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ギャラリー妖精村
中京区堺町通三条上ルフォルム
洛中庵1階

256-5033 地下鉄：烏丸御池駅から5分
イラストレーター・絵本作家の永田萠の原画を季節やテーマに合わせて常設展示。月に１回入れ
替え，お楽しみいただいています。また，複製画・絵本・ポストカード等のオリジナルグッズも
多数取り揃えています。

京都外国語大学 国際文化資料館
右京区西院笠目町6 第二分館内
10号館 4階

864-8741
地下鉄：太秦天神川駅から5分，阪急：西
院駅から15分

「言語を通して世界の平和を」の建学精神に基づき,博物館を通した国際理解の深化を目的とし
て１９９１年に開館。イスラム圏,メキシコ,ブラジル,グアテマラ,マヤの民俗資料やメキシコの
考古資料（レプリカ）等を展示しています。

京都国際マンガミュージアム 中京区烏丸通御池上ル 254-7414 地下鉄：烏丸御池駅からすぐ
図書館機能と博物館機能を兼ね備えたマンガの総合博物館。元小学校の建物を改修した施設に，
マンガ資料など約30万点所蔵。うち５万冊は，総延長２００ｍにわたる書架「マンガの壁」に開
架。自由に手に取り読むことができる。

京都造形芸術大学 芸術館
左京区北白川瓜生山2-116 人間
館ギャルリ・オーブ2階

791-9182 市バス：上終町京都造形芸大前からすぐ
大学所蔵のコレクションを常設展示している博物館。その主なものは，縄文時代の土器，装身具
などをはじめ，シルクロードの工芸品，浮世絵師・豊原国周の作品。常設展の他に，年に2回，
特別展を開催している。

京都伝統産業ふれあい館
左京区岡崎成勝寺町9-1 京都市
勧業館みやこめっせ地下1階

762-2670
市バス：岡崎公園ロームシアター京都・み
やこめっせ前から約1分，地下鉄：東山駅
から約10分

京都伝統産業ふれあい館は，今なお受け継がれ，京都の町に息づいている伝統工芸品を一堂に集
め，美と技の世界をより多くの皆様に感じていただく，産業と文化と人の出会いの場です。

京都府立総合資料館 左京区下鴨半木町1-4 723-4831 地下鉄：北山駅からすぐ
京都の歴史、文化、産業、生活等の諸資料（図書、古文書、行政文書、写真資料、近代文学資
料、美術工芸資料等）を重点的に収集・整理・保存等を行う「京都に関する専門資料館」とし
て、67万点の資料を所蔵。新館建築中。

キンシ正宗　堀野記念館 中京区堺町通二条上ル172 223-2072 地下鉄：丸太町駅・烏丸御池駅から10分
江戸時代の酒蔵と明治中期の町家を見学できます。洛中の酒蔵・酒造業者の歴史を伝える博物館
として酒造り道具や古文書，関連史料も展示しており，見学のあとは日本酒や地ビールが試飲で
き，和食レストランもあります。

高麗美術館 北区紫竹上岸町15 491-1192 市バス：加茂川中学前からすぐ
絵画や陶磁器の名品を通じ，朝鮮と日本の文化の関係性を探る。在日朝鮮人１世・鄭詔文（チョ
ンジョムン）氏（1918-1989年）が祖国の美術工芸の素晴らしさを次代に伝えようと1988年に創
設した日本唯一の朝鮮美術の美術館。

西陣くらしの美術館 冨田屋 上京区大宮通一条上ル 432-6701 市バス：一条戻橋・晴明神社前から5分
築１３０年の国登録有形文化財の町家。一年間を通して代々受け継がれて来た行事を執り行い皆
様に見学をして頂いており，商家のしきたりや暮らしに触れて頂ける生きた町家です。

京エコロジーセンター 伏見区深草池ノ内町13 641-0911
京阪：藤森駅から5分，近鉄・地下鉄：竹
田駅から12分，市バス：青少年科学セン
ター・京エコロジーセンター前からすぐ

地球規模での環境問題から，京都ならではのエコロジーの知恵まで。見て・触れて・感じる体験
型のエコ展示やイベントを開催！環境に関する雑誌や絵本などの図書，映像資料等も充実してい
ます。

桂坂野鳥遊園 西京区御陵北大枝山町1-100 332-4610 市バス：桂坂小学校前から5分
自然に恵まれた野鳥遊園では，これまで非常に多くの野鳥が観測されています。敷地内の野鳥楼
では目の前にやってくる野鳥の観察も！また春には山桜，秋には紅葉など四季折々に楽しめる草
木も見どころ。

京都御苑 上京区京都御苑3 211-6348
地下鉄：丸太町駅からすぐ，市バス：烏丸
丸太町から3分

日本唯一の公家町跡は，蛤御門・土御門第跡・近衞邸跡など，平安時代～幕末の歴史縁の地のほ
か，樹齢100年を超す巨木や野鳥などが観察できる自然豊かな国民公園になっている。自然や歴
史について，より詳しくは閑院宮邸跡収納展示室へ。

京都市青少年科学センター 伏見区深草池ノ内町13 642-1601
京阪：藤森駅から5分，近鉄・地下鉄：竹
田駅から15分

１００点を超える体験型の展示品を通して，楽しみながら理科・科学を学べます。乳幼児向け
「親子ふれあいサイエンスルーム」やオリジナル番組を生解説するプラネタリウム，動きながら
話すティラノサウルスも人気です。

http://www.yohseimura.co.jp/
http://www.kufs.ac.jp/umc/index.html
http://www.kyotomm.jp/
http://geijutsu-kan.com/
http://www.miyakomesse.jp/fureaika/
http://www.pref.kyoto.jp/shiryokan/
http://kinshimasamune.com/horino/
http://www.koryomuseum.or.jp/
http://www.tondaya.co.jp/
http://www.miyako-eco.jp/
http://www.fureaikaikan.com/yacho.html
http://www.env.go.jp/garden/kyotogyoen/
http://www.edu.city.kyoto.jp/science/index.html
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京都市動物園

［京都市動物園]左京区岡崎法勝
寺町　岡崎公園内
［京都市国際交流会館］（※20特
別企画の開催場所）左京区粟田
口鳥居町2-1

771-0210

［京都市動物園]地下鉄：蹴上駅から5分，
市バス：岡崎公園動物園前からすぐ
［京都市国際交流会館］地下鉄：蹴上駅
から6分

明治３６年（１９０３年）に開園した日本で２番目に歴史のある動物園。「近くて楽しい動物
園」の実現を目指し、平成２８年春の完成に向けて、開園しながら順次園内の再整備を行ってい
る。

京都賞ライブラリー
左京区吉田下阿達町46 京都大
学 稲盛財団記念館 1階

753-7741 京阪：神宮丸太町駅から5分
科学技術の進歩発展，思想や芸術の分野で社会に大きな貢献をした人に贈られる国際賞「京都
賞」。受賞者ゆかりの寄贈品の展示や受賞者からのメッセージ映像の上映を行い，「京都賞」の
理念をわかりやすく伝える。

京都水族館
下京区観喜寺町35-1（梅小路公
園内）

354-3130 JR・地下鉄・近鉄：京都駅から15分
京都・梅小路公園内に２０１２年３月にオープンした水族館。「水と共につながる，いのち。」
をコンセプトに，川の恵みから海にいたるつながりと，多くのいのちが共生する生態系を再現し
ています。

京都大学研究資源アーカイブ映像
ステーション

左京区吉田下阿達町 753-3272
市バス：荒神口からすぐ　京阪：神宮丸太
町駅から５分

アジア，アフリカを中心とした京大の野外研究などの紹介映像をお楽しみください。著名な研究
者，芸術家などに贈られる京都賞を紹介する「京都賞ライブラリー」も同時にご覧いただけま
す。

京都大学総合博物館 左京区吉田本町 753-3272 市バス：百万遍からすぐ
ナウマンゾウの化石，恐竜の足跡化石，天才チンパンジー「アイ」ちゃんとの知恵比べ，熱帯雨
林のジオラマ，古文書，考古学資料，木製蒸気機関車など，他では見られない展示品が数多くあ
ります。

京都府立植物園 左京区下鴨半木町 701-0141
地下鉄：北山駅からすぐ，市バス・京都バ
ス：植物園前から5分

京都府立植物園は、京都洛北の景勝地に位置し、大正１３年（１９２４年）１月に開園。総面積
約２４万平方メートルの園内には、約１２，０００種類、１２万本の植物があり、国内最大級の
観覧温室を備える。

島津製作所　創業記念資料館 中京区木屋町二条南 255-0980 地下鉄：京都市役所前駅から3分
島津製作所が明治の創業以来製造してきた理化学器械、Ｘ線装置や事業活動に関する資料などを
展示しています。実験コーナー、田中耕一ノーベル化学賞受賞技術紹介や、お子様への記念品つ
きのワークシートも人気です。

森林総合研究所関西支所　森の展
示館

伏見区桃山町永井久太郎68 611-1201
近鉄：近鉄丹波橋駅から10分，京阪：丹
波橋駅から10分

動物や鳥のはく製，骨格標本，ＣＯ２センサーなどの展示と，森林総合研究所の研究成果の一部
を紹介し，森を身近に感じ，知ってもらうための施設です。

益富地学会館
上京区出水通烏丸西入中出水
町394

441-3280 地下鉄：丸太町駅から7分
世界中の鉱物・化石・岩石などが展示室いっぱいにあふれています。石の楽しさやふしぎを体感
してください。京都府下の鉱物や化石の常設展示の他，今回は京都の岩石の美しさをみなおす企
画展示を行っています。

洛西竹林公園　竹の資料館
西京区大枝北福西町二丁目
300-3

331-3821 市バス：南福西町から５分
日本人の生活や文化に深く関わってきた竹。洛西竹林公園は，竹について再認識するためにつく
られた全国でも珍しい公園です。竹の資料館では京銘竹や工芸品等，回遊式の庭園では百種類も
の竹や笹を見学できます。

北野天満宮　宝物殿 上京区馬喰町 461-0005 市バス：北野天満宮前からすぐ
皇室を始め公家や武家さらに庶民の信仰も篤かったことから当宮には数多くの宝物が奉納されて
きました。中でも北野天神縁起絵巻は絵巻物の中でも特に優れた作品として高い評価を得ていま
す。

高台寺「掌美術館」
東山区高台寺下河原530京・洛
市「ねね」2階

561-1414 市バス：東山安井から5分
高台寺とその関連寺院に伝来した宝物を展示しています。豊臣秀吉と北政所ねねの遺品は桃山時
代の最高級品で,広く人気があります。それらを中心に小さいながらも美術と歴史を充分に味わ
うことができます。

金比羅絵馬館
東山区東大路松原上る下弁天町
70　安井金比羅宮内

561-5127 市バス：東山安井から3分
元は絵馬堂だった建物を改築し，昭和51年に開館した日本初の絵馬ギャラリー。1階は江戸中期
から末期にかけて奉納された絵馬約50点が，2階はマンガ家が描いた絵馬や，芸能人が奉納した
絵馬を展示しています。

http://www5.city.kyoto.jp/zoo/
http://www.inamori-f.or.jp/kp_library/kyoto.html
http://www.kyoto-aquarium.com/
http://www.rra.museum.kyoto-u.ac.jp/avs/
http://www.rra.museum.kyoto-u.ac.jp/avs/
http://www.museum.kyoto-u.ac.jp/
http://www.pref.kyoto.jp/plant/
http://www.shimadzu.co.jp/visionary/memorial-hall/
http://www.ffpri.affrc.go.jp/fsm/business/tenji-room/index.html?mode=preview
http://www.ffpri.affrc.go.jp/fsm/business/tenji-room/index.html?mode=preview
http://www.masutomi.or.jp/
http://www17.ocn.ne.jp/~park/B.html
http://kitanotenmangu.or.jp/goyuisho/houmotu/
http://www.kodaiji.com/museum/index.html
http://www.yasui-konpiragu.or.jp/facilities/
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城南宮神苑水石亭 伏見区中島鳥羽離宮町7 623-0846 近鉄・地下鉄：竹田駅から15分
『源氏物語』を彩る百種余りの草木が植栽され，四季の情趣を味わえ，日本庭園の作庭様式の歴
史をひと巡りで見ることができます。２月中旬～３月下旬は椿が次々に咲きしだれ梅が咲きにお
う神苑をお楽しみください。

豊国神社　宝物館 東山区茶屋町530 561-3802
市バス：博物館三十三間堂前から約5
分，京阪：七条駅から約10分

豊臣秀吉公の遺徳・業績を顕彰するため大正14年に開館。桃山絵画の傑作「豊国祭礼図屏風」を
始め，豪華な高台寺蒔絵が施された調度類等，桃山時代の様々な美術工芸品・歴史史料を展示し
ている。

藤森神社宝物殿 伏見区深草鳥居崎町609 641-1045
ＪＲ：JR藤森駅から5分，京阪：墨染駅から
7分

藤森神社は平安遷都以前の神功皇后摂政３（203）年にこの地に祀られ，勝運の神として信仰篤
い。宝物殿には大鎧や刀大筒等戦に因んだ社宝百点余りを展示し，中でも南北朝時代に高貴な武
将が用いた紫絲威大鎧（重文）は格調が高い。

宝鏡寺門跡
上京区寺之内通堀川東入ル
百々町547

451-1550 市バス：堀川寺ノ内から1分
光格天皇御下賜の有職雛をはじめ多数の雛や皇女和宮ゆかりの品を展示。熊谷椿，月光椿，村娘
椿などの名木が咲き誇る華やかなお庭や，京都市指定有形文化財の建物の中，春の人形展をお楽
しみください。

本能寺 大寶殿
中京区寺町通御池下る下本能寺
前町522-1

231-5335 地下鉄：京都市役所前駅からすぐ
本能寺は創建六百年。他宗派による破却や本能寺の変などの戦乱・大火によって５度の焼失や７
度の再建を繰り返してきた。このような災禍をくぐり、守り抜かれてきた宝物をご覧ください。

龍谷ミュージアム
下京区堀川通正面下る（西本願
寺前）

351-2500 JR・地下鉄・近鉄：京都駅から約12分
仏教の生まれたインドから日本に至るまでの歩みをアジアと日本に分けてわかりやすく紹介する
仏教総合博物館。期間中は，鎌倉時代の逸品，岐阜・岩滝山奉賛会に伝わる木造毘沙門天像（重
要文化財）を特別公開します。間近でご覧ください。

永楽屋細辻伊兵衛商店　町家手拭
ギャラリー

中京区室町通三条上ル役行者
町３６８

256-7881 地下鉄：烏丸御池駅から３分
元和元年（１６１５年）創業の老舗綿布商。明治～昭和初期にかけて自社で製造していた当時の
手ぬぐいを展示。現代でも通用する美的センスとユーモア，当時でしか表現できなかったデザイ
ンなど，歴史的価値も高い。

織成舘
上京区浄福寺通上立売上ル大
黒町693

431-0020 市バス：今出川浄福寺から8分
昭和１１年に西陣織の店兼住まいとして建てられた，梁や柱・明かり取りの天窓など西陣の伝統
的な家屋を活かした西陣・手織りミュージアム。時代衣装・全国の手織物・復原の能装束の展
示。工場見学，手織り体験もできる（要予約）。

川島織物セルコン　織物文化館 左京区静市市原町265 741-4323
叡電：市原駅から7分，京都バス：小町寺
から5分

１８８９年（明治２２年）に開館。収蔵品は織物文化の歴史を物語る染織品，古書類，美術工芸
織物の原画類，試織を合わせて約１６万点に及びます。日本の染織文化の流れを楽しんでご鑑賞
いただければ幸いです。

京都絞り工芸館 中京区油小路通御池南入 221-4252
地下鉄：二条城前駅から5分，市バス：堀
川御池から3分

「絞り染め」は１３００年の歴史を誇り、最も高級な着物の一つです。当館は絞り染めの額、屏
風等を製作、コレクションし展示。小物、スカーフ等のグッズも充実。絞り体験は日本で唯一、
絹の布を絞り、染めまで体験。

京のじゅばん＆町家の美術館　紫織
庵

中京区新町通六角上ル三条町
340

241-0215 地下鉄：烏丸御池駅から5分
近代建築の父「武田五一」と数奇屋の名工「上坂浅次郎」が設計した伝統的な「大塀造」建築の
代表例。館内では祇園祭の「屏風飾」や大正期の華やかな長じゅばんを展示。京都市指定有形文
化財。

千總ギャラリー
中京区三条通烏丸西入御倉町
80　千總ビル2階

211-2531 地下鉄：烏丸御池駅から3分
弘治元年創業の京友禅の老舗・千總が所蔵する江戸時代～昭和にかけての美術品，染織品，古文
書などの膨大なコレクション・資料は約２万点。４６０年の歴史を物語るその所蔵品を，年に４
回の展覧会で公開しています。

西陣織会館
上京区西堀川通元誓願寺上ル
竪門前町414

451-9231 市バス：堀川今出川から1分
西陣織をはじめ，京都伝統工芸の職人の実演やきものショー，西陣織の歴史的資料もご覧頂けま
す。純国産絹織工房ではカイコの飼育観察やシルクマフラーの手織体験，十二単や舞妓，芸妓な
どのきもの体験も人気です。

http://www.jonangu.com/garden.htm
http://miyakomanabi.jp/facilities/index.php?act=detail&id=1132
http://www.fujinomorijinjya.or.jp/houmotudenn.html
http://www.hokyoji.net/
http://www.kyoto-honnouji.jp/about/houmotsukan.html
http://museum.ryukoku.ac.jp/index.php
http://www.eirakuya.jp/
http://www.eirakuya.jp/
http://orinasukan.skr.jp/
http://www.kawashimaselkon.co.jp/bunkakan/
http://shibori.jp/pl/
http://shiorian.gr.jp/
http://shiorian.gr.jp/
http://www.chiso.co.jp/top.html
http://www.nishijin.or.jp/kaikan/index.html
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宮井ふろしき・袱紗ギャラリー
中京区室町通六角下ル鯉山町
510

221-0389
地下鉄：四条駅・烏丸御池駅から5分，阪
急：烏丸駅から5分

明治３４年創業より当社は商品開発を目的として染織資料を収集し，現在その数は２５００点余
りとなっています。創業１００周年に染織資料を公開する場としてギャラリーを開設し布帛の織
りなす文化を発信しています。

いけばな資料館
中京区六角通東洞院西入堂之
前町248

221-2686 地下鉄：烏丸御池駅から3分
550年以上の歴史を持ついけばなに関する花伝書・絵図・花器や、池坊が住職を務める六角堂
（頂法寺）の古文書、発掘調査の出土品などを展示しています。

大西清右衛門美術館
中京区三条通新町西入釜座町
18-1

221-2881
地下鉄：烏丸御池駅から7分，市バス：堀
川三条から5分

三条釜座でおよそ四百年にわたり‘茶の湯釜’の伝統と技を守り続ける千家十職の釜師・大西
家。美術館では，大西家に伝わる茶の湯釜をはじめとする茶道具類を公開。会期中には釜に触れ
て鑑賞する茶会・鑑賞会等も開催。

お辨當箱博物館
東山区問屋町通五条下ル上人
町433　半兵衛麩本店2階

525-0008 京阪：清水五条駅から1分
江戸時代に使用されていた「お辨當箱」の展示をしています。お花見用・川遊び用・蛍狩り用な
どやお公家様が使われていたものなど当時のあそび心と日本の食文化をご覧いただけるように展
示しております。

京菓子資料館
上京区烏丸通上立売上る柳図子
町331-2

432-3101 地下鉄：今出川駅から5分
京菓子作りには欠かせない木型や図案帳の他，糖芸菓子も多数展示。菓子の本場ならではの華や
かで繊細な匠の技を御覧いただけます。併設の茶室では，作りたての京菓子とお抹茶もご用意し
ております（有料）。

京都青窯会会館 東山区泉涌寺東林町20 531-5678 市バス：泉涌寺道から10分
京都東山、御寺泉涌寺のほとりで京焼清水焼の制作に励む陶芸家・職人の街にある青窯会会館。
風雅を極めた焼きものの数々を展示販売しています。

京都當道会会館
上京区出水通室町東入近衛町
47-2

441-5640 地下鉄：丸太町駅から10分
中世・近世を通じ確立した＂日本の音楽＂箏・三味線・胡弓を演奏し地歌を歌います。人々の集
まる本部では，貴重な古文書，楽器の展示もしています。楽器演奏の練習場所でもあり，一般の
人々に聞いていただく事もあります。

清水焼の郷　会館 山科区川田清水団地町10-2 581-6188
京阪バス：清水焼団地または川田から約
3分

これまで「京焼・清水焼工芸館」として親しまれていた京焼・清水焼の展示即売所を名称も新た
に移転オープン。木造2階建ての館内展示スペースでは，清水焼団地協同組合の関係者の作品を
展示販売する他，陶芸体験の予約も可。

ぎをん思いで博物館
東山区川端通四条上ル常盤町
178　井筒北座ビル5階

531-2121 京阪：祇園四条駅から2分
井筒八ツ橋本舗本店５階。常設展は明治２０年頃からの祇園界隈の写真や四条河原の賑わい，舞
妓の髪型，祇園町の今昔，祇園を終世愛しつづけた歌人・吉井勇をはじめ懐かしい方々の写真や
プロフィールを展示しております。

月桂冠大倉記念館 伏見区南浜町247 623-2056 京阪：中書島駅から5分
笠置屋の屋号で寛永１４年（１６３７）に創業した月桂冠の資料館。明治４２年築の酒蔵を利用
し，酒造りの工程と月桂冠の歴史を紹介。館内には酒造りの歌が流れ，中庭の井戸ではまろやか
な名水も味わえる。

香老舗 松栄堂　京都本店 香房 中京区烏丸通二条上ル東側 212-5591 地下鉄：丸太町駅から3分
京都本店の2階にある香房にて，お線香の製造工程を見学していただきます。職人たちが織りな
す伝統の技，お香の原料などをご覧いただけます。

茶道資料館
上京区堀川通寺之内上る寺之内
竪町682番地 裏千家センター内

431-6474
市バス：堀川寺ノ内から2分，地下鉄：鞍
馬口駅から15分

茶碗や掛物などの茶道具や美術工芸品，裏千家を代表する茶室「又隠（ゆういん）」内部の写し
を展示する美術館。入館者に呈茶があり，茶道関係の図書閲覧室（休館日は異なる）もある。

野村美術館 左京区南禅寺下河原町61 751-0374 市バス：南禅寺・永観堂道から5分
野村證券などの金融財閥を一代で築き上げた２代目野村徳七のコレクションを展示。京都東山南
禅寺畔にある静かなたたずまいの美術館で，主な所蔵品は茶道具・能面・能装束など，約１５０
０点です。

http://www.miyai-net.co.jp/gallery/kyoto.html
http://www.ikenobo.jp/ikebanaikenobo/shiryokan.html
http://www.seiwemon-museum.com/
http://www.hanbey.co.jp/store/bento/index.html
http://www.kyogashi.co.jp/shiryokan/index.html
http://www.seiyoukai.com/index.html
http://www.kyoto-todokai.or.jp/about/kaikan/index.html
http://www.kiyomizuyaki.or.jp/hall/
http://www.yatsuhashi.co.jp/store/kitaza.html
http://www.gekkeikan.co.jp/enjoy/museum/index.html
http://www.shoyeido.co.jp/shop-info/kyoto.html
http://www.urasenke.or.jp/textc/gallery/tenji/index.html
http://www.nomura-museum.or.jp/
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松本明慶佛像彫刻美術館
上京区下長者町通室町西入ル
西鷹司町16

332-7974
地下鉄：丸太町駅から10分，市バス：堀
川下長者町から8分

慶派の流れを汲む平成の大佛師，松本明慶謹刻の作品約１６０点を展示。平成佛像彫刻の真髄が
息づく。

八つ橋庵とししゅうやかた 右京区西京極西衣手町36番地 313-2151
阪急：西京極駅から10分，市バス：西京
極牛塚町から5分

京都　京菓子カルチャー体験館。明治10年創業以来受け継がれた華やかな“かけはしの刺繍”を
展示した美術館のご鑑賞や生八つ橋製造工房のご見学。お菓子づくり・お食事（菜果膳）・売店
と京都を体感いただけます。

樂美術館
上京区油小路通一条下る油橋詰
町87-1

414-0304 市バス：堀川中立売から3分
樂焼４５０年の伝統を今日に伝える窯元・樂家に隣接して設立。歴代作品を中心に、茶道工芸美
術等約１２００点を収蔵、年４回の展覧会で公開。実際に手に取り鑑賞できる「手にふれる樂茶
碗鑑賞会」「特別鑑賞茶会」も定期的に開催。

一燈園資料館「香倉院」 山科区四ノ宮柳山町8 595-2090 京阪：四宮駅から7分
一燈園の創始者，西田天香は平和を追求・実践した人で，日本のガンディー，トルストイと云わ
れた。その墨跡，遺品等や，ガンディー愛用の手紡車，アウシュビッツの聖人コルべ神父から信
託されたマリヤ像，棟方志功の「釈迦十大弟子」等を展示。

遠藤剛熈美術館
下京区猪熊通高辻下る高辻猪熊
町349

822-7001
阪急：大宮駅から7分，市バス：堀川松原
から3分

画家・遠藤剛熈の重厚で透明で生命感あふれる油彩画，下絵ではなくそれ自体で独立した作品の
一筆入魂のデッサン，両者の綜合を試みた近年の作品など，大自然への畏敬と愛，妥協のない魂
の表現をご覧ください。

京都嵐山オルゴール博物館 右京区嵯峨天竜寺立石町1-38 865-1020 市バス：野々宮から3分
アンティークオルゴールや西洋のからくり人形約１００点を常時展示しています。説明員がオル
ゴールにまつわる歴史や文化などをわかり易く説明しながら，アンティークオルゴールの演奏や
からくり人形の実演をします。

京都芸術センター
中京区室町通蛸薬師下る山伏山
町546-2

213-1000
地下鉄：四条駅から5分，阪急：烏丸駅か
ら5分，市バス：四条烏丸から5分

元明倫小学校の建物を活用し若手芸術家の支援等を行う京都における芸術振興の拠点施設。展覧
会，伝統芸能，演劇，音楽，ダンス等様々な催しを開催。芸術文化関連の図書室や情報コー
ナー，教室の雰囲気を残したカフェや談話室もある。

京都国立博物館 東山区茶屋町527 525-2473
京阪：七条駅から7分，市バス：博物館三
十三間堂前からすぐ

春秋を中心に明治古都館にて、特別展覧会を年数回開催しています。国宝・重要文化財を多数含
む館蔵・寄託の文化財約１２，５００件を収蔵しています。平成知新館は２０１４年９月１３日
にリニューアルオープンしました。

京都市美術館 左京区岡崎円勝寺町124 771-4334
地下鉄：東山駅から１０分，市バス：岡崎
公園 美術館・平安神宮前からすぐ

昭和８年，昭和天皇即位の大礼を記念して，国内２番目の大規模公立美術館として開館。公立美
術館で現存する最古の建物となる外観，戦前から続く京展（戦前は「市展」），海外展や企画展
の開催など，多くの人々に親しまれている。

京都伝統工芸館 中京区烏丸三条上ル場之町606 229-1010 地下鉄：烏丸御池駅すぐ
京都が世界に誇る伝統工芸品。その美しさ，素晴らしさを広く発信すべく，各工芸を代表する作
家作品ならびに京都伝統工芸大学校学生の作品を常設展示しています。また，工芸品の制作工程
を見られる実演コーナーもあります。

京都府立堂本印象美術館 北区平野上柳町26－3 463-0007 市バス：立命館大学前から1分
京都画壇の大家・堂本印象の美術館。外装から内装まですべてが印象自身のデザインによる。具
象画から抽象画にいたる印象の多様な所蔵作品による企画展や、京都ゆかりの作家による特別企
画展を順次開催。

京都文化博物館 中京区三条高倉 222-0888 地下鉄：烏丸御池駅から3分
京都ゆかりの優品を折々の企画にあわせて紹介する他，京都府所蔵の名作映画を上映。また，年
間を通して多彩な特別展を開催。別館は旧日本銀行京都支店の建物で国の重要文化財。ろうじ店
舗では食事や買物も楽しめる。

京都万華鏡ミュージアム姉小路館
中京区姉小路通東洞院東入曇
華院前町706-3

254-7902 地下鉄：烏丸御池駅から3分
電動式や，舞妓さんの形，壷などユニークな万華鏡を常時５０点程展示し，手にとり自由に見る
ことができます。部屋全体に映る投影式万華鏡（毎時５分間）や世界に一つ，あなただけの万華
鏡が作れる教室も随時開催しています。

http://miyakomanabi.jp/facilities/index.php?act=detail&id=1221
http://sisyu.yatuhasian.jp/
http://www.raku-yaki.or.jp/museum/index.html
http://www.raku-yaki.or.jp/museum/index.html
http://www.gohki.com/
http://www.orgel-hall.com/index.html
http://www.kac.or.jp/
http://www.kyohaku.go.jp/jp/index.html
http://www.city.kyoto.jp/bunshi/kmma/
http://www.task.ac.jp/karasuma/
http://insho-domoto.com/index-j.html
http://www.bunpaku.or.jp/index.html
http://k-kaleido.org/
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清水三年坂美術館 東山区清水三丁目337-1 532-4270 市バス：清水道から7分
幕末・明治期に作られた金工，七宝，蒔絵，京薩摩など，その多くが海外に流出していた超絶技
巧の美術工芸品を展示する。館長の村田理如が２０年余に渡って買い戻しに尽力した収蔵品は質
量ともに世界屈指を誇る。

ＫＣＩギャラリー
下京区七条御所ノ内南町103　ワ
コール京都ビル5階

321-9221 JR：西大路駅から3分
公益財団法人 京都服飾文化研究財団は世界の各時代の衣服，装身具及びこれらに関する資料等
の収集，保存，調査，研究を行っています。ＫＣＩギャラリーではその収蔵品より厳選した作品
を中心に小企画展を実施しています。

小堀京仏具工房 山科区西野山百々町88 341-4121
京阪バス：花山稲荷，射庭之上町から8
分

伝統ある京仏壇・京仏具の製作工程にかかわる多くの資料や道具，品質の違いがひと目で分かる
名品逸品を公開し，「伝統の技」「本物の素晴らしさ」をお伝えしています。

中信美術館
上京区下立売通油小路東入西
大路町136-3

417-2323 市バス：堀川下立売から2分
京都中央信用金庫や公益財団法人中信美術奨励基金に関係する芸術家の企画展を年５回程開催。
小さな美術館ならではの特長を生かし，鑑賞者自身のペースでゆっくりと楽しめます。外観・内
装も印象的で建物探訪も楽しみの一つに。

博物館　さがの人形の家 右京区嵯峨鳥居本佛餉田町12 882-1421
JR：嵯峨嵐山駅から15分，市バス・京都
バス：嵯峨釈迦堂前から10分，京都バス：
護法堂弁天前から3分

日本唯一の古人形（江戸時代から昭和まで）を展示している博物館。春季にはお雛さまを展示す
る他，御所人形，嵯峨人形，賀茂人形，伏見人形，からくり人形，郷土人形など多くの珍しい人
形を展示します。

細見美術館 左京区岡崎最勝寺町6-3 752-5555 市バス：東山二条・岡崎公園口から3分 四季折々の企画展示で日本美術の優品をご紹介。館内には,ショップやカフェ,茶室を併設。

黎明教会資料研修館 左京区吉田神楽岡町3-6 751-0369 市バス・京都バス：銀閣寺道から8分
琳派を中心に展示する美術館です。展覧会は，季節やテーマ別に年間６～７回開催しており，茶
室，図書室，ショップ，喫茶コーナーもあります。洛東散策のおりには，当館でゆったりとした
時をお過ごしください。

梅小路蒸気機関車館 下京区観喜寺町 314-2996 市バス：梅小路公園前から5分
明治から昭和にかけて製造された蒸気機関車を１８形式２０両保存している，日本唯一の蒸気機
関車専門の博物館。１日３回，館内を蒸気機関車が客車を引いて展示運転し，かつて京都市内を
走っていた蒸気機関車の旅を追体験できる。

大谷大学博物館 北区小山上総町 411-8483 地下鉄：北大路駅からすぐ
大谷大学博物館は平成15年秋に開館し，年5回の展覧会を行っています。収蔵品には，真宗・仏
教文化財を中心に中央アジアから東アジアにわたる様々な資料があり，毎回展示テーマに合わせ
て公開しています。

小倉百人一首殿堂　時雨殿 右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町11 882-1111
嵐電：嵐山駅，市バス：嵐山天龍寺前か
ら5分

小倉山の麓にある「時雨殿」では，百人一首の多様な世界を，かるたなどの貴重な資料や，歌仙
人形，歌の場面を再現したジオラマを通して体感できます。嵐山・嵯峨野の観光情報の発信拠点
として百基の歌碑巡りも楽しめます。

京都市学校歴史博物館
下京区御幸町通仏光寺下る橘町
437

344-1305
阪急：河原町駅から10分，市バス：河原
町松原から5分

元開智小学校の校舎を活用し，京都の学校や教育の歴史資料，学校に寄贈された美術工芸品等を
公開しています。今回の企画展では戦前の女子中等教育を担っていた高等女学校と，そこに通っ
た女学生に関する資料を展示します。

京都市考古資料館
上京区今出川通大宮東入元伊
佐町265-1

432-3245 市バス：今出川大宮からすぐ
京都市考古資料館では，京都市内の発掘調査によって発見された旧石器時代から江戸時代にいた
る考古資料を展示し，「つちの中の京都」の歴史を紹介しています。

京都市人権資料展示施設「ツラッ
ティ千本」

北区紫野花ノ坊町　23-1 493-4539 市バス：千本北大路から3分
かつて蓮台野村と呼ばれた千本地域の中世から現在までの歴史や暮らし、近代千本の教育・医
療・殖産の発展につくした益井親子、全国水平社の初代委員長・南梅吉などの事績も紹介。展示
を通して人権の大切さを学べる施設です。

http://www.sannenzaka-museum.co.jp/
http://www.kci.or.jp/gallery/index.html
http://kobori.co.jp/archives/10729
http://www.chushin-bijyutu.com/index.html
http://okatsuji.ac.jp/sagano/
http://www.emuseum.or.jp/
http://www.reimei.or.jp/arts/index.html
http://www.mtm.or.jp/uslm/
http://www.otani.ac.jp/kyo_kikan/museum/
http://www.shigureden.or.jp/
http://kyo-gakurehaku.jp/Default.htm
http://www.kyoto-arc.or.jp/museum/
http://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000049462.html
http://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000049462.html


第20回京都ミュージアムロード　参加施設一覧

施設名称 所在地 電話 交通 施設概要

京都市平安京創生館
中京区丸太町七本松西入
京都市生涯学習総合センター
（京都アスニー）1階

812-7222
市バス・京都バス・JRバス：丸太町七本
松からすぐ

平安京の歴史と文化をわかりやすく紹介。日本最大の「平安京復元模型」をはじめ，服飾品・平
安時代の遺物を展示。また、ＣＧ画像で平安京を散歩できる＂バーチャル平安京＂でより身近に
平安京を体感できる。

京都市歴史資料館
上京区寺町通荒神口下る松蔭町
138-1

241-4312
市バス：河原町丸太町から5分，地下鉄：
丸太町駅から10分

京都の歴史に関する資料の保存と活用を図り，市民の文化の向上及び発展に役立てることを目的
に昭和５７年に開館しました。歴史資料の展示，京都の歴史についての相談や図書の閲覧・刊行
も行っています。

京都大学百周年時計台記念館歴史
展示室

左京区吉田本町（時計台記念館
1階）

753-2651 市バス：百万遍，東一条から5分
創立から百有余年の京都大学の歴史を様々な資料により分かりやすく展示しています。歴史展示
室中央部には，１５０分の１に縮小した模型を設け，１９３９年（昭和１４年）
当時の大学本部構内を再現しています。

髙津古文化会館

［髙津古文化会館］上京区今出
川天神筋下ル大上之町61
［平野の家・わざ永々棟］（※企画
開催場所）北区北野東紅梅町11

461-8700

［高津古文化会館］市バス：北野天満宮
前から3分
［平野の家・わざ永々棟］市バス：衣笠校
前から3分

時代劇映画が生んだ美術館。所蔵作品は重要文化財を含む甲冑刀剣を中心に洛中洛外図などの近
世初期風俗画,仁清や乾山,古清水などの京焼き,大名の婚礼調度などである。こうした多岐に亘
る作品で展覧を行っている。

同志社大学ハリス理化学館同志社
ギャラリー

上京区今出川通烏丸東入　同志
社大学今出川キャンパス

251-2716 地下鉄：今出川駅からすぐ
創立者新島襄の志と同志社の歴史を資料で紹介する展示施設です。ハリス理化学館はＪ．Ｎ．ハ
リスの寄附をもとに1890（明治23）年に竣工し，同志社における理化学教育の拠点となった建物
で，国の重要文化財です。

西川油店
下京区油小路通七条下る油小路
町294番地

343-0733
JR・地下鉄・近鉄：京都駅から5分，市バ
ス：七条堀川から1分

西川油店では，京町家の佇まいの中で，油の販売と現在では希少価値となった江戸時代創業の店
に残る数々の道具を展示しています。油が染み込んだかつての道具類に，古い時代を感じ取って
頂ければ幸甚です。

琵琶湖疏水記念館 左京区南禅寺草川町17 752-2530
地下鉄：蹴上駅から7分，市バス：岡崎法
勝寺町から4分

琵琶湖疏水竣工１００周年を記念し，平成元年８月に開館。建設当時の疏水関連の図面や絵図，
工事に関わった人々の苦労をしのばせる様々な資料を展示している。

佛教大学宗教文化ミュージアム 右京区嵯峨広沢西裏町5-26 873-3115 市バス：広沢池・佛大広沢校前からすぐ
当館はアジアを中心とした宗教文化の調査研究と成果公開を目的とした博物館施設です。常設展
示では,仏像や当大学園部校地遺跡から出土した鉄製品・勾玉・須恵器類のほか,貴重な文化財を
原則無料で公開しています。

元離宮二条城　築城４００年記念
展示・収蔵館

中京区二条通堀川西入二条城
町541

841-0096
地下鉄：二条城前駅から12分，市バス：
二条城前から5分　※期間中，入城は北
大手門からのみ

当館は重要文化財二の丸御殿障壁画を，御殿における配置のままで展示する施設です。狩野派一
門による豪華な障壁画を間近から鑑賞していただけます。また飾金具や城内から発掘された埋蔵
文化財も展示しています。

柳原銀行記念資料館 下京区下之町6-3 371-0295
JR・地下鉄・近鉄：京都駅から7分，市バ
ス：河原町塩小路から3分

明治期に同和地区で設立された唯一の元銀行で，木造としては現存する最古の銀行建築の一つで
あり，市の登録有形文化財。地区の産業振興や教育向上に貢献した銀行の活動と地域の歴史を通
して，人権の尊さを伝えるため設立。

立命館大学国際平和ミュージアム 北区等持院北町56-1 465-8151 市バス・JRバス：立命館大学前から5分
戦争の被害と加害の両面から過去の歴史に学び，平和をつくるために何ができるかを考える世界
初の大学立の平和博物館。戦時中の民家の復元や映像も駆使した展示。特別展も年数回開催。

霊山歴史館 東山区清閑寺霊山町1 531-3773 市バス：東山安井から10分
幕末・明治維新の専門歴史博物館。坂本龍馬・西郷隆盛ら倒幕派，新選組ら幕府側，双方の資料
５０００点の内，常時１００点を展示。映像も充実し，幕末維新関連の映像を３Ｄ（立体）で上
映。

http://web.kyoto-inet.or.jp/org/asny1/souseikan/index.html
http://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/soshiki/3-11-0-0-0.html
http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/clocktower/
http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/clocktower/
http://www1.odn.ne.jp/kozu-kobunka/
http://harris.doshisha.ac.jp/
http://harris.doshisha.ac.jp/
http://miyakomanabi.jp/facilities/index.php?act=detail&id=1509
http://www.city.kyoto.lg.jp/suido/page/0000007524.html
http://www.bukkyo-u.ac.jp/facilities/museum/
http://www.city.kyoto.jp/bunshi/nijojo/tenji/index.html
http://www.city.kyoto.jp/bunshi/nijojo/tenji/index.html
http://suujin.org/yanagihara/
http://www.ritsumei.ac.jp/mng/er/wp-museum/index.html
http://www.ryozen-museum.or.jp/

