
長田山手から市街地眺望

巻（講談社版） 話 主な舞台

第１巻 1 大学、自宅

主人公の住むマンション

2

三宮小公園、大丸展示
場、南京町、ひよどり台
仮設住宅、平盛俊塚、大
学

3
大学、ハーバーランド・
モザイク、観覧車、ＪＲ
元町駅

主人公の通う大学（最近改
築

4
モトコータウン（１番
館・３番館）、元町商店
街

5
須磨海岸（海水浴場・海
の家）

6
小磯記念美術館、仏家庭
料理店ル・グルニエ（六
アイ）、神戸ルミナリエ

モトーコータウン内

7
金城和歌子嬢宅、下山手
小学校

8
金城嬢宅（中央区・震
災）、下山手小学校、大
学、兵庫区図書館

阪急三宮駅北の小公園 大丸デパート 南京町 ひよどり台仮設住宅群跡

（続く）

阪神高速道路倒壊（震災）、大正筋商店街（震災）、中
央区街区（震災）、ＪＲ兵庫駅南口

漫画『神戸在住』（木村紺・作）の舞台となった神戸など一覧

※漫画『神戸在住』（木村紺・作）の舞台を巡る
（http://kdskenkyu.saloon.jp/tale56kbz.htm）
　の継続詳細説明です。

※上記のページもご覧下さい。

郷土史探訪ツーリズム研究所資料　dt23kbz.pdf

その他舞台・背景

そごう、北野異人館通、キングスコート、三宮ＫＣＣ、
元町商店街、阪神三宮駅、地下鉄長田駅

サンチカ入口（交通センタービル）、大丸、

モザイク（観覧車・夜景）、港、北野うろこの館、北野
坂CAKE & ALE、南京町

ピアザ神戸、ジャパンブックス（書店）、自宅

国道2号線、明石海峡大橋遠望、須磨駅前交差点（横断歩
道）

六甲ライナー、六甲アイランドセンター駅、六アイ駅前
噴水、ファッション美術館、菊正宗（酒蔵煙突）、自宅

花隈中央通、菅原商店街（震災）、新開地（震災）、大
開交差点（震災）、阪神高速道路上バス（震災）



平盛俊塚 モザイクの飲食店街 ハーバーランド 北野異人館（うろこの館）

須磨海岸（海水浴場） 下山手小学校跡の碑 小磯記念美術館 ファッション美術館

兵庫区図書館 そごう サンチカ入口 モザイク（観覧車・夜景）

六甲ライナー ＪＲ兵庫駅南口 元町商店街 モトコータウン（３番館）

ジャパンブックス（書店） 北野坂 ピアザ神戸 自宅マンション入口

（続く）



巻（講談社版） 話 主な舞台

第２巻 9 大丸

カフェ＆パブ「キネマ」

10
大学、北野天満宮（梅花
園）、北野展望台

11 大学（学園祭）

12
自宅、バス道（宮川橋～
長田神社）

モトコータウン元町高架１

13 喫茶キネマ（花隈）

14 自宅、大学

15
ピアザ神戸、センタープ
ラザスクエア、大学

北野天満宮
16 自宅隣木下家、大学

17
自宅、大学、昔の自宅
（東京）

18
大学、神戸国際展示場１
号館

長田神社 神戸国際展示場１号館 センタープラザ・スクエア トアロード

長田神社前商店街 バス道（宮川橋～長田神
社）

北野展望台からの眺望

（続く）

喫茶店（トアロード）

自宅

平野（街）、長田神社前商店街

ポートアイランドの動く歩道、ポートライナー三宮駅、
市民広場前駅、神戸ポートピアランド、ポーアイ南公
園、高速神戸駅、高速長田駅

ひよどり台仮設住宅、西神戸有料道路

長田神社、宮川小学校

長田神社前商店街、高速長田駅改札、自宅、阪神元町
駅、モトコータウン、花隈公園前通

長田神社前商店街、阪神三宮駅、ハンター坂、トアロー
ド、ジュンク堂（書店）、騒々堂（書店）、ＵＣＣ珈
琲、板宿

その他舞台・背景

自宅、昔の自宅（東京）

北野坂カフェ・ランドルト前、北野外国人倶楽部、北野
洋館長屋、ハンター坂、ジュノー館、風見鶏の館階段
下、自宅

ポートアイランドの動く歩道
（撤去済み）



巻（講談社版） 話 主な舞台

第３巻 19 自宅、名倉小学校

風呂屋「天神乃湯」（モデ
ル 20 大学

21 風呂屋「天神乃湯」

22 大学

名倉小学校 23
中央区役所、花隈小学校
（下山手小学校）

24
花隈小学校（下山手小学
校）

25
湊川公園、花隈小学校
（下山手小学校）

神戸港（震災） 名倉市場

巻（講談社版） 話 主な舞台

第４巻 26 自宅

布引の滝 27 大学

28

29
自宅、大学、自宅隣木下
宅

30

31
鈴木タカ美嬢宅（大阪豊
中）、鉄板焼キヨちゃん
（豊中）

須磨海浜水族園 32
そごう前陸橋、須磨海
岸、布引の滝茶屋

33
泉海洋子嬢宅（姫路青
山）、大阪空港

34
喫茶キネマ、フリーダム
店（モトコータウン）

35 大学

36
須磨海浜水族園、須磨海
岸松林

（続く）

ＪＲ三宮駅改札口・ホーム、そごう、須磨の海、三宮高
架下繊維街、ＪＲ兵庫駅

ＪＲ須磨駅

阪急梅田駅、イタリア料理店ミラネーゼ（梅田）、地下
鉄心斎橋駅、アメ村三角公園（心斎橋）、阪急服部駅

布引砂子橋

ＪＲ伊丹駅、ＪＲ姫新線夢前川橋梁（姫路市）、夢前川
沿岸（姫路市）、神戸市中央図書館

モトコー１番館、穴門商店街、自宅

センター街サンプラザ入口

ＪＲ三宮駅ホーム、北野坂、大学、自宅、布引の滝、須
磨海岸、須磨海浜水族園

長田区（街）、駄菓子屋中西商店、お米屋さん

北野交番、昔の高校（東京）、北野坂

中央区（震災）95.1.18、林浩宅、神戸港（震災）

大丸前交差点・震災１ヶ月、学校近くの風呂屋、西灘高
校、下山手小学校、関西国際空港、駄菓子屋合歓屋、そ
ば処布引庵（新開地）

その他舞台・背景

明泉寺橋バス停、近所のお豆腐屋、丸山観音（妙昌寺）

その他舞台・背景

長田区（街）、自宅、近所のコンビニ

中央区（街）、阪神淡路大震災95.1.17、メリケンパー
ク、留学生マンション、下山手青年団事務所、コープ
店、下山手公民会館

長田区（街）、名倉市場、増田製粉所前、自宅



明泉寺橋バス停 神戸中央図書館 丸山観音（妙昌寺）麓から
の景色

センター街サンプラザ入口 布引砂子橋

巻（講談社版） 話 主な舞台

第５巻 37 自宅、昔の自宅（東京）

王子動物園
38 有馬温泉蕉風庵

39 平野アパート

40
ひよどり台仮設住宅、花
隈小学校（下山手小学
校）

41 大学

有馬温泉（金泉湯） 42 大学

43 王子動物園

44 大学

45 大学、お好み焼屋

46
港遊覧船（中突堤）、地
下バー（元町）、昔の高
校（東京）

ＪＲ三宮駅前歩道橋 温泉街たんさん坂 北野坂北野物語館 北野異人館通（山本通）

（続く）

北野異人館通、東急ハンズ、喫茶店、北野英国館、鯉川
筋、中突堤、ハーバーランド・モザイク港、川崎重工業
造船所、元町商店街、ホテル、メリケンパーク、ＪＲ新
神戸駅（ホーム・トンネル）

北野坂

北野坂、阪急三宮駅、阪急王子公園駅

北野異人館通（山本通）、自宅、昔の泉海洋子嬢宅（東
京）、舞子公演、孫文記念館

新長田１番街（交番・商店街）、いかなごのくぎに、お
好み焼き屋（新長田）

神戸電鉄長田駅、六甲有馬ロープウェイ有馬駅、鼓ヶ
滝、温泉街たんさん坂、神戸電鉄有馬温泉駅

マルシン神戸新鮮市場、大学、湊川商店街、自宅

そごう前バス停、山麓バイパスひよどり、有馬街道、金
城・林宅（兵庫区）、ＪＲ三宮駅前センター交番、王子
動物園

北野坂北野物語館、新長田（街）、自宅、中突堤

その他舞台・背景

ＪＲ三宮駅前歩道橋

北野交番



東急ハンズ マルシン神戸新鮮市場 ハーバーランド・モザイク
港（遊覧船）

孫文記念館と明石海峡大橋

湊川商店街

巻（講談社版） 話 主な舞台

第６巻 47 喫茶キネマ

六甲アイランド高層住宅群
48 大学

49
仏料理店パクレトゥ（御
影住宅街内）

50 昔の自宅（東京）

51 自宅近隣渡口氏宅

52
日和氏宅（六甲アイラン
ド）

フェニックスプラザ 53 林浩実家、大学

54 自宅

55
フェニックスプラザ・レ
ストラン（ＪＲ兵庫駅
前）、自宅

56 自宅

ＪＲ兵庫駅 神戸税関 栄町ビルディング いかなごのくぎにの碑

（続く）

元町（街）、関西国際空港、喫茶店（鯉川筋）、モザイ
ク

いかなごのくぎに、ダイエーグルメシティ（長田商店
街）

ＪＲ兵庫駅、新長田

長田区（街）、鈴木タカ美嬢部屋、平野下宿部屋、高橋
愛嬢部屋（東京）、泉海洋子嬢部屋（姫路青山）、昔の
自宅部屋（東京）、市川（姫路）

阪急ガード下（御影）、自宅

自宅

長田区（バス停）、大日丘町（火事）、自宅

六甲アイランド（街）、六甲アイランドセンター駅、噴
水広場、御影、栄町、関西国際空港

その他舞台・背景

神戸税関、長田神社前筋、栄町ビルディング、モトコー
南横断歩道、ＪＲ兵庫駅前スポーツジム、韓国文化服装
院

中央区（街）、コンパ会場

新長田１番街（交番＝移転し
て無し・商店街）



巻（講談社版） 話 主な舞台

第７巻 57 宮川（長田神社横）

長田神社横の宮川 58
東遊園地パーゴラ附近
（ファッションショウ会
場）

59 大学（祭）

60 自宅

61
ライブハウス・パラ
シュート（元町）

東遊園地のパーゴラ 62 モトコータウン

63
自宅、モトコータウン、
大学

64 大学、自宅

65 自宅

須磨浦ロープウェイ ＪＲ元町駅 像（東遊園地） 元町商店街の北通

北野（小路）

（続く）

モトコー１番館入口、高速長田駅、須磨海岸

須磨浦ロープウェイ、ハンバーガーショップ、金城・林
宅、ケーキ屋フーケ庵（諏訪山）、山陽電鉄須磨浦公園
駅、鉢伏山カーレーター、鉢伏山回転展望台・展望閣

北野（小道・サッスーン邸）、昔の弟晴君の中学（東
京）

元町（裏道）、東遊園地、北野裏道、須磨浦山上公園

モトコー１番館、焼肉屋、自宅、大学、高速西元町駅、
阪神元町駅

元町商店街の北通、ＪＲ元町駅、三宮小公園

その他舞台・背景

元町（中華料理明華前）、自宅

像（東遊園地）、三宮小公園、大学



巻（講談社版） 話 主な舞台

第８巻 66
自宅、三宮小公園、自宅
隣木下宅

菅原市場 67 大学

68 曙寿司店（明石）

69 大学、自宅

70 自宅

六甲道の日の丸食堂（モデ
ル） 71

72 大学

73 大学

74 立花椿嬢結婚式（東京）

大倉山噴水公園

75 高尾霊園（東京）

76 日の丸食堂（六甲道）

77
自宅、菅原市場（震災プ
レハブ・新築）

湊川随道西口 阪急電鉄岡本駅前 三宮センター街の氷柱 明石・魚の棚商店街

明石天文科学館 街中で猪に遭遇 大丸山公園 高速長田駅前バス停附近

（続く）

ホテル（東京駅近く）、居酒屋（立川）、高橋愛嬢宅
（東京）、八重洲口、国分寺、ＪＲ高尾駅、ＪＲ武蔵境
駅、昔の自宅（武蔵境）、昔のさかいみなみ幼稚園（武
蔵境）、表具屋秦先生宅（武蔵境）、ＪＲ新宿駅、牛丼
屋（新宿）

大学、布引橋、東条湖（加東市）

ショップ９９（長田菅原通）、ＪＲ新神戸駅、散髪屋
（菅原通）、宮川（街）

三宮センター街の氷柱、大倉山噴水公園、松本通せせら
ぎ、房王子橋（上沢上）、湊川随道西口、大丸山公園

中山手通トアロード交差点、ＪＲ兵庫駅前バス停

大学校門前

ＪＲ国立駅（東京）、一橋大学（東京）

ＪＲ攝津本山駅、阪急電鉄岡本駅前、大丸

明石公園入口、山陽電鉄人丸前駅、人丸駅ホーム子午
線、明石海峡大橋、明石天文科学館、プラネタリウム
（明石）、明石・魚の棚商店街、明石公園日時計、ＪＲ
明石駅

高速長田駅前バス停附近、地下鉄上沢駅、新神戸ＯＰ
Ａ、北野通、街中で猪に遭遇

ユキータ前横断歩道（三宮）

その他舞台・背景

居留地ビル、大学



巻（講談社版） 話 主な舞台

第９巻 78 神戸ポートピアランド

平野商店街 79 おそば屋（洲本市）

80 大学

81 大学

82

83 モザイク料理店、自宅

84 雑人工場（京都）

85 雑人工場（京都）

北野風見鶏の館前公園 北野坂異人館通交差点 モザイクのウッドデッキ 明石海峡大橋・明石鳴門自
動車道

北野町東公園 阪急三宮駅ガード下 神戸大橋歩道

巻（講談社版） 話 主な舞台

第１０巻 86
自宅、メリケンパーク、
魚の建物前、映画の碑

メリケンパークの映画の碑 87
花園カフェ（トアウエス
ト）、お好み焼屋（雲井
通）

88
モトコータウン（フリー
ダム）、喫茶キネマ

89 大学、自宅

90
伊川谷カンパニー（西神
中央みかたプラザ周辺）

91

（続く）

その他舞台・背景

大丸前市電（昔）、ＪＲ神戸駅北側、高速長田駅、自宅

大学（卒業式）、異人館通、大丸前交差点、さんちか入口、自宅、雑人工場（京
都）、伊川谷カンパニー、生花教室（みかたプラザ周辺）、ギャラリー（日和洋次
追悼展・居留地）、散髪屋（菅原通）、そごう、六甲アイランドセンター駅、喫茶
キネマ、モザイク港

トアウエスト、ＪＲ元町駅、自宅近くの公園

噴水公演、栄町ビルディング、元町商店街、花時計（神
戸市役所前）、東遊園地パーゴラ

加納町（街）、阪急三宮駅、トアロード、花時計（市役
所前）、西神

長田区（街）、地下鉄西神中央駅前、同バスターミナ
ル、みかたプラザ前バス停、長田の工場、長田区役所、
西神中央駅改札口

北野風見鶏の館前公園、北野坂異人館通交差点、北野町
東公園

モザイクのウッドデッキ、湊川神社、神戸国際会館、Ｊ
Ｒ兵庫駅、ハンバーガーショップ、ハーバーランド海

京都嵯峨野、大学、阪急桂駅、阪急松尾駅、阪急十三
駅、桂川、桂橋

桂川河原、嵐山、桂離宮、昔の高校（東京）

平野商店街、自宅、神戸大橋歩道、ポートライナー南公
園駅、ＵＣＣ珈琲博物館

神戸淡路鳴門道淡路サービスエリア、自宅、明石海峡大
橋道路、北淡町（淡路市）、ホテルニューあわじ、ポー
トピアランド、淡路島、三宮ガード下

自宅

阪急三宮駅ガード下

その他舞台・背景



伊川谷カンパニー（モデル 花時計（神戸市役所前） 地下鉄西神中央駅前 みかたプラザ前バス停

阪急三宮駅 ＪＲ神戸駅北側 トアウエスト

※漫画『神戸在住』（木村紺・作）講談社の第１巻～第１０巻より抽出しました。

※このファイルのＵＲＬは、http://kdskenkyu.saloon.jp/pdf/dt23kbz.pdf

※このＰＤＦ一覧ページと別のＨＴＭファイル
“漫画『神戸在住』（木村紺・作）の舞台を巡
る”（下記のＵＲＬ）からご覧下さい。

http://kdskenkyu.saloon.jp/tale56kbz.htm

大丸前交差点


