
 

ひょうごカルチャーパス 

 

施設利用のご案内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１８年４月 

公益財団法人 兵庫県国際交流協会 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

留学生の皆さんへ 

 

 兵庫県では、県内の大学院、大学、短期大学、高等専門学校、専修学校、日本語学校、高等学

校等に通学されている留学生の皆さんが、県内の歴史・文化施設などに無料または割引で入場で

きる制度「ひょうごカルチャーパス」を実施しています。 

 この制度は、留学生の皆さんが歴史・文化施設を通じ、兵庫県あるいは日本に対して理解と親し

みを深めていただこうと、兵庫県、県内各市町、私立の各施設のご協力を得て、実施するものです。 

次の事項に気をつけ、ひょうごカルチャーパスを使ってぜひ兵庫県内を探検してみてください。 

 

 ●各施設に入場する時は、必ずひょうごカルチャーパスと学校の学生証を 

  提示してください。 

 ●施設によっては、常設展示のみ無料であったり、入場料の一部をいただく 

  施設がありますので、３ページ以降の協力施設一覧でよく確かめてから、 

  ご利用ください。 

 ●この制度は、留学生本人のみが利用できます。 

  ●各施設へ問い合わせする場合、日本語以外で対応できない場合があります 

  ので、日本語が話せる友人などに協力してもらって問い合わせてください。 
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ひょうごカルチャーパス協力施設の所在市町 

 
                        

ひょうごかるちゃーぱす きょうりょくしせつ の しょざいしちょう 
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家島町 

 ○○ この地図の利用方法 ○○ 

◇ この地図は、協力施設が設置され

ている市町の場所を示しています。 

◇ 協力施設一覧（Ｐ３～）で興味をも

った施設が所在する市町名欄の数

字をこの地図上で探してください。 

２３ 
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ひょうごカルチャーパス協力施設一覧 

 

 施設名称／所在地・電話番号 
開館時間 

【通常の入場料→割引後の入場料】 
休館日 行き方 紹介 

神戸

市 

○1  

 

こうえきざいだんほうじん  こうせつびじゅつかん 

公益財団法人 香雪美術館 
神戸市東灘区御影郡家２－１２－１ 
℡ ０７８－８４１－０６５２ 

１０時～１７時 

（入館は１６時３０分ま

で） 

４５０円→無料、 

企画展 有料→無料 

月曜日 ○阪急「御影（みかげ）駅」

下車、徒歩５分 
○ＪＲ「住吉（すみよし）駅」

下車、徒歩１５分 

朝日新聞社の創立者、村山龍平翁が収集

した絵画、書跡（しょせき）、仏像、刀剣、茶

道具など多彩な美術品を収蔵。 

 

春と秋にテーマを決めた「コレクショ

ン展」で公開。 

ほかに日本美術の優れた作品を紹

介する「企画展」を開催。 

こうえきざいだんほうじん  はくつるびじゅつかん 

公益財団法人 白鶴美術館 
神戸市東灘区住吉山手６－１－１ 
℡ ０７８－８５１－６００１ 

１０時～１６時３０分 

（入館は１６時まで） 

 

【５００円→無料】 

月曜日（祝日の場

合は翌日） 

 
開館期間は、 
・３月初旬～６月

初旬（春季展） 
・９月中旬～１２

月初旬（秋季展） 

○阪神「御影（みかげ）駅」

下車、バス（１０分）「白

鶴美術館前（はくつるびじゅ

つかんまえ）」下車すぐ 
○JR「住吉（すみよし）駅」

下車、バス（７分）「白鶴

美術館前（はくつるびじゅつ

かんまえ）」下車すぐ 
○阪急「御影（みかげ）駅」

下車、徒歩１５分 

本館：白鶴酒造七代嘉納治兵衛が昭和９

年に完成開館した私立美術館の先駆けと

もいえる美術館。収蔵品の中心は中国と

日本の古美術品。 
 

新館：主にオリエント絨毯を所蔵・展示し

ている。 

 

 
 

横尾
よ こ お

忠則
ただのり

現代
げんだい

美術館
びじゅつかん

 

（兵庫県立美術館 王子分館） 
神戸市灘区原田通3-8-30 

℡ 078-855-5607 

10時～18時 

（企画展開催中の金・土

曜日は 20 時まで。入場

は閉館の30分前まで） 

【大学生550円→無料】 

月曜日（祝日の場

合は翌日） 

年末年始（12 月

31日～１月１日） 

メンテナンス休館

（不定期） 

○阪急電車王子公園駅

西口より西に徒歩約６

分 

○ＪＲ灘駅北口より北に

徒歩約10分 

○阪神電車岩屋駅（県

立美術館前）より北に徒

歩約12分 

兵庫県西脇市出身で国際的にも評価の

高い美術家、横尾忠則氏からの寄贈・寄

託作品を中心とした多彩な展覧会を開催

しています。また、横尾氏関連資料の保

管・調査・研究を行うアーカイブルーム、

公開制作やイベント、ワークショップなど

を行うオープンスタジオ、横尾グッズを

取り扱うミュージアムショップも備えてお

り、様々 な角度から横尾ワールドを堪能

することができます。 

ひょうごけんりつびじゅつかん げいじゅつのやかた 

兵庫県立美術館 

－「芸術の館」－ 
神戸市中央区脇浜海岸通１－１－１ 
℡ ０７８－２６２－０９０１ 

１０時～１８時 
特別展開催中の金曜日・

土曜日は２０時まで（入

場は閉館の３０分前ま

で） 

 

【県美プレミアム：大学生

４００円→無料、 

特別展：有料→無料】 

月曜日（祝日の場

合は翌日） 

 

１２月３１日～ 

１月１日(年末年

始) 

１月以降メンテナ

ンス休館があり

ます。 

詳しくはお問い合

せ下さい。 

○阪神「岩屋（いわや）（兵

庫県立美術館前 ひょうご

けんりつびじゅつかんまえ）

駅」下車、徒歩８分 
○ＪＲ「灘（なだ）駅」下

車、徒歩１０分 
○阪急「王子公園（おうじ

こうえん）駅」下車、徒歩 

２０分 

世界的建築家、安藤忠雄氏設計による西

日本最大の美術館。１０，０００点を超え

る所蔵作品を順次公開。 
また、美術作品の展示だけでなく音楽や

映画などさまざまな芸術と融合したイベ

ントも開催する。 

ミュージアムロードの活性化を図り、地

域の賑わいづくりを創出している。 

 

はんしんあわじだいしんさいきねん ひととぼうさいみ

らいせんたー 

阪神・淡路大震災記念   

人と防災未来センター 
神戸市中央区脇浜海岸通１－５－２ 

℡ ０７８－２６２－５０５０ 

http://www.dri.ne.jp/ 

 

９時３０分～１７時３０分

（入館は１６時３０分ま

で） 

 

７月～９月は９時３０分

～１８時 

（入館は１７時まで） 

 

金曜日・土曜日 

通年 ９時３０分～１９時 

（入館は１８時まで） 

 

【大学生４５０円→無料】 

月曜日（祝日また

は振替休日の場

合は翌平日） 

 

１２月３１日～ 

１月１日 

 

ＧＷ期間中（4/28

～5/5）は無休 

○阪神「岩屋（いわや）

駅」、または「春日野道

（かすがのみち）駅」下

車、徒歩約１０分 

○ＪＲ「灘（なだ）駅」下

車、徒歩約１２分 

阪神・淡路大震災の経験と教訓を後世に

継承し、国内外の災害による被害の軽減

に貢献する施設。大人からこどもまで、

実験やゲーム、防災学習パソコン等を通

して、防災・減災に関する知識を楽しみな

がら学ぶことができます。 
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 施設名称／所在地・電話番号 
開館時間 

【通常の入場料→割引後の入場料】 
休館日 行き方 紹介 

神戸

市 

○1  

 

こうえきざいだんほうじん  たけなかだいくどうぐかん 

公益財団法人 竹中大工道具

館 
神戸市中央区熊野町７－５－１ 

℡ ０７８－２４２－０２１６ 

http://dougukan.jp/ 

９時３０分～１６時３０分

（入館は１６時まで） 

 

【３００円→無料】 

月曜日（祝日の場

合は翌平日） 
 

１２月２９日～ 

１月３日 

○山陽新幹線「新神

戸駅」中央改札口よ

り徒歩約３分 

○市営地下鉄「新神

戸駅」北出口２より徒

歩約３分 

 

竹中大工道具館は日本で唯一の大工道

具の専門博物館。「人と自然をつなぐ、伝

統と革新をつなぐ」をテーマに、2014 年

10 月、新神戸駅前へ移転、オープンし

た。これまで収集した３万点余りの中か

ら選りすぐった約１千点の大工道具のほ

か、吹き抜け空間に７メートルを越える

高さでそびえ立つ原寸大の唐招提寺金

堂の柱と組物、数奇屋の繊細な仕事が見

えるスケルトン茶室など、現代の匠たち

の手によって、最高の職人技を詰め込ん

だ特別な模型を展示している。また、「宮

大工がいる博物館」というユニークな特

色を活かし、新たに設けた木工室ではプ

ロの技を間近に体感できるプログラムも

ある。なお、音声ガイド・展示ガイド（日中

英韓対応）は貸出無料。 
みなとがわじんじゃほうもつでん 

湊川神社宝物殿 
神戸市中央区多聞通３－１ー１ 
℡ ０７８－３７１－０００１ 

９時３０分～１６時３０分 

 

【大学生・高校生２００円

→無料 】 

木曜日 ○ＪＲ「神戸（こうべ）駅」下

車、徒歩３分 
○阪急、阪神、山陽「高

速神戸（こうそくこうべ）駅」

下車すぐ 
○地下鉄山手線「大倉

山（おおくらやま）駅」下車、

徒歩５分 
○地下鉄海岸線「ハー

バーランド（はーばーらん

ど）駅」下車、徒歩５分 

明治５年（１８７２年）に創建された湊川神

社には、今からおよそ６８０年前の、正義

と忠義を貫いた名将、楠木正成公がまつ

られており、大楠公と仰がれ、いつの世

にも変わる事なく崇敬されてきた。 

宝物殿には、国指定重要文化財の「法華

経奥書」や「段威腹巻」をはじめ、奉納さ

れた書画、武具、刀剣、美術工芸品など

の宝物を展示。 

 

 

こうべきたのびじゅつかん 

神戸北野美術館 
神戸市中央区北野町２－９－６ 
℡ ０７８－２５１－０５８１ 

９時３０分～１７時３０分

（入館は１７時まで） 

 

【５００円→無料】 

 

第３火曜日 

 

企画展等で開

館有り 

要問合せ 

○ＪＲ、阪神、阪急「三

宮（さんのみや）駅」下車、

徒歩１５分 
○地下鉄「新神戸（しんこ

うべ）駅」下車、徒歩８分 

明治３１年（１８９８年）に建てられた西洋

館で、戦前はドイツ人が住んでいたが、

昭和２９～昭和６２年（１９５４～８７）まで

アメリカ合衆国の所有となり、アメリカ領

事館の官舎として使用されていた建造物

を美術館として開館しています。 

フランス パリのモンマルトルの作家作

品を常設展示しています。 

ゆーしーしーこーひーはくぶつかん 

ＵＣＣコーヒー博物館 
神戸市中央区港島中町６－６－２ 
℡ ０７８－３０２－８８８０ 

 

 

 

１０時～１７時 

（入館は１６時３０分ま

で） 

 

【３００円→無料】 

月曜日（祝日の場

合は翌日） 
 
 

年末年始 

○ポートライナー三宮

（さんのみや）から北埠頭

行きに乗車後、「南公園

（みなみこうえん）駅」下車

すぐ 

日本で唯一のコーヒー専門博物館。六つ

のテーマ（起源、栽培、流通、抽出、文

化、情報）による展示室からなり、コーヒ

ーについて幅広くご紹介。様々なコーヒ

ーを楽しめる喫茶室（別料金）も併設。 

こうべかきょうれきしはくぶつかん 

神戸華僑歴史博物館 
神戸市中央区海岸通３－１－１ 
ＫＣＣビル２階 
℡ ０７８－３３１－３８５５ 

１０時～１７時 

（最終入館１６時３０分） 

 

【２００円→無料】 

※特別展は有料 

月、火、日、祝

日、年末年始 

（特別展開催期間

中は日曜も開館） 

○ＪＲ、阪神「元町（もとま

ち）駅」下車、徒歩１０分 

神戸在住の華僑の歴史を紹介。神戸港開

港以来の記念写真や華僑に関する文献、

書画、骨董（こっとう）を数多く収集、その一

部を展示している。 

 

神戸

市 

○1  

 

こうべ        とんぼだまみゅーじあむ 

ＫＯＢＥ とんぼ玉ミュージア

ム 
神戸市中央区京町７９ 日本ビルヂング２Ｆ 
℡ ０７８－３９３－８５００ 

 

 

１０時～１９時 

（入館は１８時４５分ま

で） 

 

【４００円→３００円】 

年末年始 

 

 

○ＪＲ、阪神電車、阪急

電車各「三宮（さんのみや）

駅」または、「元町（もと

まち）駅」下車、各徒歩８

分 

○神戸市営地下鉄・海

岸線「旧居留地・大丸前
（きゅうきょりゅうち・だいまるま

え）」または、「三宮・花

計前（さんのみや・はなどけ

いまえ）」下車、各徒歩６

分 

とんぼ玉をはじめとした古代から現代ま

でのランプワークといわれる技法で創ら

れたガラス工芸作品を展示。とんぼ玉の

制作体験もできます。 
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 施設名称／所在地・電話番号 
開館時間 

【通常の入場料→割引後の入場料】 
休館日 行き方 紹介 

そんぶんきねんかん（いじょうかく） 

孫文記念館（移情閣） 
神戸市垂水区東舞子町２０５１ 
℡ ０７８－７８３－７１７２ 

１０時～１７時 

（最終入館１６時３０分） 

 

【３００円→無料】 

年末年始（１２月 

２９日～１月３日） 

 

月曜日（月曜日が

祝日の場合は翌

日） 

○ＪＲ「舞子（まいこ）駅」

下車、徒歩５分 
○山陽電鉄「舞子公園

（まいここうえん）駅」 下車、

徒歩６分 

○駐車場有 

昭和５９年（１９８４年）に開設された中国

の革命家・政治家・思想家である孫文を

顕彰する日本で唯一の記念館。孫文と神

戸のかかわりを中心に移情閣の変遷な

どに関する展示が行われており、平成１

３年に国の重要文化財に指定された。 

はしのかがくかん 

橋の科学館 
神戸市垂水区東舞子町４－１１４ 
℡ ０７８－７８４－３３３９ 

http://www.hashinokagakukan.jp 

 

９時１５分～１７時 

（入館は１６時３０分ま

で） 
夏季（７/２０～８/３１） 
９時１５分～１８時 

（入館は１７時３０分ま

で） 
冬季（１２/１～２/２８） 
９時１５分～１６時３０分

（入館は１６時まで） 

 

【３１０円→２７０円】 

月曜日（祝日の場

合は開館し翌日

休、ＧＷおよび夏

季は無休） 
 

１２月２９日～ 

１月３日 

○ＪＲ「舞子（まいこ）駅」

下車、５分 

○山陽電鉄「舞子公園

（まいここうえん）駅」 下車、

徒歩７分 

橋の科学館では、世界最長のつり橋「明

石海峡大橋」の建設に使われた架橋技術

を模型・映像・パネルで紹介しています。 

また、シアタールームでは橋に関する迫

力満点の３D映像が楽しめます。くつろぎ

のスペースから見る明石海峡大橋も圧

巻です。 

日本の架橋技術のすごさを実感できま

す。 

尼崎

市 

○2  

ちかまつきねんかん 

近松記念館 
尼崎市久々 知１－４－３８ 
℡ ０６－６４９１－７５５５ 

１０時～１６時 

（入館は１５時３０分ま

で） 

 

【大学生・高校生１５０円

→無料】 

水曜日、第２日曜

日 
 

８月1３日～ 

８月1６日 
 

１２月２９日～ 

１月７日 

○JR「塚口（つかぐち）駅」

下車、南東へ徒歩１５分

○阪急「塚口（つがぐち）

駅」、阪神「尼崎（あまが

さき）駅」、ＪＲ「尼崎（あ

まがさき）駅」から阪神

バス「近松公園前（ちか

まつこうえんまえ）」下車

すぐ 

近松門左衛門の遺品約１００点が展示さ

れているほか、毎年秋に行われる「近松

祭」では、近松作品の上映や地元の方に

よる近松音頭の披露、市民ボランティア

による展示物紹介などあり。 

 

 

 

 

西宮

市 

○3  

にしのみやしおおたにきねんびじゅつかん 

西宮市大谷記念美術館 
西宮市中浜町４－３８ 
℡ ０７９８－３３－０１６４ 

１０時～１７時 

（入館は１６時３０分ま

で） 

 

【大学生・高校生１００～

６００円（展示の内容によ

って料金は異なる）→無

料】 

水曜日（祝日の場

合は翌日） 

 

年末および１月２

日まで 

 

○阪神「香櫨園（こうろえ

ん）駅」下車、徒歩６分 
近代絵画を中心とする美術品の展示の

ほか、年間数回の特別企画展を開催。 

にしのみやしかいるいかん 

西宮市貝類館 
西宮市西宮浜４－１３－４ 
℡ ０７９８－３３－４８８８ 

１０時～１７時 

（入館は１６時３０分ま

で） 

 

【２００円→無料】 

水曜日（祝日の場

合は翌日）ただし

夏休み中の水曜

日は開館。 
 

年末年始（1２月 

２９日～１月３日） 

○阪神「西宮（にしのみや）

駅」下車、バス（１７分）

「マリナパーク南（まりな

ぱーくみなみ）」下車すぐ 
○ＪＲ「西宮（にしのみや）

駅」下車、バス（２３分）

「マリナパーク南（まりな

ぱーくみなみ）」下車すぐ 

貝類は世界に１０万種、日本に７千種が

生息。当館には重さ２００㎏近いオオシャ

コガイから、ゴマ粒ほどの小さな貝ま

で、世界の貝類約 ２千種５千点が展示さ

れている。磯や砂浜、陸貝のジオラマや

オウムガイの泳いでいる姿も見られる。

手でさわれる貝もたくさんあるので、貝

の重さや形を実感できる。 

西宮

市 

○3  

こうえきざいだんほうじんたつうまこうこしりょうかん 

公益財団法人辰馬考古資料館 
西宮市松下町２－２８ 
℡ ０７９８－３４－０１３０ 

１０時～１６時３０分 

（入館は１６時まで） 

 

【大学生１００円、高校生

無料→無料】 

月曜日（ただし、

開館は春・夏・秋

の３期間のみ） 

○阪神「香櫨園（こうろえ

ん）駅」下車、徒歩２分 
○阪急「夙川（しゅくがわ）

駅」下車、徒歩１０分 

○ＪＲ「さくら夙川（さくらし

ゅくがわ）駅」下車、徒歩７

分 

重要文化財に指定された考古資料２１点

を含め、縄文土器や土偶、銅鐸（どうたく）な

どを収蔵。春は富岡鉄斎作品、夏・秋に考

古資料を展示する。 

 

芦屋

市 

○4  

 

 

あしやしりつびじゅつはくぶつかん 

芦屋市立美術博物館 
芦屋市伊勢町１２－２５ 
℡ ０７９７－３８－５４３２ 

 

 

１０時～１７時 

（入館は１６時３０分ま

で） 

 

【２００円→１００円】 

※特別展は通常料金の

半額 

月曜日（祝日の場

合は翌日） 
 

年末年始 

 

展示入替期間 

○阪神「芦屋（あしや）駅」

下車、徒歩１５分 
○阪神「芦屋（あしや）駅」

下車、バス（５分）「緑町

（みどりちょう）」下車、徒歩

２分 

芦屋ゆかりの作家の作品を中心に内外

の名画、作品を展示。 

手作りマーケット｢ART MARKET あしや

つくる場」の開催やワークショップも行

う。 

 

 



6 

 

 施設名称／所在地・電話番号 
開館時間 

【通常の入場料→割引後の入場料】 
休館日 行き方 紹介 

 

 

あしやしたにざきじゅんいちろうきねんかん 

芦屋市谷崎潤一郎記念館 
芦屋市伊勢町１２－１５ 
℡ ０７９７－２３－５８５２ 

１０時～１７時 

（入館は１６時３０分ま

で） 
 
【大学生・高校生２００円

→１００円（特別展の場合

も半額）】 

月曜日（祝日の場

合は翌日）  
 

１２月２８日～ 

１月４日 
 

展示入替期間 

芦屋市立美術博物館と

同じ行き方。 

（美術博物館に隣接） 

 

谷崎潤一郎に関する書籍や原稿、書簡、

美術品などを収蔵し、展示。ロビーギャラ

リーでの展示や文学館講座も開いてい

る。 

 

 

 

てきすいびじゅつかん 

滴翠美術館 
芦屋市山芦屋町１３－３ 
℡ ０７９７－２２－２２２８ 

１０時～１６時 

（春季・秋季のみ開館、 

入館は１５時３０分まで） 

 

【４１０円→無料】  

※陶芸一日体験教室 ５

割引き 

月曜日 
 

夏季・冬季 
 

○阪急「芦屋川（あしやが

わ）駅」下車、徒歩８分 
○JR「芦屋（あしや）駅」下

車、バス（５分） 「開森

橋（かいもりばし）」 下車、

徒歩５分 
○阪神「芦屋（あしや） 駅」

下車、バス（１０分）「開

森橋（かいもりばし）」下車、

徒歩５分 

大阪財界で活躍された故山口吉郎兵衛

（やまぐちきちろべえ）氏が収集した人形・かる

た・羽子板類のコレクション及び陶器（特

に京焼、紀州焼等）の古美術品等を収蔵。 

また美術館に併設して、周りの恵まれた

自然環境の中で、土ひねりが楽しめる陶

芸教室がある。 

 

きょしきねんぶんがくかん 

虚子記念文学館 
芦屋市平田町８－２２ 

℡ ０７９７－２１－１０３６ 

１０時～１７時 

（入館は１６時３０分ま

で） 

 

【大学生５００円・高校生

３００円→無料】 

月曜日 

 

祝日・振替休日の

翌日 

 

年末年始 

○阪急「芦屋川（あしやが

わ）駅」下車、南側５番の

りばから阪急バス「テ

ニスコート前（まえ）」下

車、徒歩８分 

○ＪＲ「芦屋（あしや）駅」

下車、北側５番のりば

から阪急バス「テニスコ

ート前（まえ）」下車、徒歩

８分 

○阪神「芦屋（あしや）駅」

下車、徒歩１５分 

俳人・高浜虚子の作品を常設展示。また、

高浜虚子や俳句に関する調べものがで

きる閲覧室もある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宝塚

市 

○5  

たからづかしりつてづかおさむきねんかん 

宝塚市立手塚治虫記念館 
宝塚市武庫川町７－６５ 
℡ ０７９７－８１－２９７０ 

９時３０分～１７時 

（入館は閉館の３０分前

まで） 

 

【大学生７００円・高校生

３００円→無料】 

水曜日（祝日の場

合、及び春・夏休

み期間中は開館） 

 
２月２１日～ 

２月末日 

 
１２月２９日～ 

１２月３１日 

 

その他臨時休館

日あり 

○JR・阪急「宝塚（たから

づか）駅」下車、徒歩８分 

○阪急「宝塚南口（たか
らづかみなみぐち）駅」下

車、徒歩５分 

手塚治虫のオリジナル作品をハイビジョ

ンで楽しめる映像ホールや、アニメ制作

が体験できるアニメ工房、手塚作品を楽

しめるライブラリーや、アニメや情報を閲

覧できる情報・アニメ検索機、常設・企画

展示室などを配置。 

 

 

 

 

 

 

川西

市 

○6  

かわにししきょうどかん 

川西市郷土館 
川西市下財町４－１ 
℡ ０７２－７９４－３３５４ 

http://www.city.kawanishi.hyogo.jp/kyoik

u/kyodokan.html 

１０時～１６時３０分 

（入館は１６時まで） 

 

【２００円→無料】 

月曜日（祝日の場

合は翌日） 
 

年末年始 

○能勢（のせ）電鉄「山下

（やました）駅」下車、徒歩

１５分 

郷土館は、銅の製錬を業としていた旧平

安邸を利用し開館。敷地内には、移築・復

元された洋館の「旧平賀邸」、青木・平通

両画伯記念館の「ミューゼレスポアー

ル」、平通画伯のアトリエを再現した「アト

リエ平通」がある。 
 

 
おおさかあおやまれきしぶんがくはくぶつかん 

大阪青山歴史文学博物館 
川西市長尾町１０－１ 
℡ ０７２－７９０－３５３５ 

https://www.osaka-aoyama.ac.jp/facility

/museum/ 

１０時～１７時 

（入館は１６時３０分ま

で） 

 

【（所蔵品展）大学生・高

校生２００円→無料】 

※特別展は減免対象外 

日曜日・月曜日・

展示替え期間 

（展覧会会期中の

み開館） 

○能勢電鉄「一の鳥居

（いちのとりい）駅」下車す

ぐ 

大阪青山大学の付属施設で、かつて付近

に存在した「山下城」をイメージした城郭

建築。国宝１件、重要文化財 16 件、重要

美術品41件を含む５千件を超える文化財

を収蔵。年に１～２回の特別展の他、テ

ーマを設けた所蔵品展も開催。 
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 施設名称／所在地・電話番号 
開館時間 

【通常の入場料→割引後の入場料】 
休館日 行き方 紹介 

三田

市 

○7  

ひょうごけんりつひととしぜんのはくぶつかん 

兵庫県立人と自然の博物館 
三田市弥生が丘６丁目 
℡ ０７９－５５９－２００１ 

１０時～１７時 

（入館は１６時３０分ま

で） 

 

【大学生１５０円→無料】 

月曜日（祝日の場

合は翌日） 
 

年末年始 

冬季に臨時休館

日有り 

○神戸電鉄「フラワータ

ウン駅」下車すぐ 
○神姫バス「フラワータ

ウンセンター前」下車す

ぐ 

人と自然との共生をテーマに、兵庫県下

各地域の特色ある自然や地球上の生物

の世界などを大型パネルや標本、映像、

ジオラマなどで紹介。 

 

 

明石

市 

○8  

あかししりつぶんかはくぶつかん 

明石市立文化博物館 
明石市上ノ丸２丁目１３－１ 
℡ ０７８－９１８－５４００ 

http://www.akashibunpaku.com 

 

９時３０分～１８時３０分 

（入館は３０分前まで） 

 

【１５０円→無料】 

月曜日（祝日及び

特別展中は開館） 
 

年末年始(１２月 

２９日～１月３日) 

○ＪＲ・山陽電車「明石

（あかし）駅」下車、徒歩５

分 

「自然環境と人々のくらし」を中心に、明

石のもつ歴史上の特色あるできごと、役

割等を、８つのテーマごとに実物資料や

パネル、標本で紹介。 

体験学習室では、鎧（よろい）・十二単（じゅう

にひとえ）の着付体験ができる（事前申込受

付制：詳しくは博物館まで）。 

あかししりつてんもんかがくかん 

明石市立天文科学館 
明石市人丸町２－６ 
℡ ０７８－９１９－５０００ 

http://www.am12.jp/ 

 

９時３０分～１７時 

（入館は１６時３０分ま

で） 

 

【大学生７００円→無料】 

※高校生以下無料 

 

※特別展も減免 

但し、特別催事は減免対

象外 

月曜日・第２火曜

日（祝日の場合は

開館し、その翌日

が休館） 
 

年末年始 

○山陽電車「人丸前（ひと

まるまえ）駅」下車、徒歩３

分 
○ＪＲ「明石（あかし）駅」

下車、徒歩１５分 

１９６０年に日本標準時子午線上に建てら

れた「時と宇宙の博物館」。 

プラネタリウムや展示室、天体観測室、１

４階展望室などがある。 

 

 

 

加古

川市 

○9  

あかりのかこしりょうかん 

あかりの鹿児資料館 
加古川市加古川町粟津８０３－１ 
℡ ０７９－４２１－２１９１ 

１０時～１７時 

 

【２００円→無料】 

月曜日（祝日の場

合は翌日） 
祝日の翌日  
年末年始 

ゴールデンウィ

ーク 

盆休み 

○ＪＲ「加古川（かこがわ）

駅」下車、バス（５分）

「加古川簡易裁判所南
（かこがわかんいさいばんしょ

みなみ）」下車すぐ 

１階・２階では「江戸のあかりと明治の洋

燈（らんぷ）」と題し、電気以前のあかりの

道具を展示。特別展示場では、特別展や

企画展を開催。 

西脇

市 

○10  

にしわきしおかのやまびじゅつかん 

西脇市岡之山美術館 

西脇市上比延町３４５－１ 
℡ ０７９５－２３－６２２３ 

１０時～１７時 

（入館は１６時３０分ま

で） 

 

【２１０円→無料】 

月曜日 (祝日の

場合は翌日) 

 

祝日の翌日 

 
年末年始（1２月 

２９日～１月３日） 

 

展示替期間 

※８月全て開館 

○ＪＲ加古川線「日本へ

そ公園（にほんへそこうえ

ん）駅」下車すぐ 
○中国自動車「滝野社

（たきのやしろ）」インターチ

ェンジ」より車で１５分 

磯崎新氏設計による３両連結の列車をイ

メージした美術館。 

本館ギャラリーにては現代美術作家の企

画展覧会、併設のアトリエでは、地域の

作家の個展等を開催。 

 

にしわきけいいどちきゅうかがくかん てら・どーむ 

にしわき経緯度地球科学館 

「テラ・ドーム」 
西脇上比延町３３４－２ 
℡ ０７９５－２３－２７７２ 

１０時～１８時 

（入館は１７時３０分ま

で） 

 

【２００円→無料】 

月曜日（祝日の場

合はその翌日） 
 

年末年始 

○ＪＲ加古川線「日本へ

そ公園（にほんへそこうえ

ん）駅」下車、徒歩５分 

○中国自動車道「滝野

社（たきのやしろ）」インタ

ーチェンジより車で１５

分 

東経１３５度と北緯３５度の交わる「日本

のへそ」にあり、地球や宇宙について楽

しく学べる科学館。８１ｃｍ反射望遠鏡を

備えた天文台では、晴れた日には昼間

でも星を見ることができる。周辺には、遊

具がいっぱいの「へそ公園」があり、親

子で１日楽しめる。 

三木

市 

○11  

みきしりつほりみつびじゅつかん 

三木市立堀光美術館 
三木市上の丸町４－５ 
℡ ０７９４－８２－９９４５ 

１０時～１７時 

（入館は１６時３０分ま

で） 

 

【常設展は無料、特別展

は有料→無料】 

月曜日 
 

祝日の翌日 
 

１２月２８日～ 

１月４日 

○神戸電鉄粟生（あお）

線「三木上の丸（みきうえ

のまる）駅」下車、徒歩５

分 

１９８２年に堀田光雄氏（故人）が建物とコ

レクションを三木市に寄贈されて開館。堀

光コレクション（日本画、洋画、書、美術工

芸品）等を収蔵。 

特別展、企画展、アート・フェス公募展等

を開催。 

小野

市 

○12  

おのしりつこうこかん 

小野市立好古館 
小野市西本町４７７ 
℡ ０７９４－６３－３３９０ 

９時３０分～１７時 

（入館は１６時３０分ま

で） 

 

【２００円（特別展３００円）

→無料】 

月曜日（祝日の場

合は翌日） 
 

１２月２８日～ 

１月４日 

○神戸電鉄「小野（おの）

駅」下車、徒歩５分 

小野に人々 が住み始めてからの足跡を

時代の流れとともに紹介するとともに、

小野の豊かな自然とそこにいきづく伝統

産業や郷土が生んだ先人を紹介。 

 

 



8 

 

 施設名称／所在地・電話番号 
開館時間 

【通常の入場料→割引後の入場料】 
休館日 行き方 紹介 

加西

市 

○13  

ひょうごけんりつふらわーせんたー 

兵庫県立フラワーセンター 
加西市豊倉町飯森１２８２－１ 
℡ ０７９０－４７－１１８２ 

９時～１７時 

（入館は１６時まで） 

 

【大学生５００円→無料】 

水曜日（祝日の場

合は翌日） 

 
１２月２８日～ 

１月１日 

 

チューリップまつ

り、菊花展開催期

間は無休。 

○北条鉄道「北条町（ほう

じょうまち）駅」下車、タクシ

ーで１５分 

○中国自動車道「加西

（かさい）インターチェン

ジより車で５分 

自然の森林に囲まれた園内には、中央

に水鳥の遊ぶ亀の倉池、南国ムードあ

ふれる大温室、季節の花が競う大小さま

ざまな花壇や樹木園では四季を通じて花

や香りを楽しむことができる。 
 
 

加東

市 

○14  

かこがわりゅういきたきのれきしみんぞくしりょうかん 

加古川流域滝野歴史民俗資料

館 
加東市下滝野１３６９ 
℡ ０７９５－４８－３０４６ 

８時３０分～１７時 

 

【１００円→無料】 

月曜日、祝日及

び月曜日が祝

日の場合はそ

の翌日 

 

１２月２９日～ 

１月３日 

○ＪＲ加古川線「滝野（た

きの）駅」下車、徒歩１５

分 

加古川を航行した高瀬舟並びに加古川流

域の生活・歴史文化に関する資料を収

集・保存・展示。 

 

 

 

姫路

市 

○15  

 

ひょうごけんりつれきしはくぶつかん 

兵庫県立歴史博物館 
姫路市本町６８ 
℡ ０７９ー２８８－９０１１ 

１０時～１７時 

（入館は１６時３０分ま

で） 

 

【大学生１５０円→無料】 

※特別展、特別企画展に

ついても無料 

月曜日（祝日の場

合は翌日） 

 

冬季に２ヶ月程度

臨時休館予定 

 

年末年始（１２月 

２９日～１月３日） 

○ＪＲ姫路駅・山陽電車

山陽姫路駅から神姫バ

ス「姫路医療センター経

由系統」で約 8 分、『姫

山公園北・博物館前』で

下車または城周辺観光

ループバスで約 8 分、

『博物館前』下車 

「交流」をテーマに、子どもからお年寄の

方まで３世代が楽しめる博物館です。現

存している１２の天守の模型や祭で使う

屋台やだんじりなどを展示しています。

また、十二単・鎧・かぶとの着付け体験

ができ、海外からのお客様にも大変好評

です。 

ひめじじょう  

姫路城  
姫路市本町６８ 
℡ ０７９－２８５－１１４６ 

９時～１６時（閉門１７時） 

ただし、４月２７日～８月

３１日の期間は９時～ 

１７時（閉門１８時） 

 

【大学生１，０００円 

、高校生３００円→無料】 

 

１２月２９日～３０

日（予定） 

○ＪＲ「姫路（ひめじ）駅」

下車、徒歩２５分 

○JR「姫路駅」下車、バ

ス（５分）「姫路城大手門

前」下車、徒歩５分 

日本ではじめて、法隆寺とともに世界文

化遺産に登録された、日本を代表する最

も完成された城郭建築。 

 

ひめじしへいわしりょうかん 

姫路市平和資料館 
姫路市西延末４７５ 
℡ ０７９－２９１－２５２５ 

９時３０分～１７時 

（入館は１６時３０分ま

で） 

 

【大学生・高校生 ２００円

→無料】 

※企画展は無料 

月曜日（祝日の場

合は翌日） 

 

祝日の翌日（土・

日曜、祝日を除

く） 
 

年末年始（１２月２

８日～１月５日） 

○山陽電鉄「手柄（てが

ら）駅」下車、西へ徒歩 

１５分 

○ＪＲ「姫路（ひめじ）駅」

下車、駅南口からバス

(７分)「姫路市文化セン

ター前（ひめじしぶんかせん

たーまえ）」下車、山上へ

徒歩１５分 

常設展「美しい城下町・姫路」「覆われた

姫路城」「よみがえる姫路城」「炎の中の

姫路城」「平和を祈って」という五つのテ

ーマで戦前・戦中・戦後の姫路を写真パ

ネルや現物資料で紹介。防空壕や居間も

再現、空襲を疑似体験できるコーナーも

あります。 

また、春季・秋季企画展など年４回の企画

展を開催。 

姫路

市 

○15  

ひめじじょうにしおやしきあとていえんこうこえん 

姫路城西御屋敷跡庭園好古園 
姫路市本町６８ 
℡ ０７９－２８９－４１２０ 

９時～１７時 

（入園は１６時３０分ま

で） 
ただし、４月２７日～８月

３１日の期間は９時～ 

１８時（入園は１７時３０

分まで） 

 

【大学生３００円、高校生

１５０円→無料】 

１２月２９日・３０

日 
○ＪＲ・山陽電車「姫路

（ひめじ）駅」下車、徒歩１

５分 
○JR・山陽電車「姫路

（ひめじ）駅」下車、バス

（５分）「聴覚特別支援学

校・好古園前（ちょうかくとく
べつしえんがっこう・こうこえん

まえ）」下車、徒歩５分 

世界文化遺産国宝姫路城を借景に、姫路

市制百周年を記念して造営、開園した池

泉回遊式の日本庭園。 

園内ではレストランで食事ができるほ

か、茶室で呈茶を楽しむことができる。 
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 施設名称／所在地・電話番号 
開館時間 

【通常の入場料→割引後の入場料】 
休館日 行き方 紹介 

ひめじしりつびじゅつかん 

姫路市立美術館 
姫路市本町６８－２５ 
℡ ０７９－２２２－２２８８ 

１０時～１７時 

（入館は１６時３０分ま

で） 
 

【１５０円→無料】 

※特別展は有料 

毎週月曜日（祝

日・休日の場合を

除く） 

 

年末年始 

○ＪＲ・山陽電鉄「姫路

（ひめじ）駅」下車、バス

（６分）「姫山公園南・医

療センター・美術館前
（ひめやまこうえんみなみ・い

りょうせんたー・びじゅつかん

まえ）」下車すぐ 
○徒歩の場合は、「姫

路（ひめじ）駅」より２０分 

世界文化遺産に登録された、国宝姫路城

の東隣にあるレンガ造りの美術館。日本

画、油彩、水彩、素描、版画、彫刻、工芸

など多彩な分野を網羅しており、郷土作

家をはじめ、橋本関雪や村上華岳などの

作品も収蔵している。 

また、ベルギーの作家の収蔵も多く、中

でも、ポール・デルヴォーやルネ・マグリ

ットの油彩、版画が目をひく。 

常設展示室、企画展示室、ギャラリーな

どの展示スペースがあり、年間を通して

さまざまな展覧会を開催している。広い

芝生の前庭には、彫刻などが配置され、

散策しながら芸術鑑賞が楽しめる。 

ひめじししょしゃのさと・びじゅつこうげいかん 

姫路市書写の里・美術工芸館 
姫路市書写１２２３ 
℡ ０７９－２６７－０３０１ 

１０時～１７時 

（入館は１６時３０分ま

で） 

 

【２００円→無料】 

月曜日（休日の場

合は翌日） 

 
休日の翌日（土・

日曜日を除く） 

 
年末年始（1２月 

２５日～１月５日） 

○ＪＲ・山陽電鉄「姫路

（ひめじ）駅」下車、バス

（２５分）「書写山ロープ

ウェイ（しょしゃざんろーぷう

ぇい）」下車、徒歩３分 

階段上に並ぶ約３００体の泥仏、壺や皿、

書画など個性あふれる元東大寺別当（華

厳宗管長）・清水公照の作品、全国の郷土

玩具、地元の工芸品を展示。そのほか、

はりこやこまなどの伝統工芸品の製作実

演コーナー（実演日要確認）や絵付け体

験コーナーがある。 

 

ひめじぶんがくかん 

姫路文学館 
姫路市山野井町８４ 
℡ ０７９－２９３－８２２８ 

１０時～１７時 

（入館は１６時３０分ま

で） 

 

【２００円→無料】 

月曜日（祝日を除

く） 

 
祝日の翌日（土・

日曜日を除く） 

 
１２月２５日～ 

１月５日 

○ＪＲ「姫路（ひめじ）駅」

下車、バス（６分）「市之

橋文学館前（いちのはしぶ

んがくかんまえ）」下車、徒

歩４分 

姫路を中心とした播磨ゆかりの文人たち

を顕彰し、資料の収集及び調査・研究を

目的として開館。世界文化遺産・国宝姫路

城北西にある安藤忠雄氏設計のユニー

クなデザインの建物。北館には、「姫路

城歴史ものがたり回廊」や「ことばの森展

示室」、南館には、「司馬遼太郎記念室」、

「図書室」カフェがある。 

えんざんきねんにほんこうげいびじゅつかん 

圓山記念日本工藝美術館 
姫路市西今宿１－１－８ 
℡ ０７９－２９２－３４３３ 

１０時～１７時 

（入館は１６時３０分ま

で） 

 

【大学生５００円・高校生

５００円→無料】 

※特別展は有料 

月曜日（祝日の場

合は翌日） 

 

年末年始 

 

※臨時休館する

場合があります 

 

○ＪＲ「姫路（ひめじ）駅」

下車、バス（１０分）「琴

丘高校前（ことがおかこうこ

うまえ）」下車、徒歩２分 

松田権六、香取正彦等の漆工、金工、木

竹工、陶芸、染織、和紙と広い範囲にわ

たる人間国宝の作品をはじめ、古ジャワ

更紗（さらさ）やボロブドゥル関係資料を展

示。また、工芸実技講座、美術講座なども

開催。 

※工芸実習を希望する場合、事前

連絡が必要 

にほんがんぐはくぶつかん 

日本玩具博物館 
姫路市香寺町中仁野６７１－３ 
℡ ０７９－２３２－４３８８ 

１０時～１７時 

 

【４００円→３００円】 

水曜日（祝日は開

館） 
 

１２月２８日～ 

１月２日 

○ＪＲ播但線「香呂（こう

ろ）駅」下車、徒歩約１５

分 

白壁土蔵造りの６棟からなり、日本の郷

土玩具や駄菓子屋の玩具、近代玩具、世

界１６０カ国の玩具と人形など、総数９万

点の収蔵。５，０００点を展示。 

ミシュラン・グリーンガイド２つ星に選定。 

たつ

の市 

○16  
 

うすくちたつのしょうゆしりょうかん 

うすくち龍野醤油資料館 
たつの市龍野町大手５４－１ 

℡ ０７９１－６３－４５７３ 

９時～１７時 

（入館は１６時３０分ま

で） 

 

【１０円→無料】 

月曜日（祝日の場

合は翌日 

年末年始 

（要問合せ） 

○ＪＲ姫新線「本竜野

（ほんたつの）駅」下

車、徒歩２０分 

龍野でしょうゆづくりが始まったのは約４

００年前からであり、代々 しょうゆをつくり

継いできた先人の工夫や愛情、古い道具

や文書などを中心に展示している。 

 

こうえきざいだんほうじん    かじょうかん 

公益財団法人  霞城館 
たつの市龍野町上霞城３０－３ 
℡ ０７９１－６３－２９００ 

９時３０分～１７時 

（入館は１６時３０分ま

で） 

 

【２００円→無料】 

月曜日（祝日の場

合は開館、祝祭

日の翌日と 、

翌々 日は休館） 

○ＪＲ姫新線「本竜野（ほ

んたつの）駅」下車、徒歩２

０分 

龍野が生んだ現代の文化人、三木露風、

内海青潮、矢野勘治、三木清ら４氏に関

する文献や資料を収蔵・展示。 
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 施設名称／所在地・電話番号 
開館時間 

【通常の入場料→割引後の入場料】 
休館日 行き方 紹介 

いぼのいとしりょうかんそうめんのさと 

揖保乃糸資料館そうめんの里 
たつの市神岡町奥村５６ 
℡ ０７９１－６５－９０００ 

９時～１７時 

（入館は１６時３０分ま

で） 

 
【大学生３００円・高校生

２００円→無料】 

月曜日（祝日の場

合は翌日） 
 

年末年始 

○ＪＲ姫新線「東觜崎（ひ

がしはしさき）駅」下車、徒

歩１５分 

播磨の地に生まれ育った手延べそうめ

んを紹介し、その歴史ある伝統を学び、

味わいを体験するテーマ館。 

そうめんの試食もできる。 

 

たつのしりつたつのれきしぶんかしりょうかん 

たつの市立龍野歴史文化資料

館 
たつの市龍野町上霞城１２８－３ 
℡ ０７９１－６３－０９０７ 

９時～１７時 

（入館は１６時３０分ま

で） 

 

【１００円→無料】 

月曜日（祝日の場

合は翌日）、 
祝日の翌日（土日

曜日にあたる場

合は火曜日）、 
１２月２７日～ 

１月４日、 

特別展の前後 

○ＪＲ姫新線「本竜野（ほ

んたつの）駅」下車、徒歩１

５分 

たつの市及び周辺の原始古代から近世

までの流れを、「原始古代の龍野」「古代

の山陽道」「中世の筑紫大道」「龍野城主

と城下町」「近世の街道と揖保川」の五つ

のコーナーによって時代順に紹介。年１

回、特別展を開催。 

たつのしりつむろつみんぞくかん 

たつの市立室津民俗館 
たつの市御津町室津３０６ 
℡ ０７９－３２４－０６５０ 

９時３０分～１７時 

（入館は１６時３０分ま

で） 

 

【２００円→無料】 

月曜日（祝日を除

く）、 
祝日の翌日（土・

日・祝日を除く）、 
毎月末日（土・日

曜の場合は開

館）、 
１２月２９日～ 

１月４日 

○山陽電鉄「山陽網干

（あぼし）駅」下車、神姫バ

ス市民病院経由大浦行

き（２５分）「室津（むろ

つ）」下車、徒歩７分 

江戸時代、海産物問屋として富をなした

豪商「魚屋」の建物。建物の保存を主目的

とした資料館で、室津の歴史や民俗関連

の資料を展示している。 

たつのしりつむろつかいえきかん 

たつの市立室津海駅館 
たつの市御津町室津４５７ 
℡ ０７９－３２４－０５９５ 

９時３０分～１７時 

（入館は１６時３０分ま

で） 

 

【２００円→無料】 

月曜日（祝日を除

く）、 
祝日の翌日（土・

日・祝日を除く）、 
毎月末日（土・日

曜の場合は開

館）、 
１２月２９日～ 

１月４日 

○山陽電鉄「山陽網干

（あぼし）駅」下車、神姫バ

ス市民病院経由大浦行

き（２５分）「室津（むろつ）」

下車、徒歩７分 

江戸時代、廻船業で富をなした豪商「嶋
屋」の建物。海の宿駅として栄えた室津
を知ってもらうため、廻船、参勤交代、江
戸参府、朝鮮通信使の四つのテーマで資
料を展示している。 

赤穂

市 

○17  

 

あこうしりつれきしはくぶつかん 

赤穂市立歴史博物館 
赤穂市上仮屋９１６－１ 

℡ ０７９１－４３－４６００ 

９時～１７時 

（入館は１６時３０分ま

で） 

 

【２００円→無料】 

水曜日（祝日の場

合は翌日）、 
１２月２８日～ 

１月４日、 

 

○ＪＲ「播州赤穂（ばんしゅ

うあこう）駅」下車、徒歩約

２０分 

国指定重要有形民俗文化財の製塩用具

を中心に、映像や模型、絵画、出土遺物

等を「赤穂の塩」「赤穂の城と城下町」「赤

穂義士」「旧赤穂上水道」の四つのテーマ

で展示。  

あこうしりつみんぞくしりょうかん 

赤穂市立民俗資料館 
赤穂市加里屋８０５－２ 
℡ ０７９１－４２－１３６１ 

９時～１７時 

（入館は１６時３０分ま

で） 

 

【１００円→無料】 

水曜日（祝日の場

合は翌日）、 

 
１２月２８日～ 

１月４日 

 

○ＪＲ「播州赤穂（ばんしゅ

うあこう）駅」下車、徒歩約

２５分 

建物は、明治時代の赤穂塩務局の庁舎を

利用しており、兵庫県指定の重要有形文

化財に指定されている。 

江戸時代から昭和４０年代の赤穂で使わ

れた日常生活用具や農耕生産用具など

を中心に、８，０００点を超えるさまざまな

資料を収蔵・展示。 

赤穂

市 

○17  

 

おおいしじんじゃぎししりょうかん 

大石神社義士史料館 
赤穂市上仮屋旧城内 
℡ ０７９１－４２－２０５４ 

８時３０分～１７時 

 

【４５０円→無料】 

年中無休 ○ＪＲ「播州赤穂（ばんしゅ

うあこう）駅」下車、徒歩１

０分 

赤穂城三の丸の大石内蔵助をはじめ四

十七士をまつる大石神社の境内にあり、

義士の遺品、忠臣蔵の浮世絵筆を展示し

た宝物殿、同別館、義士の木像を納めた

義士木像奉安殿、国指定史跡の大石邸長

屋門、庭園が拝観できる。 

かがくじほうもつかん・ぎしもくぞうどう 

花岳寺宝物館・義士木像堂 
赤穂市加里屋１９９２ 
℡ ０７９１－４２－２０６８ 

９時～１６時 

 

【２００円→無料】 

年中無休 ○ＪＲ「播州赤穂（ばんしゅ

うあこう）駅」下車、徒歩 

１０分 

赤穂藩歴代藩主の菩提寺。浅野家と赤穂

義士に関する貴重な資料を展示。境内に

は浅野家霊廟（れいびょう）や義士の墓所

等もあり、赤穂義士ゆかりの史跡であ

る。 
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 施設名称／所在地・電話番号 
開館時間 

【通常の入場料→割引後の入場料】 
休館日 行き方 紹介 

あこうしりつびじゅつこうげいかん 

赤穂市立美術工芸館 
赤穂市御崎３１４－１０ 
℡ ０７９１－４２－０５２０ 

９時～１７時 

（入館は１６時３０分ま

で） 

 

【２００円→無料】 

火曜日（祝日の場

合は翌日） 

  
年末年始（1２月 

２８日～１月４日） 

○ＪＲ「播州赤穂（ばんしゅ

うあこう）駅」下車、バス

（１５分）「川口町東停留

所（かわぐちちょうひがしてい

りゅうじょ）」下車すぐ 

当地で江戸時代前期より塩田、塩問屋な

どを営んできた「田淵家」より赤穂市に寄

贈された美術品、古文書類を展示。美術

品は、日本画、書、茶道具、婚礼道具など

多岐にわたっている。 

宍粟

市 

○18  

しそうしれきししりょうかん 

宍粟市歴史資料館 
宍粟市一宮町三方町６３３ 
℡ ０７９０－７４－８８５５ 

９時～１７時 

（入館は１６時３０分ま

で） 

 

【３００円→無料】 

 

月曜日（祝日の場

合を除く） 
 

年末年始 

○バス「家原遺跡公園

（えばらいせきこうえん）」下

車、徒歩５分 
○中国自動車道「山崎

（やまさき）インターチェン

ジ」より車で４０分 

大規模な複合集落跡である家原遺跡の

各時代の復元住居を復元し、「古代の村」

を再現。資料館では、家原遺跡の出土品

を中心に一宮地区の歴史を展示。 

太子

町 

○19  

たいしちょうりつれきししりょうかん 

太子町立歴史資料館 
揖保郡太子町鵤１３１０－１ 
℡ ０７９－２７７－５１００ 

１０時～１８時 

（入館は１７時３０分ま

で） 

 

【常設展は無料、 

 企画展は有料→無料】 

火曜日 
 

祝日の翌日 
 

１２月２９日～ 

１月３日 

○ＪＲ「網干（あぼし）駅」

下車、バス「鵤（いかる

が）」下車すぐ 

聖徳太子ゆかりの法隆寺領鵤荘と山陽道

鵤宿を中心に、豊富な埋蔵文化財などを

常設展示するとともに、企画展を年２回、

歴史講座を毎月１回開催し、地域の歴史

や文化について紹介しています。 

佐用

町 

○20  

 
 

さようちょうりつひらふくきょうどかん 

佐用町立平福郷土館 
佐用郡佐用町平福５９４ 
℡ ０７９０－８３－２６３５ 

９時～１６時 

 

【２００円→無料】 

月～金曜日 
（土・日・祝日のみ

開館） 

 

１２月２８日～ 

１月４日 

○智頭急行「平福（ひらふ

く）駅」下車、徒歩７分 

江戸時代に建てられた南新町、瓜生原家

の建築様式を再現した建物で、館内には

主として宿場町ひらふくを象徴とする商

家などの商い用具や民具類を展示する

ほか、利神城跡の資料・パネルなどを展

示している。 

こうづきれきししりょうかん 

上月歴史資料館 
佐用郡佐用町上月３７３ 
℡ ０７９０－８６－１６１６ 

１０時～１６時 

 

【大学生２００円・高校生

１５０円→無料】 

月～金曜日 
（土・日・祝日のみ

開館） 

 

 

１２月２９日～１

月３日 

 

○ＪＲ姫新線「上月（こう

づき）駅」下車、徒歩１０

分 

○智頭急行「久崎（くざき）

駅」下車、車で５分 

○佐用（さよう）インター

チェンジから車で約１０

分 

戦国時代の天正５年（１５７７）から６年に

かけて織田勢と毛利勢の合戦の舞台と

なった上月城跡がある公園内にあり、明

治の中頃から作られていた早瀬土人形

や、古く中世から作られていた皆田紙

等、この地域の歴史資料を展示。また、

併設して附属施設の紙すき文化伝承館

があり、紙すき道具などの見学ができ

る。冬期には地元の有志団体が紙すき

作業を行っている。 

豊岡

市 

○21  

ひょうごけんりつまるやまがわこうえんびじゅつかん 

兵庫県立円山川公苑美術館 
豊岡市小島１１６３ 

℡ ０７９６－２８－３０８５ 

http://www.maruyamagawa.com 

 

 

９時～１７時 

 

【大学生３５０円→無料】 

月曜日（祝日の場

合は翌日が休苑

日） 

 

５月～１０月と冬

休み期間は無

休。但し、12/31・

1/1は休苑日。 

○ＪＲ「城崎温泉（きのさき

おんせん）駅」下車、駅前

から全但バス日和山行

「小島（おしま）」（6 分）下

車、徒歩２０分 

 

○ＪＲ「城崎温泉（きのさき

おんせん）駅」からレンタ

サイクルで約２３分 

国立公園・山陰海岸ジオパーク内の円山

川河口にある。日本の神話「古事記」で

は、天日槍（あめのひほこ）が活躍した

所。豊かな自然の中でゆったりと散策で

きます。美術館は年間通じて様々 な芸術

の企画展を実施。春・夏・秋はカヌー・カ

ヤック・カッター体験、芝生広場でサッカ

ー・グラウンドゴルフ、７月上旬～８月末

はプール、11 月下旬～３月上旬はスケ

ートができます。 

げんぶどうみゅーじあむ 

玄武洞ミュージアム 
豊岡市赤石１３６２ 
℡ ０７９６－２３－３８２１ 

９時～１７時 

 

【高校生・大学生８００円

→４００円】 

特別展は別途料金をい

ただきません。 

水曜日 

（繁忙期は営業） 

○ＪＲ「玄武洞（げんぶ

どう）駅」下車、渡し船で

３分。 

○ＪＲ「城崎温泉（きのさき

おんせん）駅」下車、タク

シーで８分 

ジオパークに認定されてる「玄武洞」の

地質の歴史から、生物、生命への歴史を

紹介するとともに、世界の宝石や、鉱物、

奇石、化石などは日本一のコレクション

を揃えており、伝統的工芸品でもある、

豊岡杞柳細工の展示も充実し、製作体験

もお楽しみいただけます。 
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 施設名称／所在地・電話番号 
開館時間 

【通常の入場料→割引後の入場料】 
休館日 行き方 紹介 

とよおかしりつすみよしやれきししりょうかん 

豊岡市立住吉屋歴史資料館 
豊岡市竹野町竹野４２２ 
℡ ０７９６－４７－１５５５ 

９時～１７時 

（入館は１６時３０分ま

で） 

 

【高校生・大学生１５０円

→無料】 

水曜日 
 

1２月２９日～ 

１月３日 

○ＪＲ山陰本線「竹野（た

けの）駅」下車、徒歩１５

分 

住吉屋は、３００年以上の歴史をもつとさ

れています。通りに面した建物は当時の

ままを復元し、中庭にあった土蔵をギャ

ラリーにしています。また、日本のかな

書道の重鎮であった竹野町出身かな書

道家 仲田光成の作品を常設展示してい

ます。  

とよおかしりつびじゅつかん 

いとうきよながきねんかん 

豊岡市立美術館 

－伊藤清永記念館－ 
豊岡市出石町内町９８ 
℡ ０７９６－５２－５４５６ 

http://www3.city.toyooka.lg.jp/itoh-museum/ 

９時３０分～１７時 

（入館は１６時３０分ま

で） 

 

【高校生・大学生 ３００円

→無料】 

※特別展の減免対象外 

毎週水曜日（祝日

の場合は翌日） 
 

１２月２８日～ 

１月４日 

 

展示替え期間 

○ＪＲ山陰本線「豊岡（と

よおか）駅」から、全但バ

ス出石行「出石営業所

（いずしえいぎょうしょ）」下

車、徒歩約５分 

豊岡市（出石町）出身で文化勲章を受章し

た洋画家、伊藤清永画伯など豊岡ゆかり

の芸術家による作品を常設展示するほ

か、年２～３回の特別展を実施。  

とよおかしりついずしかろうやしき 

豊岡市立出石家老屋敷 
豊岡市出石町内町９８-１ 
℡ ０７９６－５２－３４１６ 

９時３０分～１７時 

（入館は１６時３０分ま

で） 

 

【高校生・大学生１２０円

→１００円】 

１１月３日（祝）、 

１２月３１日、 

１月１日 

※但し、臨時休館

することあり。 

 

○ＪＲ山陰本線「豊岡（と

よおか）駅」から、全但バ

ス出石行「出石営業所

（いずしえいぎょうしょ）」下

車、徒歩約５分 

この屋敷は出石城の内堀の中にあった

高級武士の居宅として使われていた建

物で、江戸時代の三大お家騒動の一つ

「仙石騒動」の中心人物の仙石左京の屋

敷跡ともいわれ、屋敷内には江戸時代の

大名行列諸道具などが展示されている。 

とよおかしりついずししりょうかん 

豊岡市立出石史料館 
豊岡市出石町宵田７８ 
℡ ０７９６－５２－６５５６ 

 

９時３０分～１７時 

（入館は１６時３０分ま

で） 

 

【高校生・大学生 １８０円

→無料】 

火曜日 

年末年始 

 

○ＪＲ山陰本線「豊岡（と

よおか）駅」から、全但

バス出石行「出石営業

所（いずしえいぎょうし

ょ）」下車、徒歩約７分 

出石町指定文化財である旧福富家住宅を

はじめ出石の町屋を見学できる施設とし

て開館。 

 

豊岡

市 

○21  

とよおかしりついずしめいじかん 

豊岡市立出石明治館 
豊岡市出石町魚屋５０ 
℡ ０７９６－５２－２３５３ 

９時３０分～１７時 

（入館は１６時３０分ま

で） 

 

【高校生・大学生６０円→

無料】 

※特別展は減免対象外 

毎週月曜日（祝日

の場合は翌日） 
 

１２月２８日～ 

1月４日 

○ＪＲ山陰本線「豊岡（と

よおか）駅」から、全但バ

ス出石行「出石営業所

（いずしえいぎょうしょ）」下

車、徒歩約７分 

１８８７年に建築された建物で、正面玄関

の柱頭にはコリント風の装飾彫りがみら

れる明治期の擬洋風建築物で、現在１階

には「歴史を彩った出石の人物展」「大友

工投手展示室」「出石鳥瞰マップ」などを

常設展示。 

とよおかしりつにほん・もんごるみんぞくはくぶつかん 

豊岡市立日本・モンゴル民族

博物館 
豊岡市但東町中山７１１ 
℡ ０７９６－５６－１０００ 

http://www3.city.toyooka.lg.jp/monpaku/index

.html 

９時３０分～１７時 

（入館は１６時３０分ま

で） 

 

【高校生・大学生 ３００円

→無料】 

水曜日（祝日の場

合は翌日） 

 

年末年始（１２月 

２８日～１月４日） 

○ＪＲ「豊岡（とよおか）駅」

下車、バス（６０分）「モ

ンゴル博物館前（はくぶつ

かんまえ）」下車、徒歩２

分 

常設展示では、モンゴルに関する資料

（歴史、生活、宗教など）約５千点を展示

し、遊牧民たちのゲルを再現するなど、

これまでに書物や写真でしか見ることの

できなかった“遊牧民の生活”を体感でき

ます。 

とよおかしりつうえむらなおみぼうけんかん 

豊岡市立植村直己冒険館 
豊岡市日高町伊府７８５ 
℡ ０７９６－４４－１５１５ 

http://www3.city.toyooka.lg.jp/b

oukenkan/index.html 

９時～１７時（入館は１６

時３０分まで） 

 

【大学生５００円・高校生

２００円→無料】 

水曜日（祝日は開

館、翌日休館） 

 

年末年始（１２月 

２８日～１月４日） 

○ＪＲ山陰本線「江原（え

ばら）駅」下車、バス１０

分 

○北近畿豊岡自動車道

「八鹿氷ノ山（ようかひょう

のせん）インターチェン

ジ」下車、北へ３０分 

日本を代表する世界の冒険家・植村直己

が使用した装備品や冒険行の記録映像な

どを紹介。植村直己の「知恵と技術」、「素

顔」を後世に伝えるための拠点です。 

とよおかしりつれきしはくぶつかん たじまこくふこくぶ

んじかん 

豊岡市立歴史博物館－但馬国

府・国分寺館－ 
豊岡市日高町祢布８０８ 

℡ ０７９６－４２－６１１１ 

http://www3.city.toyooka.lg.jp/k

okubunjikan/ 

９時～１７時（入館は１６

時３０分まで） 

 

【大学生５００円・高校生

２００円→無料】 

水曜日（祝日は開

館、翌日休館） 

 

年末年始（１２月 

２８日～１月４日） 

○北近畿豊岡自動車道

「日高神鍋高原（ひだかか

んなべこうげん）インターチ

ェンジ」下車、東へ５００

ｍ 

○ＪＲ山陰本線「江原（え

ばら）駅」下車、西へ徒歩

７分 

 

天平１３（７４１）年、聖武天皇の詔によっ

て建立された但馬国分寺。国分寺跡とし

ては全国で初めて木簡が発見されるな

どしており、貴重な歴史遺産が多数展示

されています。企画展や講演会等も実施

されています。 



13 

 

 施設名称／所在地・電話番号 
開館時間 

【通常の入場料→割引後の入場料】 
休館日 行き方 紹介 

とよおかしりついずしえいらくかん 

豊岡市立出石永楽館 
豊岡市出石町柳１７－２ 

℡ ０７９６－５２－５３００ 

http://www.izushi-tmo.com/eirakukan/ 

９時３０分~１７時（入館は

１６時３０分まで） 

 

【高校生・大学生２００円

→１６０円】 

毎週木曜日、１２

月３１日、１月１

日、貸館・興行日 

○JR 山陰本線「豊岡

駅」下車。全但バス出石

行「出石営業所」下車、

徒歩約５分 

 

近畿に現存する最古（明治３４年築）の芝

居小屋を復元しました。花道、奈落、すっ

ぽんなどの舞台装置の見学や、回り舞台

の見学ができます。 

養父

市 

○22  

やぶしりつおおしょうやきねんかん 

（きゅうながしまけじゅうたく） 

養父市立大庄屋記念館 

（旧長島家住宅） 
養父市小城 
℡ ０７９－６６４－１６２８（教育委員会） 

９時～１６時 

 

【２００円→無料】 

＊土曜日のみ閉

館 １月～３月は

閉館 

※事前連絡によ

り団体見学は受

け入れ可 

○ＪＲ「八鹿（ようか）駅」下

車、バス（１２分）「小城

（こじょう）」下車、徒歩 １０

分 

江戸時代後期に出石藩の大庄屋を勤め

た長島家住宅をそのまま利用。豪壮なた

たずまいは、明治・大正期の豪農の生活

ぶりをうかがい知ることができる。引き

札や藩札、日常生活用具などとともに農

民人形を展示している。 

※見学は事前に連絡が必要 
おくめいじしぜんたいけんしせつ めいじきらら 

奥米地自然体験施設 

めいじキララ 
養父市奥米地７７３ 
℡ ０７９－６６５－０５８８ 

１０時～１６時 

 

【２００円→無料】 
※食事、宿泊等施設の

利用者に限る 

年末年始 

 

 

 

 

○ＪＲ「八鹿（ようか）駅」

下車、車で１５分 

 

 

 

ホタル、奥米地の自然について学べる施

設。１階は情報コーナー・研修室、２階は

ホタルの体験・学習コーナーに加え、奥

米地の歳時記をパネルで紹介。 

 

やまだふうたろうきねんかん 

山田風太郎記念館 
養父市関宮６０５－１ 

℡ ０７９―６６３－５５２２ 
 

９時～１７時 

（入館は１６時 

３０分まで） 

 

【２００円→無料】 
 

月曜日（祝日 

の 場 合 は 翌

日） 

 

年末年始 

 

陳列替え期間 

○ＪＲ山陰線「八鹿

（ようか）駅」下車、

全担バス（鉢伏・村

岡方面行き）約２５

分「関宮バス停」下

車徒歩３分 

山田風太郎記念館は、作家・山田

風太郎が築き上げた作品世界を、

自筆原稿、創作ノート、愛用品など

の資料で紹介しています。幼少時

代から医科大学時代を中心に、そ

の人となりを紹介し、併せて作家活

動等も展示しています。 

朝来

市 

○23  
 

あさごげいじゅつのもりびじゅつかん 

－よどいとしおきねんかん－ 

あさご芸術の森美術館 

－淀井敏夫記念館－ 
朝来市多々 良木７３９ー３ 
℡ ０７９－６７０－４１１１ 

http://www.city.asago.hyogo.jp/category

/2-1-0-0-0.html 

１０時～１７時 

（入館は１６時３０分ま

で） 

６月１日～８月３１日は 

９時３０分から開館 

 

【３００円→無料】 

水曜日（祝日の場

合は開館し、翌日

休館） 
 

祝日の翌日  

 
１２月２５日～ 

１月５日 

 

展示替え日 

○ＪＲ「新井（にい）駅」下

車、タクシーで１０分 

広大な野外彫刻公園と屋内の美術館によ

って構成される新しい芸術空間。 

美術館には展示室とアトリエ室、芸術情

報等を提供する情報コーナーがあり、朝

来市出身の文化勲章受章者淀井敏夫の

生涯作品を屋内外に常設展示。 

 

香美

町 

 ○24  
 

かみちょうりつむらおかみんぞくしりょうかん まほろば 

香美町立村岡民俗資料館 

まほろば 
美方郡香美町村岡区村岡２３２４－１ 

℡ ０７９６－９８－１１５４ 

１３時～１７時 

（火曜から金曜） 

９時～１７時 

（土曜、日曜、祝日） 

 

【大学生１５０円・高校生

１００円→無料】 

月曜日、 

毎月１日、 

年末年始（１２月２

８日～１月３日） 

 

国民の祝日（成人

の日、子供の日、

文化の日、およ

び敬老の日を除

く） 

○JR 山陰本線「八鹿（よ

うか）駅」下車、殿町行

き、秋岡行き、または湯

村温泉行きバスにて

「殿町（とのまち）」下車（バ

ス 約３５分） 

○北近畿豊岡自動車道 

八鹿氷ノ山（ようかひょ

うのせん）インターチェ

ンジから車で約３０分 

明治２７年に建造され、旧美方郡の郡役

所として使われていた木造西洋館（昭和

６３年解体復元）。町内から出土した縄文

早期の石器や土器、淡い色と特徴あるデ

ザインで兵庫県指定文化財（文堂古墳出

土）の黄金色の太刀などの考古資料を展

示しています。 

 

新温

泉町 

○25  
 

おもしろこんちゅうかせきかん  

おもしろ昆虫化石館 
美方郡新温泉町千谷８５０ 
℡ ０７９６－９３－０８８８ 

９時～１７時（入館は１６

時３０分まで） 

 

【１００円→無料】 

月曜日（祝日の場

合はその翌日） 

 

年末年始（１２月２

９日～１月３日） 

○ＪＲ「浜坂（はまさか）駅」

下車、バス（２５分）「八

田（はった）コミュニティー

センター」下車 
○ＪＲ「八鹿（ようか）駅」下

車、バス（８０分）湯村温

泉経由「八田（はった）コミ

ュニティーセンター」下

車 

日本初の昆虫化石博物館。新温泉町内の

昆虫化石や外国の化石を展示。 

 

 

 

 

はまさかせんじんきねんかん いめいてい 

浜坂先人記念館 以命亭 
美方郡新温泉町浜坂１２０８  
℡ ０７９６－８２－４４９０ 

９時～１７時 

 

【２００円→無料】 

木曜日（祝日の場

合は翌日） 

 

年末年始 

（１２月２９日～ 

１月３日） 

○ＪＲ「浜坂（はまさか）駅」

下車、徒歩１０分 
森家七釜屋を改修し、九代に及ぶ和歌・

俳諧等の文化活動の足跡や生活用具を

展示。 

また先人紹介コーナーや元酒蔵の

ホール等、ゆったりとした雰囲気の

資料館。 
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 施設名称／所在地・電話番号 
開館時間 

【通常の入場料→割引後の入場料】 
休館日 行き方 紹介 

篠山

市 

○26  

 
 

ひょうごとうげいびじゅつかん 

兵庫陶芸美術館 
篠山市今田町上立杭４ 

℡ ０７９－５９７－３９６１ 

http://www.mcart.jp/ 
 

 

１０時～１８時 

 

ただし、４月２９日～５月

５日は１０時～１９時 

 

７月～８月の土・日曜日

は９時３０分～１９時 

 

※入館はいずれも閉館

の３０分前まで。 

 

【展覧会ごとに異なる→

無料】 

 

月曜日（祝休日の

場合は翌平日） 

 

年末年始（１２月３

１日～１月１日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ＪＲ福知山線「相野（あ

いの）駅」下車、神姫グリ

ーンバス（１５分）兵庫

陶芸美術館、こんだ薬

師温泉または清水寺行

きにて「兵庫陶芸美術

館（ひょうごとうげいびじゅつ

かん）」下車すぐ 

○JR 福知山線「篠山口

（ささやまぐち）駅」下車、４

～５月、９～１１月の

土・日・祝日には直通バ

スを運行予定。 

詳しくは美術館へお問

い合わせ下さい。 

○舞鶴若狭自動車道  

三田西（さんだにし）インタ

ーチェンジから車で１５

分、または丹南篠山口

（たんなんささやまぐち）イン

ターチェンジから車で 

２０分 

日本六古窯の一つとして日本遺産に認定

された丹波焼の里に立地。丹波焼の名品

を常設展示しているほか、特別展として

国内外の陶磁器を展示している。陶芸ワ

ークショップや展覧会に合わせた文化講

座も開催。レストランを併設し、パスタを

中心とした料理と丹波焼の里の眺望を楽

しむことが出来る。 

※窓口で観覧券（招待券）をもらうこと 

 

 

 

 

 

篠山

市 

○26  

 
 

ささやまじょうおおしょいん 

篠山城大書院 
篠山市北新町２－３ 

℡ ０７９－５５２－４５００ 

９時～１７時 

（入館は１６時３０分ま

で） 

 

【２００円→無料】 

 

月曜日（祝日の場

合は翌日） 

 

１２月２５日～ 

１月１日 

ＪＲ福知山線「篠山口（さ

さやまぐち）駅」下車、バス

（１５分）「二階町（にかい

まち）」下車、徒歩５分 

江戸時代の篠山藩のできごとに関する

パネル展示や篠山城の築城の様子を城

郭模型やパネル、実物資料などにより解

説。ＡＶシアター「篠山城物語」など。 

 

ささやましりつれきしびじゅつかん 

篠山市立歴史美術館 
篠山市呉服町５３ 
℡ ０７９ー５５２－０６０１ 

９時～１７時 

（入館は１６時３０分ま

で） 

 

【２００円→無料】 

※特別展減免対象外 

月曜日（祝日の場

合は翌日）  
 

１２月２５日～ 

１月１日 

○ＪＲ福知山線「篠山口

（ささやまぐち）駅」下車、バ

ス（１６分）「春日神社前

（かすがじんじゃまえ）」下

車、徒歩３分 

篠山に伝わる武具、焼物、絵画などの美

術品をはじめ古代からの文化を物語る埋

蔵文化財などを展示。 

 

 

ささやましりつぶけやしきあんまけしりょうかん 

篠山市立武家屋敷安間家史料

館 
篠山市西新町９５ 
℡ ０７９－５５２－６９３３ 

９時～１７時 

（入館は１６時３０分ま

で） 

 

【１００円→無料】 

月曜日（祝日の場

合は翌日）  
 

１２月２５日～ 

１月１日 

○ＪＲ福知山線「篠山口

（ささやまぐち）駅」下車、バ

ス（１５分）「二階町（にか

いまち）」下車、徒歩１０分 

篠山藩ゆかりの武具や史料を中心

に展示。庭園には、日本独特の庭

園文化「水琴窟（すいきんくつ）」が

あり、美しい調べが聞けます。 

ささやましりつあおやまれきしむら たんばささやまで

かんしょかん 

篠山市立青山歴史村 

（丹波篠山デカンショ館） 
篠山市北新町４８ 
℡ ０７９ー５５２－００５６ 

９時～１７時 

（入館は１６時３０分ま

で） 

 

【２００円→無料】 

月曜日（祝日の場

合は翌日） 
 

１２月２５日～ 

１月１日 

○ＪＲ福知山線「篠山口

駅（ささやまぐち）」下車、バ

ス（１５分）「二階町（にか

いまち）」下車、徒歩５分 

篠山藩政２６０年間の藩政史料や、篠山

藩主青山家が所蔵してきた貴重な版木を

はじめ江戸期の政治・文化の史料を展示

公開。 

 

たんばでんとうこうげいこうえん たちくいすえのさと 

丹波伝統工芸公園 

立杭陶の郷 
篠山市今田町上立杭３ 
℡ ０７９－５９７－２０３４ 

１０時～１８時 

（４月～９月） 

 

１０時～１７時 

（１０月～３月） 

 

【２００円→無料】 

１２月２９日～ 

１月１日 

○ＪＲ福知山線「相野（あ

いの）駅」下車、バス（１５

分）「陶の郷前（すえのさと

まえ）」下車、徒歩すぐ 

鎌倉時代から江戸時代末までに生み出さ

れた「古丹波」の名品や現代丹波立杭焼

作品の展示室、名窯元製品の展示即売

場、気軽に陶芸体験が楽しめる陶芸教

室、登り窯、テニスコート、バンガロー、

レストランなどを配置。 

 

丹波

市 

○27  

 たんばしりつかいばられきしみんぞくしりょうかん 

丹波市立柏原歴史民俗資料館 
丹波市柏原町柏原６７２ 
℡ ０７９５－７３－０１７７ 

９時～１７時（入館は 

１６時３０分まで） 

 

【２００円→無料】 

毎週月曜日（祝日

の場合は翌日） 
 

１２月２９日～ 

１月３日 

○ＪＲ福知山線「柏原

（かいばら）駅」下車、徒

歩１０分 

柏原藩主、織田家伝来資料を中心に柏原

藩の歴史と文化について展示。 

館内に併設された田ステ女記念館では、

柏原出身の江戸時代の俳人・田ステ女

（でんすてじょ）の資料を展示している。 
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 施設名称／所在地・電話番号 
開館時間 

【通常の入場料→割引後の入場料】 
休館日 行き方 紹介 

 たんばしりつうえのきねんびじゅつかん 

丹波市立植野記念美術館 
丹波市氷上町西中６１５－４ 
℡ ０７９５－８２－５９４５ 

 

 

 

 

 

１０時～１７時 

（入館は１６時３０分ま

で） 

 

【２００円→無料】 

 

 

 

毎週月曜日（祝日

の場合は翌日） 
 

１２月２９日～ 

１月３日 

 

 

 

 

○JR 福知山線「石生

（いそ）駅下車、バス（１

０分）「美術館前（びじゅ

つかんまえ）」下車すぐ 

 

 

 

 

 

中国現代絵画、中国景徳鎮磁器・陶板、コ

ンテンポラリー・アート、パプア・ニュー

ギニア民俗美術品、郷土ゆかりの作家

（川端謹次、常岡幹彦、安田虚心、丹阿弥

丹波子など）の作品など、約1,200点を収

蔵。 

収蔵品展のほか、企画展・特別展を、

様々 なジャンルにわたって年数回開催し

ている。 

たんばしりつみわかれしりょうかん 

丹波市立水分れ資料館 
丹波市氷上町石生１１５５ 
℡ ０７９５－８２－５９１１ 

９時～１７時 

（入館は１６時３０分ま

で） 

 

【２００円→無料】 

毎週月曜日（祝日

の場合は翌日） 

 
１２月２９日～ 

１月３日 

○JR 福知山線「石生（い

そう）駅」下車、徒歩１０分 

本州一低い中央分水界「水分れ」を正しく

理解してもらうための資料展示や映像や

音声により紹介。 

 

たんばしりつかすがれきしみんぞくしりょうかん 

丹波市立春日歴史民俗資料館 
丹波市春日町黒井４９６－２ 
℡ ０７９５－７０－０８１９ 

（教育委員会文化財課） 

 

 

 

 

９時～１７時 

（入館は１６時３０分ま

で） 

 

【２００円→無料】 

 

※平日の入館は事前申

し込みが必要です。教育

委員会までご連絡くださ

い。 

毎週月曜日（祝日

の場合は翌日） 
 

１２月２９日～ 

１月３日 

○JR 福知山線「黒井（く

ろい）駅」下車、徒歩５分 
野々間遺跡から出土した２個の銅たくを

中心として、春日地域の歴史とその文化

遺産を収集・保存し、２万数千年の昔から

人々 の生活が営まれていた春日地域の

歴史を四つのテーマで展示・解説。 

また、郷土資料館では、農具等の民俗資

料を展示している。 

洲本

市 

○28  

すもとしりつあわじぶんかしりょうかん 

洲本市立淡路文化史料館 
洲本市山手１－１－２７ 
℡ ０７９９－２４－３３３１ 

 

９時～１７時 

（入館は１６時３０分ま

で） 

 

【２５０円→無料】 

※特別展等は減免対象

外 

月曜日、祝日の

翌日（金・土曜日

が祝日のとき

は、月・火が休

館。月曜日が振

替休日のときは、

火・水が休館。） 

○バス「洲本（すもと）バ

スセンター」下車、徒歩

１０分 

 

考古・歴史資料のほか国指定重要無形民

俗文化財である淡路人形浄瑠璃や全国

的にも著名な珉平焼など、島の人と風土

が生み出した美術工芸品や文芸品など

を展示。 

 

 

淡路

市 

○29  
 

 

あわじしほくだんれきしみんぞくしりょうかん 

淡路市北淡歴史民俗資料館 
淡路市浅野南２４０ 
℡ ０７９９－７０－４１３５ 
 

９時～１７時 

 

【３００円→無料】 

月曜日（祝日の場

合は翌平日） 
 

１２月２８日～ 

１月３日 

○バス「浅野（あさの）」下

車徒歩約３分 
○北淡（ほくだん）インタ

ーチェンジから車で約

７分 

保存館、展示館、収蔵庫の３棟からなり、

保存館では江戸中期の農家の主屋を移

築復元するとともに、展示館では淡路市

内の祭り、民俗資料を展示している。 

 

あわじしりつなかはまみのるねこびじゅつかん 

淡路市立中浜稔猫美術館 
淡路市浦６６８－２ 
℡ ０７９９－７５－２０１１ 

１０時～１８時 

 

【大学生６００円・高校生

３００円→無料】 

※特別展等は減免対象

外 

月曜日（祝日の場

合は翌日） 

 
年末年始（1２月 

２８日～１月４日

迄） 

○ＪＲ「舞子（まいこ）駅」

下車、高速バス（２０分）

「東浦バスターミナル

（ひがしうらばすたーみなる）」

下車、徒歩すぐ 

猫の墨絵の第一人者、中浜稔画伯の作

品を一同に展示する、世界で初めての

「猫美術館」。 

 

あわじしりつとうげいかん 

淡路市立陶芸館 
淡路市浦６６８－１ 
℡ ０７９９－７５－２５８５ 

１０時～１８時 

 

（体験受付時間： 

１０時～１１時 

１３時～１６時） 

 

【１２００円（体験料） 

→６００円（体験料）】 

月曜日（祝日の場

合は翌日） 
 

１２月２８日～ 

１月４日 

※変更される場

合があります。 

○ＪＲ「舞子（まいこ）駅」

下車、高速バス（２０分）

「東浦バスターミナル

（ひがしうらばすたーみなる）」

下車、徒歩すぐ 

 
 

粘土細工で、お皿やコップなど世界に一

つしかないオリジナルの作品が出来ま

す。 

※陶芸を行う場合は粘土細工体験料の

半額（６００円）が必要 

※１０名以上は予約が必要。 
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 施設名称／所在地・電話番号 
開館時間 

【通常の入場料→割引後の入場料】 
休館日 行き方 紹介 

ひょうごけんりつあわじゆめぶたいおんしつ 「きせき

のほしのしょくぶつかん」 

兵庫県立淡路夢舞台温室  

「奇跡の星の植物館」 
淡路市夢舞台４ 
℡ ０７９９－７４－１２００ 

１０時～１８時 

（入館は１７時３０分ま

で） 

 

【大学生６００円→無料】 

（特別展・常設展共に無

料） 

臨時休館あり、要

確認 

○ＪＲ「舞子（まいこ）駅」、

山陽電鉄「舞子公園（まい

ここうえん）駅」下車、高速

バス（１５分）「淡路夢舞

台前（あわじゆめぶたいま

え）」下車、徒歩すぐ 
○ＪＲ「三ノ宮（さんのみ

や）駅」、下車、高速 バ

ス（５０分）「淡路夢舞台

前（あわじゆめぶたいまえ）」

下車、徒歩すぐ 

日本最大級の植物館。「自然と人間の共

生」をテーマに植物の形、色、香りに焦点

をあてたユニークなディスプレーで植物

のすばらしさを五感に訴える展示を行っ

ている。3000種に及ぶ珍しい植物はもち

ろん、年７回行われる日本や世界の花文

化を伝える華やかなフラワーショーが魅

力。ゴールデンウィークやクリスマスに

は音楽イベントやガーデニング教室など

開催。 

南あ

わじ

市 

○30  
 

あわじふぁーむぱーく いんぐらんどのおか 

淡路ファームパーク 

イングランドの丘 
南あわじ市八木養宜上１４０１ 
℡ ０７９９－４３－２６２６ 

９時～１７時 

（３月～１１月） 

 

１０時～１７時 

（１２月～２月） 

 

【８００円→無料】 

※特別展は有料 

年中無休 ○ＪＲ「舞子（まいこ）駅」

下車、バス（５５分）「洲

本高速バスセンター（す

もとこうそくばすせんたー）」下

車、乗り換えバス（３０

分）「淡路ファームパー

ク（あわじふぁーむぱーく）」下

車すぐ 

美しい自然の中で食べて、見て、体験で

きる農業公園。園内は二つのエリアに分

かれており、職人自慢の食や農業体験、

動物とのふれあいが楽しめる。 

 

 

 

 

 
うずしおかがくかん 

うずしお科学館 
南あわじ市福良丙９３６－３ 
℡ ０７９９－５２－２８８８ 

９時～１７時 

 

【大学生５００円・高校生

２００円→無料】 

火曜日 ○淡路島南（あわじしまみ

なみ）インターチェンジ

から車で約２分 

うず潮のメカニズムを大型水理模型やラ

イブ映像、パネル展示などで紹介。 

 

みなみあわじしたきがわきねんびじゅつかん 

ぎょくせいかん 

南あわじ市滝川記念美術館 

玉青館 
南あわじ市松帆西路１１３７－１ 
℡ ０７９９－３６－２３１４ 
 

 

９時～１７時 

（入館は１６時３０分ま

で） 

 

【２００円→無料】 

月曜日（祝日の場

合は翌日） 
 

年末年始 

○西淡三原（せいだんみは

ら）インターチェンジか

ら車で約５分 

○ＪＲ「舞子（まいこ）駅」

下車で高速バス（約６０

分）または、ＪＲ「三ノ宮

（さんのみや）駅」下車で高

速バス（約７０分）で「陸

の港西淡（りくのみなとせい

だん）」、らんらんバス

（約５分）「玉青館前（ぎょく

せいかんまえ）」より徒歩で

約８分。 

日本南画界の第１人者直原玉青の作品を

中心にコレクションする現代南画の美術

館。 

 

 

 

 

みなみあわじし あわじにんぎょうじょうるりかん 

「あわじにんぎょうざ」 

南あわじ市淡路人形浄瑠璃館 

「淡路人形座」 
南あわじ市福良甲１５２８－１地先 
℡ ０７９９－５２－０２６０ 

 

９時～１７時 

１０時、１１時１０分、１３

時３０分、１５時の４回 

 

【大学生１５００→７５０

円・高校生１３００円→６

５０円】 

水曜日 
 

年末休館あり 

 

（※出張公演等で

休館の場合があ

りますので、施設

に直接お問い合

わせください。） 

○西淡三原（せいだんみは

ら）インターチェンジか

ら車で約１５分 

 

○ＪＲ「舞子（まいこ）駅」

下車で高速バス（約７０

分）または、ＪＲ「三ノ宮

（さんのみや）駅」下車で、

高速バス（約９０分）で、

「福良（ふくら）」下車、徒歩

すぐ。 

国指定重要無形民俗文化財「淡路人形浄

瑠璃」がご覧いただける人形芝居専用劇

場です。人形の仕組みの説明、人形芝居

の鑑賞で約４５分の公演を１日４回上演し

ています。 
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留学生をはじめ外国人県民の活動支援、

国際理解の推進、世界に向けた情報交流の

推進拠点として「ひょうご国際プラザ」を

設置しています。 

主に次のような事業を実施しています。 

◇ 日本語講座の実施（日本語の能力に

合わせた講座の実施、夜間講座・夏期

集中講座等を実施） 

◇ 各種展示・イベントの実施 

◇ 日本語学習教材を含む図書の閲覧・

貸し出し 等 

〒651-0073  

神戸市中央区脇浜海岸通 1-5-1 

TEL 078-230-3060   

FAX 078-230-3280 

URL:http://www.hyogo-ip.or.jp   

E-mail :hia-info@net.hyogo-ip.or.jp 

留学生をはじめ外国人県民に対して、生活相

談や専門的な法律相談などの相談を多言語（英

語、中国語、ポルトガル語、スペイン語）で対

応するため「外国人県民インフォメーションセ

ンター」を設置しています。 

 生活相談を月曜日から金曜日の 9:00～

17:00 に実施しているほか、予約制で法律相

談（毎週月曜日：13:00～15:00）も実施して

います。相談は、電話でも受け付けています。 

外国人県民インフォメーションセンター 

〒650-0044  

神戸市中央区東川崎町 1-1-3 

TEL 078-382-2052   

FAX 078-382-2012 

◇ お し ら せ ◇ 

ひょうご国際プラザ 

 


