedia.org/wiki/1950%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E5%85%B1%E3%81%AE%E7%A6%8F%E7%A5%89
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E6%97%A5YBS%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%97
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E6%97%A5YBS%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%97
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=14860ljja/EXP=1388377878;_ylt=A7dPdDCVpb9S4y8A9fWU3uV7/*-http:/upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9d/NHK_Kofu_JOKG.May_2012.JPG/225px-NHK_Kofu_JOKG.May_2012.JPG
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=127fe33r3/EXP=1388377937;_ylt=A7dPdDHRpb9SDQgA2TKU3uV7/*-http:/www.ybs.jp/radio/y-index/images/DSC_0490.JPG
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=14es7gvp5/EXP=1388377976;_ylt=A7dPdEH4pb9SjmkAgs2U3uV7/*-http:/upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/89/Yamanashi_Culture_Chamber.jpg/300px-Yamanashi_Culture_Chamber.jpg
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（７）고슈 유메코지(甲州夢小路) ： 

かわいい小江戸情緒が息づく、明治、大正、昭和初期の甲府城下町を再現。 

2013 年 3 月 25 日、JR 甲府駅北口に新たな観光スポットがオープンしまし

た。山梨の伝統工芸品を扱うショップや、県産の食材を使ったレストラン、

美術館などが集まった商業施設、「甲州夢小路」です。 

 

① アンティークジュエリーコレクション室[1F]／版画コレクション

室[2F]（小さな蔵の美術館 

株式会社 タンザワが 30数年かけて収集したアンティーク・ジュエリーを展

示しています。普通では見られない、とても貴重できらびやかな輝きを放つ

ジュエリーをぜひお楽しみください。 

草間彌生、ピカソ、シャガール、岡本太郎、竹久夢二などの、版画作品の期

間に分けて展示を行います。（予定） 

季節ごとの企画展示は年間を通してお楽しみいただけると思います。幅広い

世代の多くの方々に見ていただけるよう展示内容を企画しております。 

版画の世界を身近に感じてください。 

② 玉屋[1F] ：数多くの天然石・アクセサリーを取り揃えております世界各

国から集められた幾年もの月日を夢見てきた貴石・化石・鉱物達と同じように、

大切な人とお揃いのアクセサリーを身につけ、石と共に月日を重ねてみませんか。

当店のオススメは、オリジナルの深海ブルーとんぼ玉のアクセサリーです。癒し

効果のある深い青色はどの季節にもピッタリ。 

油彩画のギャラリー[2F] （古民家）甲府市出身の作家  清水勲（1943-2003）の

作品を展示しております。表現豊かな色彩と独特の描画は芸術というものを考えさ

せられます。31歳でイタリアへ渡り以降ヨーロッパを中心に活動を広めてきました。 

③ 甲州ジャム （石の蔵）：自然で安心なファクトリージャム。自社農園の

ブルーベリーやルバーブをはじめ、「フルーツ王国 山梨」という立地を最大限に

生かして、サクランボや白桃・プラムなど地元農家と連携しながらジャムを作っ

ております。 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=12au1tb0t/EXP=1388378110;_ylt=A7dPdEB9pr9SYHsAohGU3uV7/*-http:/koshuyumekouji.com/about/img/common/pict_07.jpg
http://koshuyumekouji.com/shop/build_A_01.html
http://koshuyumekouji.com/shop/build_A_02.html
http://koshuyumekouji.com/shop/build_B_01.html
http://koshuyumekouji.com/shop/build_B_02.html
http://koshuyumekouji.com/shop/build_C.html
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④ 黒蜜庵 きなこ亭（壱ノ蔵）：黒蜜にこだわったヘルシーな創作菓子の店 

黒蜜ときな粉にこだわった和洋菓子と、挽きたてのきな粉を使用したスウィーツとドリンクのお店です。 

桔梗信玄ソフトやモッフル(黒蜜きな粉バニラアイスクリーム添えなど)が味わえます。 桔梗信玄餅でお

なじみのあの黒蜜と挽きたてのきな粉の風味がベストマッチです。 きな粉は、「きな粉、黒大豆きな粉、

青大豆きな粉」が選べます。山梨のお土産として有名な桔梗信玄餅の販売もあります。桔梗信玄プリン

や信玄桃も人気です。山梨、甲府の観光土産にぜひご利用ください。 

⑤ ぬう[1F] 

スカーフ、ストール、ネクタイ、ハンカチ、布小物などの布製品を専門に

取り扱っています。 

 

 

BISTRO メリメロ [Meli-Melo] 

地産地消がコンセプト。山梨県産の野菜や甲州ワインビーフ、信玄鶏など

を使用したカジュアルフレンチをご提供します。気負わずに、気軽にフレ

ンチを楽しんで下さい。甲州ワインビーフ／信玄味わいビーフ／信玄鶏／

甲斐サーモン／信玄豚／クリスタルポーク など 

 

⑥ くるむ（参ノ蔵） 

山梨の地場産業である和紙を使用した製品を取り扱っています。 

山梨の旅の思い出でのお土産やプレゼントなどにぜひご利用ください。 

 

⑦ 甲州ワイン蔵（甲州酒ノ蔵）：山梨県の地酒 

山梨の美味しい水でつくるお酒もぜひいかがでしょう

か。 

 

 

⑧ 葡萄屋 Kofu 甲州夢小路店：食べ物に一番必

要な事それは「おいしい」事。山梨の名産品、葡萄を

使用したレーズンサンドの販売。その他、干しぶどう

やぶどうジュースも取り扱っています。 

 

http://koshuyumekouji.com/shop/build_D2_01.html
http://koshuyumekouji.com/shop/build_D1_01.html
http://koshuyumekouji.com/shop/build_F3_01.html
http://koshuyumekouji.com/shop/build_F2_01.html
http://koshuyumekouji.com/shop/build_D1_02.html
http://koshuyumekouji.com/shop/build_F1_01.html
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⑨ 8Chin+ -ハッチンプラス-：パンや焼き菓子の香りのする店内。 

店内で焼いたパン、シュークリームなどが楽しめます。また、甲州八珍果を

はじめ、果物を使用したスイーツも販売。 

おすすめの「ハッチンパン」をはじめ、シュークリームやベーグルその他、

ドリンクなども取り扱っています。 

 

⑩ 樹の実 ドライフルーツ：絶品のソフトクリームが味わえる喫茶。 

ぶどう、さくらんぼ、もも、あんず、りんご、トマト、おくら、ゴーヤな

どの乾燥果実・フルーツを取り扱っています。料理やケーキづくりなどア

レンジ用やアイスやヨーグルトなどのトッピングとして大人気です。果実

王国山梨のお土産にぜひご利用ください。店内には、一休みできるカフェ

スペースもあり、ドリンクやソフトクリームのスイーツが楽しめます。当

店オリジナルの「ブレンド ソフトクリーム」は、絶妙な食感とマイルドな甘さがやみつきになるおいし

さです。 

○12甲府 時の鐘：鐘の音で時を知らせるということは、そも

そも仏教寺院の「梵鐘」がもとで、明け六つ（午前 6 時）、

昼九つ（正午）、暮れ六つ（午後 6時）に撞いたものでした。

時が下って江戸時代になると、鐘楼に吊るした大型の鐘を撞

いて、市井の人々に時を知らせる「時の鐘」は、日々の暮らしを区切る中心的な手段となりました。江

戸時代の時刻は、一日を 12刻に分け、そこに 12支をあてはめ、卯の刻（午前 6時）、午の刻（正午）、

酉の刻（午後 6 時）、子の刻（午前零時）などと呼びました。そして、昼夜を問わず 2 時間ごとに一日

12 回、鐘を撞いて時を知らせました。この鐘の音によって、人々は、防犯のための木戸の開閉（閉じた

木戸を開けるのに支払った金銭を木戸銭といいます）、農作業の開始、城下の各種行事への参加、銭湯

の開店閉店（男湯時間と女湯時間とが分かれていました）など、日常生活すべてを判断しました。また、

時刻のとり方は、現在のように、年間通じて 24時間が等間隔ではなく、昼夜の長さの違いを調整して刻

されました。日の出とともに起き、日が暮れれば一日を終えた江戸時代には、生活のリズムに合った時

刻法といえましょう。甲府城下におきましては、1661-1673ごろ、現在の中央 2丁目に在った超勝山歓喜

http://koshuyumekouji.com/shop/build_E.html
http://koshuyumekouji.com/shop/build_G2_01.html
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院（現・廃寺）に鐘楼が建立されました。柳沢時代の城下再整備に伴い 1708年に愛宕町へ移転後、火災

で焼失しましたが、1818年に再建され、1872年まで使われていたといわれています。この鐘楼は、甲府

市民の幸福と甲府市の発展とともに、甲府を訪れる多くの方々のご多幸を記念して、141 年の時を経て、

2013年に、甲州夢小路に新造されました。 

 

 

（８）甲府城(こうふじょう)： 

甲府城は、舞鶴城とも呼ばれ、山梨県史跡に指定されています。武田氏滅亡後、豊臣秀吉の命により築

城されました。関東の徳川家康に対抗するための重要な戦略拠点として築かれたといわれ、徳川体制に

なってからは西側への備えとしての重要性を保ち続けたといわれています。かつては 20haほどの広大な

城郭でした。現在は、城跡の一部が「舞鶴城公園」「甲府市歴史公園」として開放されています。 

 

◎鉄門(くろがねもん)： 

 

甲府城は武田家が滅亡したあと、豊臣・徳川政権時代に建てられた平山城(ひらやまじろ)です。甲府駅

の隣にあり現在は舞鶴城公園と呼ばれて地元の人に親しまれています。以前は天守閣は作られなかった

と言われていましたが、発掘調査や文献から現在はあったという説が有力となっています。 その甲府城

ですが、１０年以上前から少しずつ復元作業が行われていています。２００３年には曲輪の一つ稲荷櫓

(いなりやぐら)が、２００７年には甲府駅北口近くに山手御門(やまのてごもん)が復元され、今年（２

０１３年）１月１０日に本丸を守る城門・鉄門（くろがねもん）が１４０年ぶりに復元されました。 

 

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E6%A2%A8%E7%9C%8C%E6%8C%87%E5%AE%9A%E6%96%87%E5%8C%96%E8%B2%A1%E4%B8%80%E8%A6%A7#.E5.8F.B2.E8.B7.A1
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=1382qf3nr/EXP=1388378278;_ylt=A7dPdDomp79SMHoA2lqU3uV7/*-http:/stat.ameba.jp/user_images/20090815/13/ojyobu/dc/00/j/o0300026610233384549.jpg
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=12tca7vpd/EXP=1388378169;_ylt=A7dPdDe5pr9SDxgA1OuU3uV7/*-http:/www.yamanashi-kankou.jp/y-tabi/learn/syuryou/images/dscf0334-1.jpg
http://blog-imgs-55.fc2.com/y/a/m/yamanashinow/DSC06264y.jpg
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◎謝恩碑（しゃおんひ）： 

明治末期の度重なる水害が山林荒廃の進んだ結果による

ものであるとして、御料林還付の請願を県より国に提出、

これを受け国土保安の見地から御料林が下賜された。そう

した聖恩に感謝するため大正９年(1978年)に建設された。 

 

 

 

◎天守台（てんしゅだい）：お城が建てられた当時の姿がそのまま残っています。天守台(てんしゅだい

はお城のシンボルとして天守閣が建てられる場所です。   

山手御門から天守台と稲荷櫓を望む、天守台左横には富士山が見えます。 

 

 

 

★以下は天守台から説明する特徴的な対象物です。 

◎煙硝蔵跡(えんしょうぐらあと)： 

ここには甲府城の火薬庫だった建物がありました。 

このような建物は全国のどのお城にもありましたが、地下構造で特別な防湿構造を

もっている珍しい遺構です。 

 

◎本丸櫓跡(ほんまるやぐらあと)： 

城内の中心に建てられた櫓で、明治初年までは残っていたことが古写真でわかっ

ています。 

 

 

◎暗渠(あんきょ)： 

雨水などが盛土や石垣内部にたまると石垣は不安定になるので効果的に排水す

る必要があります。暗渠はそのための施設です。 

 

 

◎本丸(ほんまる)： 

鉄門跡(くろがねもんあと)から本丸を望む、園路が整備

されています。正面の建物はトイレです。 

銅門跡(あかがねもんあと)から本丸を望む、正面は天守

台です。 

◎中の門の跡(なかのもんのあと)： 

天守曲輪・本丸へ通じる門です。階段を上ると天守曲輪です。 

 

 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=13ffa7e9b/EXP=1388378572;_ylt=A7dPdCpMqL9Sb0EAFDiU3uV7/*-http:/u.jimdo.com/www58/o/sd8d1790c0ec6ea29/img/i9906a55776878180/1373361255/std/image.jpg
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=120m6q7qs/EXP=1388378697;_ylt=A7dPdDPIqL9SRj4AQlyU3uV7/*-http:/castle.jpn.org/kai/koufu/DSCF0573.jpg
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=13kodgvrm/EXP=1388378572;_ylt=A7dPdCpMqL9Sb0EADDiU3uV7/*-http:/img5.blogs.yahoo.co.jp/ybi/1/ea/ec/eigajin/folder/241151/img_241151_55348948_1?1360468698
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◎内松陰門(うちまつかげもん)： 

屋形曲輪（やかたくるわ）とニの丸をつなぐ門です。 

明治のはじめまでは残っていたものを絵図や発掘調査の成果をもとに、平成１

１年に復元しました。 

 

◎鍛冶曲輪門（かじくるわもん）： 

鍛冶曲輪（かじくるわ）と楽屋曲輪（がくやくるわ）をつなぐ門です。 

明治のはじめまでは残っていたものを絵図や発掘調査の成果をもとに、平

成８年に復元しました。 

 

 

 

(9)山梨県庁と防災新館： 

2013年 9月にオープンした新たな山梨県庁舎が県防災新館です。建物は地上９

階、地下２階建てです。東海地震など災害発生時は対応拠点になるように建設

されています。 

 

 

 

 

(10)富士山： 

富士山は、山梨県と静岡県に跨る活火山で、標高 3,776ｍの美しい成層火山で

す。 

2013年には世界文化遺産で登録されました。 

 

 

 

 

(11)白根三山(しらねさんざん)： 

白峰三山(しらねさんざん)は、南アルプス

国立公園内の赤石山脈(あかいしさんみゃ

く)にある北岳(きただけ 3,193ｍ)、間ノ

岳（あいのだけ 3,189ｍ）、農鳥岳（3,026

ｍのうとりだけ）の三山の総称です。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E6%A2%A8%E7%9C%8C
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%99%E5%B2%A1%E7%9C%8C
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B4%BB%E7%81%AB%E5%B1%B1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E3%81%95
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%97%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%97%E3%82%B9%E5%9B%BD%E7%AB%8B%E5%85%AC%E5%9C%92
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%97%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%97%E3%82%B9%E5%9B%BD%E7%AB%8B%E5%85%AC%E5%9C%92
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B5%A4%E7%9F%B3%E5%B1%B1%E8%84%88
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E5%B2%B3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%96%93%E3%83%8E%E5%B2%B3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%96%93%E3%83%8E%E5%B2%B3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BE%B2%E9%B3%A5%E5%B2%B3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E5%B1%B1
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=12inm3lhf/EXP=1388379007;_ylt=A7dPdCX_qb9SKWEAQjiU3uV7/*-http:/www.sannichi.co.jp/local/photo/201309/20130929_05_1.jpg
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=121l5k2eb/EXP=1388379040;_ylt=A7dPdCQfqr9SDEkAfTqU3uV7/*-http:/sozai.yutorilife.com/photo/fuji167.jpg
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=13dkfohjd/EXP=1388379113;_ylt=A7dPdClpqr9S_CMADhKU3uV7/*-http:/img5.blogs.yahoo.co.jp/ybi/1/f4/d3/osateruishi/folder/985270/img_985270_31666820_0
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=12t6uu20t/EXP=1388379113;_ylt=A7dPdClpqr9S_CMA.BGU3uV7/*-http:/www.dynax.co.jp/sinsen/gallery/alpus_of_hyway/jpg/s_alpus_kita.jpg

