
No. 時代 日本語タイトル English Title

13 2 古代 金属のお金のはじまり The first coins

16 5 古代 銭をつかう Money and daily life in the Nara Period

19 7 中世 海を越えてきたお金 Use of imported coins in medieval times

20,21 8 中世 銭がやってきた Chinese coins begin to flow in

23 10 中世 市のにぎわい Development of commercial activities

25,26 12 中世 撰銭 Coins classified

34,35 17 近世 海外へ出た金銀銅 Outflow of gold, silver and copper

36,37 18 近世 物流を支えたお金 Money promotes commercial activities

40,41 20 近世 改鋳（2） Reminting of coins 2

82 21 近世 改鋳（3） Reminting of coins 3

46,4748,49 23 近世 銀貨の移り変わり／銭貨の移り変わり Transformation of silver and copper coins

52 24 近世 庶民のお金 Issuance of coins in small denominations

54,55 26 近世 お札をつかう（2） Issuance of domainal notes 2

53 30 近世 都市・村でのお金の使われ方 Money and daily life in cities and villages

39 33 近世 両替屋と金銀銭の相場
Moneychangers and exchange rates between gold,

silver and copper

66 36 近代 幕末開港（1） Opening the ports and price inflation

68,69,70,71 38 近代 幕末・明治維新期のお金
Money in the final days of the Edo Period and

immediately after the Meiji Restoration

73 40 近代 「円」の誕生（2） The design of yen notes

74,75 41 近代 江戸から明治へ Transformation from the Edo Period to the Meiji Period

80,81 46 近代 にちぎん誕生（1） The founding of the Bank of Japan 1

80,81 47 近代 にちぎん誕生（2） The founding of the Bank of Japan 2

88 52 近代 金との決別（1） Departure from the gold standard

88 53 近代 金との決別（2） Scarcity of metals

90 55 近代 新円切換えと人々の生活（2）
Daily life under compulsory depositing and the

introduction of the new yen
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3 古代 銭をつくる

1 おかねの特徴 What is money?

The start of coinage by the state

6 古代 銭にかわる米と布

4 古代 めぐり始めた銭 Coins get into circulation

Rice and cloth in place of coins

11 中世 埋められた銭

9 中世 米か、銭か Payment of taxes in cash promotes coin circulation

Coins hoarded

14 近世 金銀を掘る

13 近世 ゆるやかなお金の統一 Toward the unification of domestic currency

Mining gold and silver

16 近世 貨幣天下統一

15 近世 黄金の分銅 Gold ingots

Re-start of coinage by the state after 650 years

22 近世 江戸時代の金貨の移り変わり

19 近世 改鋳（1） Reminting of coins 1

Transformation of gold coins

27 近世 お札をつかう（3） Issuance of domainal notes 3

Varieties of paper money during the Edo Period

25 近世 お札をつかう（1） Issuance of domainal notes 1

29 近世 節季払い Seasonal payments

The money tree: How to make money

28 近世 さまざまな江戸時代の紙幣

32 近世 両替屋のしごと Services provided by moneychangers

Financial power of the moneychangers

31 近世 枝銭からわかる銭貨のつくりかた

35 近代 「円」とにちぎん The era of the yen and the Bank of Japan

Outflow of gold coins and recoinage

34 近世 両替屋の金融力

39 近代 「円」の誕生（1） The birth of the yen

Private banks flourish 1

37 近代 幕末開港（2）

43 近代 広がる民間銀行（2） Private banks flourish 2

Over-issuance of paper money and inflation

42 近代 広がる民間銀行（1）

45 近代 乱発される紙幣（2） Over-issuance of paper money 2

The gold standard

44 近代 乱発される紙幣（1）

金融恐慌（2）

49 近代 金融恐慌（1） Financial crisis 1

Financial crisis 2

48 近代 金本位制

音声ガイド  Audio Guide

57 現代 現代のお金（2）

56 現代 現代のお金（1） Money in our times

Collection of BOJ notes

新円切替えと人々の生活（1）

51 近代 お金の使われ方

54 近代

The use of money in modern society

Post-war inflation

50 近代


