博物館名
大阪市立自然史博物館

アドレス

ジャンル
地形 地質 化石 土木 遺跡 防災 環境 地域の自然

http://www.mus-nh.city.osaka.jp/index.html

○
大阪歴史博物館

http://www.mus-his.city.osaka.jp/index.html

生き生き地球館

http://chikyukan.com/www/

○

○

http://www.sayamaikehaku.osakasayama.osaka.jp/

貝塚市立自然遊学館

http://www.city.kaizuka.lg.jp/shizen/index.htm

○

○
きしわだ自然資料館

○

○

http://www.pref.osaka.jp/bunkazaihogo/senkou
ko.htm

吹田市立博物館

http://www.suita.ed.jp/hak/

大人： 300円、高大 地下鉄御堂筋線：長居駅（徒歩8 大阪府大阪市
学生： 200円、中学 分）
生以下：無料、特
別展は別料金

月曜日（休日の場合はその翌日） 10：00〜17：00
無料
年末年始（12月28日〜１月４日）
(入館は16：30まで)

地下鉄長堀鶴見緑地線：鶴見緑
地駅（徒歩3分）

月曜日（休日の場合はその翌日） 10：00〜17：00
無料
年末年始（12月28日〜１月４日）
(入館は16：30まで)

南海高野線：大阪狭山市駅（西へ 大阪府大阪狭
徒歩約10分）
山市

火曜日（休日の場合はその翌日） 9：00 〜 21：00、12 無料
年末年始（12月30日〜１月４日）
月 〜 2月は9：00

南海本線：貝塚駅（徒歩２５分）
大阪府貝塚市
（水鉄バス：「市民の森」下車徒歩
3分）

〜 17：00
大人：200円／団
体（25名以上）
140円、小人（小・
中学生）：無料

○

JR東海道線：岸辺駅（徒歩25
一般：200円、高
大阪府吹田市
分）、JR吹田、阪急吹田駅よりバ
校・大学生：100
円、小・中学生：50 ス：「佐井寺北」下車徒歩10分
円 特別展は別料
金

月曜日（祝日の場合はその翌日） 10：00〜17：00
年末年始（12月28日〜1月2日）、 (入館は16：30まで)
夏休み期間中（7月20日〜8月31
日）は、月曜日も開館

一般：200円、高
校・大学生：150
円、小・中学生：
100円

神戸電鉄公園都市線：フラワータ 兵庫県三田市
ウン駅（徒歩すぐ）

月曜日（月曜日が祝日の場合は翌
平日）、年末年始の12月31日と1月
1日、ゴールデンウイーク期間中(4
月28日から5月5日まで)は無休

各館とも一般：500
円、高校・大学生：
400円、小・中学
生：250円、両館共
通、一般：800円、
高校・大学生：640
円、小・中学生：
400円

阪神電鉄：岩屋駅（徒歩約10分）、 兵庫県神戸市
JR東海道線：灘駅南口（徒歩約12
分）、阪急電鉄：王子公園駅西口
（徒歩約20分）

無料

JR東海道線：神戸駅北側バスター 兵庫県神戸市
ミナルから神戸市バス、65系統ひ
よどり台面行き「ひよどりインター
前」下車すぐ、JR東海道線：三宮
駅から神戸市バス、66系統ひよど
り台方面行き「ひよどりインター
前」下車すぐ

○

9:30〜17:30（入館
は16:30まで）、7〜
9月は9:30〜18:00
（入館は17:00ま
で）、金・土曜日は
9:30〜19:00（入館
は18:00まで）

土曜日、日曜日、祝日、年末年始 9:00〜16:30

兵庫県立防災科学館(現在リ
ンクなし）

○

http://www.city.himeji.hyogo.jp/atom/

ジャンル
地形 地質 化石 土木 遺跡 防災 環境 地域の自然
○

大阪府岸和田
市

泉北高速鉄道：泉ケ丘駅（徒歩 大阪府堺市
7分）

10：00〜16：30(入 無料
館は16:00まで)

○

姫路科学館「アトムの館」

南海本線：岸和田駅（徒歩15分）

大阪府大阪市

月曜日、祝日の翌日(祝日が月曜 9：30〜17：00
日の場合、火曜日も休館)
年末年始(12/28〜1/4)

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

アドレス

所在地

月・火曜日
12/28〜1/4

○

博物館名

アクセス

○

兵庫県立人と自然の博物館 http://www.nat-museum.sanda.hyogo.jp/index.html

阪神・淡路大震災記念 人と
防災未来センター

入場料

地下鉄谷町線：谷町4丁目駅より 大阪府大阪市
9:30〜17:00 ※金 大人：600円、高
曜は20:00まで開 校・大学生：400円 すぐ

月曜日（但し、月曜日が祝日の場 10：00〜17：00
合は開館）、毎月末日、祝日・休日 (入館は16：00まで)
の翌日（翌日が土・日曜日の場合
は開館）、9月14・15日（だんじり祭
り）、12月29日〜1月5日

http://www.city.kishiwada.osaka.jp/sosiki/k-nature/

大阪府立泉北考古資料館

開館時間

月曜日（休日の場合はその翌日） 9：30〜16：30
年末年始（12月28日〜１月４日）

火曜日(祝日の場合翌日)

○

○
大阪府立狭山池博物館

休館日

休館日
月曜日（祝・休日は開館）、祝・休
日の翌日（土・日・休日は開館）
年末年始(12/28〜1/4)

開館時間
9：15〜17：00

入場料

アクセス

所在地

一般：400円、高校 JR姫新線：余部駅（徒歩30分）
兵庫県姫路市
生：100円、小・中 JR姫路駅北口より、神姫バスで
「太子行き」乗車で「星の子館前」
学生：50円
下車

12月30日〜1月2日

史跡生野銀山と生野鉱物館 http://www.ikuno-ginzan.co.jp/

○

水分れ資料館

http://www.city.tamba.hyogo.jp/edu/bunka/rekis

○

山崎防災センター
尼崎市立田能資料館

○
http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/web/contents/in
fo/city/city03/tano/index.htm

赤穂市立海洋科学館・塩の
国

http://www2.memenet.or.jp/˜akoharm/marine/

玄武洞ミュージアム

http://www3.ocn.ne.jp/˜genbudo/

○
○

おもしろ昆虫化石館

http://www.town.shinonsen.hyogo.jp/page/d18c448c446b48
京都大学総合博物館

○
○

○

○

http://www.edu.city.kyoto.jp/science/index.html

京都市考古資料館

http://www.kyoto-arc.or.jp/

○

○

○

○

水曜日
年末年始(12/28〜1/4)

8：30〜16：00

無料

神姫バス「山崎営業所」下車徒歩 兵庫県山崎町
２分

月曜日(祝日の場合翌日も)、祝
日、年末年始(12/29〜1/3)

9:00〜17:15(入館 無料
は16:30まで)

阪急神戸線：園田駅より尼崎市営 兵庫県尼崎市
バスで「田能口」下車北へ徒歩15
分、阪急宝塚線：曽根駅（阪急バ
ス96番 クリーンスポーツランドゆ
き終点下車 徒歩5分）

○

○

○

○

○

火曜日（火曜日が祝日の場合は翌 9:30〜16:30（入館 一般：200円、小・
日） 年末年始 12月28日〜1月4 は16:00まで）
中学生：100円
日
無休

8：30〜18：00（冬
季は17：30まで）

JR赤穂線：播州赤穂駅より神姫バ 兵庫県赤穂市
ス「御崎保養センター」行きで「明
神木」下車、南へ徒歩15分

一般：600円、小学 JR山陰本線：玄武洞駅（渡船5分） 兵庫県豊岡市
城崎駅：タクシー8分
生、幼児：300円
大人：100円、子
供：50円

9:30〜16:30（入館 大人：400円、高
は16:00まで）
校・大学生：300
円、小・中学生：
200円

JR山陰本線：浜坂駅から全但バ
ス「湯村温泉」下車、田中または
千谷上行きに乗換、「千谷」下車

兵庫県温泉町

京阪電車：出町柳駅（徒歩15分）、 京都府京都市
JR東海道線：京都駅ほか市内各
地より京都市バス3・17・31・201・
203・206系統「百万遍」下車

木曜日（祝日の場合は翌金曜日)、 9：00〜17：00
年末年始（12月26日〜1月4日）

京阪電車：藤森駅（徒歩5分）、地 京都府京都市
大人：500円、中
下鉄・近鉄電車：竹田駅、東へ
学・高校生：200
円、小学生：100円 1km

○

月曜日(祝日の場合翌日)、年末年 9:00〜17:00(入館
始(12/28〜1/3)
は16:30まで)

無料

○

月曜日、祝日、年末年始（12月27
日〜1月5日）
(その他臨時に休館日を変更する
ことがあります。）

http://wwwmmc.city.nantan.kyoto.jp/mmc/
http://www.lbm.go.jp/

JR福知山線：石生駅（徒歩10分） 兵庫県氷上町

月・火曜日、年末年始(12/28〜
1/4)

南丹市立文化博物館

滋賀県立琵琶湖博物館

大人：200円 小
人：50円

月曜日 （但し、臨時休館日を設け 9：00〜16：00
ることがあります。）

○

http://www.museum.kyoto-u.ac.jp/indexj.html

京都市青少年科学センター

月曜日（火曜日が祝日の場合は翌 9：00〜17：00
日） 年末年始 12月28日〜1月3
日（1月1日は開館）

○

○

JR播但線：生野駅（神姫バス：「小 兵庫県生野町
4月〜10月；9：00 一般：900円、高
野（この）」下車徒歩5分、本数が
〜17：30 11月；9： 校・中学生：600
00〜17：00 12月 円、小学生：400円 少ない）
〜2月；9：30〜16：
30 3月；9：30〜
17：00

○

○

○

9:00〜17:00(入館 大人：300円、高
は16:30まで)
校・大学生：200
円、小・中学生：
100円

月曜日(祝日の場合翌日)、年末年 9:30〜17:00(入館
始(12/28〜1/3)
は16:30まで)

大人：600円、高
校・大学生：400
円、小・中学生：

地下鉄烏丸線：今出川駅（徒歩10 京都府京都市
分）
JR山陰本線：園部駅西口から京 京都府園部町
都交通町内バス「国際交流会館」
下車

JR東海道線：草津駅より近江鉄道 滋賀県草津市
バス「鳥丸半島」行きで「琵琶湖博
物館前」下車すぐ

博物館名
伊吹山文化資料館

アドレス

http://www.lbm.go.jp/kenhaku/shoukai/66.html

ジャンル
地形 地質 化石 土木 遺跡 防災 環境 地域の自然
○

○

○

滋賀県立水環境科学館

○

http://mizukan.jp/
水のめぐみ館アクア琵琶

○

http://www.aquabiwa.jp/

○

多賀町立博物館「多賀の自
然と文化の館」

○

http://www.otsu.ed.jp/kagaku/

奈良県立橿原考古学研究所 http://www.kashikoken.jp/museum/
付属博物館

奈良文化財研究所飛鳥資料 http://www.asukanet.gr.jp/
館
二上山博物館

http://www.city.kashiba.nara.jp/outside/kakuka
/nijouzanhakubutsukan/guidebook/hakubutsuka

○

和歌山県立自然博物館

http://www.shizenhaku.wakayama-c.ed.jp/

○

○

JR東海道線：近江長岡駅より湖国 滋賀県伊吹町
バス「伊吹登山口」行きで「ジョイ
いぶき」下車徒歩8分

月曜日(祝日を除く)、祝日の翌日
(土日を除く)、年末年始

9:00〜17:00(入館 無料
は16:30まで)

JR東海道線：大津駅･石山駅から 滋賀県草津市
近江バス「草津駅西口」行き約20
分「矢橋」下車徒歩約10分

火曜日（火曜日が祝日の場合はそ 9：00〜17：00
の翌日）、年末年始

無料

熊野市紀和鉱山資料館

http://suzuka.cool.ne.jp/kenhaku/oawse/kiwa/kiwa.h
tml

福井市自然史博物館

http://www.nature.museum.city.fukui.fukui.jp/

福井県立恐竜博物館

○

JR東海道線：石山駅より京阪バス 滋賀県大津市
20分「南郷洗堰」下車、徒歩5分、
京阪電鉄石山坂本線：石山寺駅
から京阪バス10分「南郷洗堰」下
車、徒歩5分

月曜日・火曜日・祝日の翌日・年末 9:30〜17:00
年始 ただし,月曜日・火曜日が祝
日と重なった場合は開館します。ま
た,祝日の翌日が土曜日・日曜日と
重なった場合は開館

16才以上：200円、 ＪＲ東海道線（琵琶湖線）：彦根駅 滋賀県多賀町
下車 湖国バス3番乗り場「工業
16才未満：無料
団地経由 多賀町役場行」「あけ
ぼのパーク多賀」下車

9:00〜17:00(最終 小学生以上：100
入場は16:30まで) 円

ＪＲ琵琶湖線：膳所駅（徒歩20分） 滋賀県大津市
京阪電鉄石坂線：膳所本町駅（徒
歩5分）

○

大人：400円、高
校・大学生：300
円、小・中学生：
200円

○

月曜日（祝日の場合翌日）、12月
26〜1月3日

近鉄橿原線：橿原神宮前駅より
一般：260円、高
「岡寺前」行きバスで「飛鳥大仏
校・大学生：130
円、小・中学生：無 前」下車、東北へ徒歩で10分

奈良県明日香
村

○

月曜日(祝日の場合翌日)、年末年 9:00〜17:00(入館
始（12/28〜1/4）
は16:30まで)

大人：200円、学
生：150円、小人：
100円

近鉄大阪線：下田駅（徒歩5分）

奈良県香芝市

月曜日(祝日の場合は次の平日)、 9:30〜17:00(入館
祝日の翌日(土・日を除く)、年末年 は16:30まで)
始（12/29〜1/3）

大人：460円、高校 JR紀勢本線：海南駅より和歌山バ 和歌山県海南
スで「琴の浦」下車徒歩3分
生以下：無料
市

○

月曜日、祝日の翌日、年末年始
(12/29〜1/3)

○

○

所在地

9:30〜17:00(入館 大人：100円、小・
は16:30まで)
中学生：50円

http://www.pref.mie.jp/HAKU/HP/
http://www.city.yokkaichi.mie.jp/museum/

アクセス

月曜日(休日にあたる場合は翌日 9:00〜17:00(入館
も休館)、祝日、年末年始(12/28〜 は16:30まで)
1/4)

三重県立博物館

四日市市立博物館

入場料

月曜日、祝日の翌日、年末年始
(12/27〜1/5)

月曜日、第３日曜日、年末年始
（12/29〜1/3）

○

○

開館時間

○

http://www.tagatown.jp/˜taga-mus/
大津市科学館

休館日

○

9:00〜16:00

近鉄橿原線：畝傍御陵前駅（徒歩 奈良県橿原市
5分）、近鉄橿原線：橿原神宮前駅
（徒歩15分）

9:30〜17:00(入館 大人：40円、高校・ JR紀勢本線、近鉄名古屋線：津
は16:30まで)
大学生：30円、中 駅（徒歩5分）
学生以下・65歳以
上：無料

月曜日（祝日の場合は翌日）,年末 9:30〜17:00(入館
年始(12/26〜1/3)
は16:30まで)

大人：210円、高
校・大学生：160
円、小・中学生：

近鉄名古屋線：四日市駅（徒歩5
分）

三重県津市

三重県四日市
市

○

月曜日(祝日の場合翌日)、12/30
〜1/1

○

月曜日（祝日・休日の場合は開
9:00〜17:00（入館 大人（高校生以上）： 福井鉄道福武線：公園口駅（徒歩 福井県福井市
館）、祝日・休日の翌日、年末年始 は16:30まで）
100円、小人（中学生 12分）、JR北陸線：福井駅から京
（12月28日〜1月4日）
以下）：無料
福バス「赤十字病院線」（72号系
統）「公園下バス停」徒歩10分

○

http://www.dinosaur.pref.fukui.jp/

○

○

12月29日〜1月2日
(展示替え、点検のため臨時に休
館することあり)

9:00〜17:00(最終 大人：500円、小・
入場閉館30分前) 中学生：200円

9:00〜17:00（入館 大人：500円、高
は16:30まで）
校・大学生：400
円、小・中学生：
250円

JR紀勢本線：熊野駅より三重交通 三重県紀和町
バス「板屋」下車徒歩1分

えちぜん鉄道勝山永平寺線「勝山 福井県勝山市
行き」乗車（約1時間）：勝山駅下
車、コミュニティバスにて約15分ま
たはタクシーにて約10分

