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1. 木村忠太《セーヌ河畔》1975 年　油彩・キャンヴァス　©ADAGP, Paris & JASPAR, Tokyo/
　 ヤマザキマザック美術館
2. 楽道入《黒楽割高台茶碗》江戸時代初期 / 昭和美術館
3. オドネル式手廻し計算機（スウェーデン製）1970 年頃 / 愛知学院大学歯学部歯科資料展示室
4. 鶴田卓池賛・草龍画≪山葡萄図并句≫ / 岡崎市美術博物館
5. せなけいこ『ねないこだれだ』原画　1969 年　福音館書店 / 刈谷市美術館
6. ジャイロ効果 / でんきの科学館
7. チンパンジー交連骨格 / 公益財団法人 日本モンキーセンター
8. ストップモーションアニメーション「ごん」人形　©TAIYO KIKAKU co.,ltd / EXPJ, Ltd
　 / 新美南吉記念館
9. 太鼓（釣太鼓）　江戸時代（18 ～ 19 世紀）/ 徳川美術館
10. 鏑木清方《薫風》大正 8（1919）年　千葉市美術館蔵　前期展示　©Akio Nemoto/ 名都美術館
11. 藤井達吉《満山紅葉》昭和 10 年代 / 碧南市藤井達吉現代美術館
12. 木村伊兵衛　ミラボー橋、パリ（1955 年）　©Naoko Kimura/ 稲沢市荻須記念美術館
13. 姫巫女神王姫頭俑 / 美術の森
14.「志野茶碗　銘 初霰」桃山時代 / 桑山美術館

15. キョリ感ゼロのイルカショー / 南知多ビーチランド
16. 浜田知明　初年兵哀歌（歩哨）　1951 年 / かみや美術館
17. 杉本健吉《サンポール路地》/ 杉本美術館
18. 弥富市で生まれた金魚「サクラニシキ」/ 弥富市歴史民俗資料館
19. 宝飯中学校本館　明治時代前半 / 豊川市桜ヶ丘ミュージアム
20. 熊谷守一《牛》　1956 年　油彩、板　初公開コレクション / メナード美術館
21. 佐藤一英（長谷川公茂撮影）/ 一宮市博物館
22. 愛知県指定文化財（工芸）「陶製灰釉短頸壺｣　猿投 ･ 白瓷　平安時代前期（9 世紀後半）
　  岐阜県高山市出土 / 愛知県陶磁美術館
23. 三岸黄太郎《わが家よりのエッフェル塔》1991 年　©MIGISHI/ 一宮市三岸節子記念美術館
24.  Maki Ueda《オルファクトスケープ - シャネル 5 番の分解 -》/ 清須市はるひ美術館
25. 山本良比古《犬山の鵜飼い》1986 年　作家蔵 / 高浜市やきものの里かわら美術館
26. 金箔桐文鬼瓦 清州城下町遺跡 清須市教育委員会蔵 / 名古屋市博物館
27. 名古屋製陶所「上絵薔薇図花瓶」大正～昭和時代 / 横山美術館
28. 重要文化財　ホジ６０１４号蒸気動車 / リニア・鉄道館
29. 山本二三　天空の城ラピュタ《荒廃したラピュタ》1986 年 Ⓒ 1986 Studio Ghibli / 田原市博物館
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■休館日・入館料などについては直接各館・園にお問合せいただくか、HP 等をご覧ください

美　術　館
名 古 屋 市 内

名　称 催　事　名　称 開催期間 所 在 地・交 通 案 内 電話・駐車場
Aichi Prefectural Museum of Art

愛知県美術館
地球・爆―10人の画家による大共作展 11/1～12/15	 名古屋市東区東桜1-13-2

地下鉄東山線・名城線「栄」、名鉄瀬戸線「栄町」下車
オアシス21を経由し徒歩3分

（052）971-5511（代）
P 	600台（一般駐車料金
30分以内ごとに270円）コートールド美術館展 1/3～3/15

Araki Syuseikan Museum

荒木集成館
伊藤正孝　装いのコレクション 9/7～12/8 名古屋市天白区中平5-616

地下鉄鶴舞線「原」下車、市バスに乗り換え
「天白消防署」下車、徒歩2分

(052)802-2531
P 	10台(無料)化石展　東海化石研究会 1/17～4/5

Kuwayama Art Museum

桑山美術館
茶道具にみる伝統工芸　―桃山・江戸から昭和へ― 9/7～12/1 名古屋市昭和区山中町2-12

地下鉄鶴舞線「川名」下車、２番出口より徒歩８分　
市バス(栄18および八事12系統)の「山中」下車、東へ徒歩３分

(052)763-5188
P 	8台（無料）春ラ・ラ・ラ♪絵画と工芸　―迎春・早春・晩春― 1/8～2/2

THE SHOWA MUSEUM of ART

昭和美術館
茶道具の黒　かたちと質感	 9/7～12/8 名古屋市昭和区汐見町4-1

地下鉄鶴舞線「いりなか」から徒歩13分
市バス(金山11および金山16)「藤成通5丁目」下車、徒歩8分
市バス（金山12）「上山町」下車、徒歩5分

（052）832-5851
P 	30台（無料）新春展　茶道具のすがた 1/11～2/16

季節を楽しむ（仮） 3/20～7/5

Daiichi Museum of Art

大一美術館

エミール・ガレ＆ドーム兄弟　																																												
ガラスと陶器に描かれた昆虫と動物たち展 ～11/10 名古屋市中村区鴨付町1-22

〔交通案内〕
（公共交通機関の方）
・栄オアシス21、名駅（笹島町停留所）から市バス栄24「稲西車
庫」行き、「鴨付町」下車南へ徒歩1分

・地下鉄東山線「中村公園」から市バス13「稲西車庫」行き、鴨付町下車南へ徒歩1分
（お車の方）
・名古屋高速で大高方面から「黄金IC」より岩塚本通を西へ、岩塚
本通4の交差点を右折スグ。

・東名阪で亀山方面から「名古屋西IC」出口より下車、岩塚本通を
東へ岩塚本通4の交差点を左折すぐ。

・名古屋IC方面より名二環へ「大治南」出口より下車、岩塚本通を
東へ、岩塚本通4の交差点を左折すぐ。

（052）413-6777
P 	5台（無料）・大型バス可	
コインパーキング10台（2
時間まで無料）

アメリカ現代グラスアートの巨匠
デイル・チフーリ展 ～11/10

特別展「片岡球子」
「富士山」シリーズ等当館所蔵の4点を展示　　 ～11/10

ガラスに描かれた花と風景展	
エミール・ガレ、ドーム兄弟、ラリック他 11/15～5/17

企画展「Panoramic	～ガラスのある風景」　　　　　
富山造形ガラス研究所教務スタッフ 11/15～5/17

The Tokugawa Art Museum

徳川美術館

秋季特別展
殿さまとやきもの　―尾張徳川家の名品― 9/15～11/10

名古屋市東区徳川町1017
なごや観光ルートバス〈メ―グル〉「徳川美術館」下車
市バス基幹2系統・名鉄基幹バス「徳川園新出来」下車、徒歩3分　
JR中央線「大曽根」下車、南口より徒歩10分
地下鉄名城線「大曽根」下車、5E出口より徒歩15分

（052）935-6262
P 	美術館専用駐車場17
台（無料）
市営徳川園駐車場80台
（有料・大型バス可）

特別展　良寛さん―その人と書 11/16～12/15

企画展　奏でる―楽器と調べ― 1/4～1/31

特別展　尾張徳川家の雛まつり
2/8～4/5

企画展　いつだってKawaii大好き

Nagoya City Art Museum

名古屋市美術館
特別展「あいちトリエンナーレ2019　情の時代」 8/1～10/14

名古屋市中区栄2-17-25（芸術と科学の杜・白川公園内）
地下鉄東山線・鶴舞線「伏見」下車、5番出口から南へ徒歩8分

（052）212-0001
P 	なし特別展「カラヴァッジョ展」 10/26～12/15

特別展「没後90年記念　岸田劉生展」 1/8～3/1

FURUKAWA Art Museum・
TAMESABURO Memorial Museum

古川美術館・
分館　爲三郎記念館

古川美術館　特別展「髙山辰雄　平松礼二　松村公嗣
～文藝春秋表紙絵とその芸術」／分館　爲三郎記念館
特別展「茶ー祈りと楽しみ	～千宗屋好み興福寺中金堂
献茶道具初公開	～」	

10/19～12/8

名古屋市千種区池下町2-50
地下鉄東山線「池下」下車、1番出口より東へ徒歩3分

（052）763-1991
P 	専用駐車場16台
（無料・3か所）　
特約コインパーキング15
台（2時間まで無料・2か所）

古川美術館新春展「生誕130年記念展　　　　　　　
古川爲三郎コレクション～一富士　二刀　三美人」 1/2～3/1

分館　爲三郎記念館　「愛知県立芸術大学退官記念展
土屋公雄～記憶の庭（仮称）」 2/6～3/1

古川美術館　分館爲三郎記念館特別展「愛知の工芸
（仮称）」 3/15～5/6

Hori Art Museum

文化のみち　堀美術館 常設展　日本の近代美術を代表する芸術家たち
常時

増築工事の為休館中
10月オープン予定

名古屋市東区主税町4-4-2
地下鉄桜通線「高岳」下車、2番出口から徒歩10分
市バス基幹2系統「白壁」下車、南へ徒歩5分

（052）979-5717

Morimura Museum of Yamatoe-Art

森村記念館

やっとかめ文化祭・久屋ぐるっとアート協賛
宜稲・宜永・宜高三代展 10/23～11/4

名古屋市東区東桜1-10-18
地下鉄「栄」「久屋大通」から徒歩3分

（052）971-0456
P 	（小型）30分150円

やっとかめ文化祭・久屋ぐるっとアート協賛　　　　							
アート体験　１．音楽　２．書　３．絵　４．茶 11/1～11/4

冬のやまと絵と桃山茶陶展 11/6～12/22

森村宜高　絵巻復元展(吉備大臣入唐絵巻) 11/29～12/1

THE YAMAZAKI MAZAK MUSEUM OF ART

ヤマザキマザック美術館
秋の所蔵品展 8/29～11/10

名古屋市東区葵1-19-30
地下鉄東山線「新栄町」下車、1番出口から直結

（052）937-3737
P 	30分まで無料（30分
ごとに200円）

フランスに生きた日本人画家　木村忠太の世界 11/15～3/8

春の所蔵品展 3/12～4/未定

Yokoyama Art Museum

横山美術館
魅了する　煌めく薩摩 6/1～10/31 名古屋市東区葵1-1-21

地下鉄東山線「新栄町」下車、1番出口より徒歩４分
地下鉄桜通線「高岳」下車、３番出口から徒歩４分

(052)931-0006
P 	なしじだいをつなぐ　近代・現代陶磁の美 11/15～3/1

（表紙 1）

名　称 催　事　名　称 開催期間 所 在 地・交 通 案 内 電話・駐車場

Aichi Prefectural Ceramic Museum

愛知県陶磁美術館

京都国立近代美術館所蔵　川勝コレクション
鐘溪窯　陶工・河井寬次郎展 8/24～10/20 瀬戸市南山口町234

東名「名古屋IC」・名二環道「本郷IC」から瀬戸・長久手・足助方面
へ約10㎞
東名「日進JCT」経由、名古屋瀬戸道路「長久手IC」から足助・瀬戸
方面に約５㎞
東海環状道「せと赤津IC」から約７㎞
リニモ(東部丘陵線)「陶磁資料館南」下車「知の拠点あいち」横の
歩道を約600ｍ

（0561）84-7474
P 	250台（無料）

愛知やきものセレクション
－県指定文化財の陶磁器－ 11/2～12/22

愛知県美術館所蔵																																																		
木村定三コレクションの文人趣味と煎茶	 1/11～3/22

University Art Museum
Aichi University of the Arts

愛知県立芸術大学
芸術資料館

藝術創造する装置 9/21～10/6 長久手市岩作三ケ峯1-114
地下鉄東山線「藤が丘」下車、リニモ(東部丘陵線)「芸大通」下車、
徒歩約10分

(0561)76-4698
P 	３台（無料）

第44回　美術学部教員展 10/31～11/10

尾 　 　 張

名　称 催　事　名　称 開催期間 所 在 地・交 通 案 内 電話・駐車場
Okazaki City Museum

岡崎市美術博物館
鶴田卓池と三河の俳諧　―蕉風俳諧の系譜	 9/28～11/10 岡崎市高隆寺町峠1　岡崎中央総合公園内

名鉄「東岡崎」から名鉄バス「中央総合公園」行
「美術博物館」下車、徒歩3分
東名「岡崎IC」より10分

（0564）28-5000
P 	860台(無料)Roots	of	Kawaii	内藤ルネ展　～夢見ること、それが私の人生～ 11/23～1/13

暮らしのうつりかわり 1/25～3/22

The World Children's Art Museum in Okazaki

おかざき世界子ども
美術博物館

高橋綾のあそぶデザイン展inおかざき 10/5～12/15 岡崎市岡町字鳥居戸1-1
名古屋駅より名鉄電車（名古屋本線急行）に乗り
45分で美合駅下車、タクシーで5分　　　　　
東名「岡崎IC」より国道1号豊橋方面へ約10分	
新東名「岡崎東IC」から国道1号へ出て名古屋方面に約20分

（0564）53－3511
P 	普通車195台、
大型バス8台(無料)

中山みどりフェルトアートのどうぶつたち展 12/21～3/1

第32回リトルアーティスト展 3/7～4/19

Kariya City Art Museum

刈谷市美術館

企画展	『ねないこだれだ』誕生50周年記念　せなけいこ展 9/21～11/10
刈谷市住吉町4-5
JR東海道線・名鉄三河線「刈谷」下車、南口より徒歩約10分	
※刈谷駅はJR名古屋駅から快速で約20分

(0566)23-1636
P 	60台（無料）

常設展	絵画を愉しむ　すばらしき日本の美 11/15～12/8

常設展　1960-70年代のポスター
―アングラ演劇を中心に― 1/7～2/23

Kawara Museum of Takahama city,
a Hometown of Ceramics

高浜市やきものの里
かわら美術館

山本良比古
－緻密な風景を描いた〝虹の絵師″ 9/28～12/26

高浜市青木町9-6-18
名鉄三河線「高浜港」駅下車、徒歩10分

（0566）52-3366
P 	バス2台、普通車100
台（無料）やきもの王国

―中世猿投窯と常滑窯― 1/18～3/22

　　　

三 　 　 河

名　称 催　事　名　称 開催期間 所 在 地・交 通 案 内 電話・駐車場
Museum of Horyuji Mural Reproductions
Aichi University of the Arts

愛知県立芸術大学
法隆寺金堂壁画模写展示館

2019年法隆寺金堂壁画模写秋季展
【特別陳列】模写解剖

10/22～11/3	
11/16～11/30 長久手市岩作三ケ峯1-114

地下鉄東山線「藤が丘」下車、リニモ(東部丘陵線)「芸大通」下車、
徒歩約10分

芸術資料館
(0561)76-4698
P 	３台（無料）2020年法隆寺金堂壁画模写春季展 3/21～3/31

Ichinomiya City Memorial Art Museum of 
Setsuko Migishi

一宮市三岸節子記念美術館
特別展　没後10年記念　「三岸黄太郎展」 10/12～12/1 一宮市小信中島字郷南3147-1

JR東海道線「尾張一宮」・名鉄名古屋本線「名鉄一宮」から名鉄バ
ス2番のりば「起」行きで約15分「起工高・三岸美術館前」下車、徒
歩1分

（0586）63-2892
P 	42台（無料）
（大型バス可）

コレクション展（常設展）「家族を想う」 10/12～1/19

コレクション展（常設展）「春を待つ」 1/21～4/12

Inazawa City Oguiss Memorial Art Museum

稲沢市荻須記念美術館
常設　荻須高徳展 通年 稲沢市稲沢町前田365-8

名鉄名古屋本線「国府宮」から名鉄バス「アピタ稲沢店」行き「美術
館・保健センター」で下車、「矢合観音」行き「稲沢町前田」で下車

（0587）23-3300
P 	乗用車80台、バス2台
（無料）令和元年度特別展　木村伊兵衛　パリ残像 10/26～12/8

Kasugai City Tofu Memorial Museum

春日井市道風記念館

特別展「川谷尚亭～神々しきその書」 9/6～10/14
春日井市松河戸町5-9-3
JR中央線「勝川」下車、タクシー10分、徒歩30分　
「大曽根」からゆとりーとラインで「川村」下車、徒歩10分
名二環、上り線は「松河戸IC」から3分、下り線は「小幡IC」から5分

(0568)82-6110
P 	44台（無料）

企画展「黒野清宇の書」 10/18～11/4

館蔵品展「書の魅力」 11/7～2/2

館蔵品展 2/5～4/19

Kamiya Museum of Art

かみや美術館
浜田知明　初年兵哀歌　銅版画 9/8～12/22 半田市有脇町10-8-9

JR武豊線「亀崎」駅から1.9km
知多半島道路「阿久比IC」より東へ6分

（0569）29-2626
P 	10台（無料）李鴻章の書　諸葛孔明前出師表 1/5～3/29

Kiyosu City Haruhi Art Museum

清須市はるひ美術館

開館20周年記念企画展　嗅覚のための迷路 10/12～12/8

清須市春日夢の森1
JR東海道線「清洲」から徒歩20分または「きよすあしがるバス」を利用。
名二環自動車道「清洲東IC」から5分、名古屋高速道路「春日出口」
（一宮方面より）から5分、「清須出口」（名古屋方面より）から5分

（052）401-3881
P 	104台（無料）

清須市はるひ絵画トリエンナーレ																						　
アーティストシリーズ　Vol.90　岡本　秀	展 12/17～1/13

清須市はるひ絵画トリエンナーレ　																												
アーティストシリーズ　Vol.91　しまだそう　展　 1/18～2/9

清須市はるひ絵画トリエンナーレ　																			
アーティストシリーズ　Vol.92　羽尻　敬人　展　 2/15～3/8

清須市はるひ美術館　収蔵作品展 12/17～3/8

Seto City Art Museum

瀬戸市美術館

瀬戸市制施行90周年記念　瀬戸市美術館特別企画展		
「小森忍・河井寛次郎・濱田庄司-陶磁器研究とそれぞれの開花-」 10/5～12/22

瀬戸市西茨町113-3
名鉄瀬戸線「尾張瀬戸」駅下車、徒歩13分

(0561)84-1093
P 	388台(無料)瀬戸市美術館企画展　「石上久美子	染色展」(仮) 1/5～3/1

瀬戸市美術館特別展　「瀬戸国際セラミック＆ガラスアート
交流プログラム　2019-2020　招へい作家作品展」 2/29～3/22

Sugimoto Art Museum

杉本美術館 杉本健吉と巡るヨーロッパ 9/19～4/21 知多郡美浜町美浜緑苑1-12-1
名鉄知多新線「美浜緑苑」駅から徒歩7分

（0569)88-5171
P 	15台（無料）

Seirankan Museum of Calligraphy

晴嵐館

常設展示　「大池晴嵐の書業と文房四宝」 9/27～4/8
江南市大海道町青木22
名鉄犬山線「江南」駅下車、東へタクシー5分または徒歩15分
名神「小牧IC」より西へ車で10分
名古屋高速尾北線「小牧北IC」より西へ車で10分

（0587）56-3170
P 	無料　乗用車・大型バ
ス可

秋季特別展示　「台北故宮博物院の書画Ⅱ」（複製作品） 9/27～10/9

企画展示　「大池晴嵐の書～連綿の表現」 10/11～3/25

春季特別展示　「郷土の書家Ⅵ」 3/27～4/8

MEITO ART MUSEUM

名都美術館
<特別展>鏑木清方　　　　　　　　　　　　　　　
－清くあれ、潔くあれ、うるはしくあれ－

10/11～12/15
前期：10/11～11/10
後期：11/12～12/15

長久手市杁ケ池301
東部丘陵線(リニモ)｢杁ヶ池公園駅｣下車、2番出口から歩道を右
方向へ進み、東狭間交差点を右折（徒歩5分）

(0561)62-8884　
P 	43台（無料）

<所蔵品展>故郷から羽ばたく画家たち　　　　　　
－中京出身の画家、川合玉堂、前田青邨を中心に－ 1/17～3/15

MENARD ART MUSEUM

メナード美術館

メナード美術館　コレクション名作展2019 10/4～12/22

小牧市小牧五丁目250番地
【名古屋・栄方面より】名鉄・近距離高速バス［桃花台線］
名鉄バスセンター4F～栄(オアシス21)経由｢小牧市民病院北｣下車徒歩3分
【豊橋・岡崎方面より】名鉄名古屋（犬山線）→岩倉駅下車乗換え、名鉄バス
「小牧駅行き」市民病院前経由「メナード美術館前」又は市役所経由「小牧市
民病院北」下車徒歩3分
【栄・大曽根・春日井方面より】栄（名城線）→平安通（上飯田線～名鉄小牧線
直通乗入れ）→小牧駅下車、西口より徒歩15分又はバス5分
【お車】｢小牧I.C｣名古屋方面出口より、および名古屋高速小牧線｢小牧南出
口｣より国道41号線に入り、｢弥生町｣交差点を東へ1km		

（0568)75-5787
P 	乗用車13台（車イス
用1台含む）で限りがご
ざいます。公共交通機関
をご利用ください。所蔵企画展

額縁のむこうの音楽 1/2～3/8
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■休館日・入館料などについては直接各館・園にお問合せいただくか、HP 等をご覧ください

名　称 催　事　名　称 開催期間 所 在 地・交 通 案 内 電話・駐車場
Museum of Kaigarayama Shell Mound

愛知県清洲貝殻山貝塚資料館 新施設準備のため休館中
清須市朝日貝塚1
城北線「尾張星の宮」下車、徒歩10分
名鉄「新清洲」下車、徒歩30分

(052)954-6782																																																						
愛知県教育委員会文化財
保護室

Saori Museum of History and Folklore

愛西市佐織歴史民俗資料室 常設展　愛西市佐織地区の歴史・民俗などの展示 常時 愛西市諏訪町郷西456-１
名鉄津島線「藤浪」下車、徒歩10分

(0567)26-1123
P 	30台

Ama City Miwa Museum

あま市美和歴史民俗資料館 企画展「戦争から平和を考える」（仮） 11/2～12/27 あま市花正七反地１
名鉄津島線「木田」下車　北に徒歩10分	

(052)442-8522
P 	20台（無料）

Ichinomiya City Museum

一宮市博物館
特別展「生誕120年記念　佐藤一英」 10/12～11/24

一宮市大和町妙興寺2390
名鉄名古屋本線「妙興寺」駅下車南口より徒歩7分

(0586)46-3215
P 	61台（無料）企画展　2019　一宮市現代作家美術秀選展 11/30～12/15

企画展　くらしの道具 1/11～3/8

Ichinomiya  city Bisai Museum of History and Folklore

一宮市尾西歴史民俗資料館
特別展「公儀御用の象　美濃路をゆく」 10/12～11/24 一宮市起字下町211

JR「尾張一宮」「名鉄一宮」駅から名鉄バス「起行き」で20分、
「起」下車、徒歩5分

(0586)62-9711
P 	約20台(無料)企画展「御裳神社の宝物」	 	 2/1～3/1

SHIROTOMACHI MUSEUM

城とまちミュージアム
（犬山市文化史料館）

吉田初三郎とタイムスリップ ! !
～大正・昭和の犬山紀行～ 11/21～1/6 犬山市大字犬山字北古券８

名鉄「犬山」または「犬山遊園」下車、徒歩15分 （0568）62-4802

National Treasure Inuyama Castle

国宝　犬山城
犬山城天守保存修理工事(7/中旬～12/末)10/1～
12/末の期間は天守内は4階高欄まで入場できますが
天守の外観はシートで覆われています

犬山市大字犬山字北古券65-2
名鉄犬山線「犬山」下車、徒歩20分、または「犬山遊園」下車、徒歩15分

（0568）61-1711
P 	犬山市観光駐車場　乗用車300
円/1時間　バス1000円/1時間

Inuyama Castle Historical Museum

犬山城白帝文庫歴史文化館

特別展　付家老のお仕事
－家康が尾張藩を託した成瀬と竹腰－ 10/17～11/19

犬山市犬山北古券8（城とまちミュージアム内）
名鉄犬山線「犬山」または「犬山遊園」下車、徒歩15分 （0568）62-4700

常設展　犬山城と城下町
特別展期間外	
＊展示替えのため休館
する場合があります	

Iwasaki Castle Museum

岩崎城歴史記念館
企画展「日進の学校教育」（仮称） 12/7～1/19（予定）

日進市岩崎町市場67番地
地下鉄東山線「星ヶ丘」駅より名鉄バス「岩崎御岳口」下車、徒歩3分

（0561）73-8825
P 	25台（無料）特別展「おひなさま」 2/1～3/22（予定）

常設展　「岩崎城の戦い」ジオラマ・岩崎城址出土遺物など 常時

Oguchi Historical Folk Museum

大口町歴史民俗資料館 （仮）ひなまつり 1/18～3/8
丹羽郡大口町伝右1-35　大口町健康文化センター3階
名鉄犬山線「柏森」から大口町コミュニティバスで10分
「健康文化センター」下車

（0587）94-0055
P 	100台（無料）

Obu Folklore Museum

大府市歴史民俗資料館
特別展　大府に縁のある偉人たち 10/5～11/24

大府市桃山町5-180-1
JR東海道線・武豊線「大府」下車、徒歩10分

（0562）48-1809
P 	30台（無料）連携企画　華めく洋食器　大倉陶園100周年の歴史と文化 10/5～1/26

企画展　太田隆司作品展 12/7～1/26
Kanie Town Folk Historical Material Museum

蟹江町歴史民俗資料館 町制130周年記念特別展「蟹江町130年のあゆみ」 10/1～12/1 蟹江町城1-214
JR「蟹江」から徒歩10分、近鉄「蟹江」から徒歩15分

（0567）95-3812
P 	50台（無料）

The Showa Era Lifestyle Museum

昭和日常博物館
（北名古屋市歴史民俗資料館）

特別展（仮題）
「Re：ディスカバー・ミニアチュア・ジャパン
～おみやげでめぐるニッポンの旅風景～」

11/1～1/30
（予定）

北名古屋市熊之庄御榊53
名鉄犬山線「西春」から徒歩25分（タクシー10分）

（0568）25-3600
P 	100台（無料）

Kiyosu City nishibiwajima Tonya Memorial Museum

清須市西枇杷島問屋記念館
常設展　市場町の面影
～青物問屋の商いと暮らし～ 常時

清須市西枇杷島町西六軒20番地
名鉄名古屋本線「二ツ杁」から徒歩5分
またはJR東海道本線「枇杷島」から徒歩10分

(052)400-2911
(清須市教育委員会生涯学習課)
P 	なし

SETOGURA　MUSEUM

瀬戸蔵ミュージアム
猫のポット展 8/31～11/17 瀬戸市蔵所町1-1

名鉄瀬戸線「尾張瀬戸」駅から徒歩5分
東名高速道路「名古屋I.C.」から車で約30分
東海環状自動車道「せと赤津I.C.」から車で約10分

（0561）97-1190
P 	有料189台（60分無料、以降60分
毎に100円）		※10月以降の入館料に
ついては、施設におたずねください

千峰園　伊藤四郎左衛門　　　　　　　　　　　　
～窯屋の経営と名望家としての横顔～ 11/23～2/16

（仮）新山SHINYAMA－近代の本業－ 2/22～5/10

Taketoyo Museum of History and Folklore

武豊町歴史民俗資料館 むかしのくらし展 12/14～2/9

知多郡武豊町字山ノ神20-1
名鉄河和線「知多武豊」から北へ徒歩10分、
「上ゲ」から南へ徒歩5分
JR武豊線「武豊」から西へ徒歩15分

（0569）73-4100
P 	約60台（無料）

Chita City Museum

知多市歴史民俗博物館

「あれから60年　知多半島を襲った伊勢湾台風展」 9/14～10/20
知多市緑町12-2
名鉄常滑線「朝倉」下車、徒歩10分
西知多産業道路「朝倉IC」から車で2分

（0562）33-1571
P 	23台（無料）

企画展「版画の風景　森岡完介と東海道五十三次」 11/2～12/8

「ひなまつり展　おひなさまと女性の手仕事」 1/18～3/8

収蔵品展「家族の肖像」 3/21～4/5

Museum of Ethnology Art Chubu University

中部大学民族資料博物館

2019年度秋季企画展「学校法人中部大学創立80周年記念　		
中部大学	University	Gardenと岡田憲久」展

10/15～1/14
※会期中、関連講
演会を開催予定

春日井市松本町1200
JR中央線「神領」下車　名鉄バス中部大学線10分　　　　　

（0568）51-9193　
P 	無料（正門警備員の指
示にしたがってください）

2019年度特別講座（古典絵画）受講生制作作品発表展

3/23～4/15
（予定）※会期中、
指導講師による講
評会を開催予定

Heishu Hosoi Memorial Hall and
Tokai City Local History Museum

東海市立平洲記念館・
郷土資料館

常設展　細井平洲直筆の書・画・書物および研究書 常時 東海市荒尾町蜂ヶ尻67
名鉄「太田川」又は「聚楽園」下車
らんらんバス(東海市循環バス)「平洲記念館」下車

（052）604-4141
P 	普通車28台
大型バス２台（無料）常設展　東海市の考古・歴史・民俗資料 常時

常設展	嚶鳴広場
(体感して学ぶ日本人の美しい心) 常時 東海市大田町下浜田137番地（東海市芸術劇場２階）

名鉄常滑線「太田川」南口駅前

(0562)38-7030
（東海市芸術劇場）
劇場地下駐車場（普通車
140台）30分未満無料
（広場来館者は2時間まで無料）

Togo-cho Local Data Library

東郷町郷土資料館
昔体験館

常設展
東郷町内で使われていた農機具や生活道具、黒笹７号
窯の出土品などを展示

常時 愛知郡東郷町大字春木字西羽根穴2225-4
（イーストプラザいこまい館内）
地下鉄「赤池」下車、豊田市行き名鉄バス「和合」下車、徒歩2分

いこまい館受付（0561）37-5811
生涯学習課（0561）38-6411
P 	いこまい館駐車場104台

郷土資料館・昔体験館ガイドツアー 原則月・水・金	
（事前に申込が必要）

尾 　 　 張
名　称 催　事　名　称 開催期間 所 在 地・交 通 案 内 電話・駐車場

TOYOKAWA CITY SAKURAGAOKA MUSEUM

豊川市桜ヶ丘
ミュージアム

美術常設展　女性の美展 9/17～12/22

豊川市桜ケ丘町79-2
JR飯田線「豊川」または名鉄豊川線「豊川稲荷」下車、徒歩約15分

(0533)83-3775
P 	約100台(無料)

第34回　風景の会絵画展　愛知を描く～平成の残したい風景 10/8～10/20

企画展　三河ではじめての中学校　宝飯中学校 12/7～1/26

現代美術in豊川　series５　未来への回路 12/14～1/19

美術常設展　さくら・はな展 1/4～3/22

第55回	豊川市民展 2/25～3/15

歴史ミニ企画展　歴史資料のさまざま 3/3～3/15

Toyota Municipal Museum Of Art

豊田市美術館
岡崎　乾二郎展 11/23～2/24 豊田市小坂本町8-5-1

名鉄三河線「豊田市」または愛知環状鉄道「新豊田」から徒歩15分

(0565)34-6610
P 	一般駐車場
250台（無料）久門　剛史展 3/20～6/21

Obara Paper Art Museum

豊田市和紙のふるさと
和紙展示館

改修工事の為休館　　　　　　　　　　　　　　　
和紙すき体験は可能です

9/2～3月中旬
※工事状況により変更
することがあります

豊田市永太郎町洞216-1
名鉄三河線「豊田市」から、とよたおいでんバス「和紙のふるさ
と」下車、徒歩3分

(0565)65-2151
P 	120台(無料)

Toyohashi City Museum of Art and History

豊橋市美術博物館

「豊橋」をものがたる100点 7/20～9/1

豊橋市今橋町3-1
JR・名鉄「豊橋」駅から市電に乗車し、
「豊橋公園前」下車、徒歩3分

(0532)51-2882
P 	70台（3時間以上ある
いは駐車券処理をしない
場合500円）

開館40周年記念　豊橋市美術博物館コレクション名品展
「ナイン・ストーリーズ」 10/5～11/17

「遺跡でブラトヨハシ」展 11/23～1/26

第69回豊橋市民展 12/10～12/15、
12/17～12/22

未来へつなぐ災害の歴史 2/1～3/22

開館40周年記念　ストラスブール美術館展　　　　
印象派からモダンアートへの眺望 2/8～3/29

Hekinan City Tatsukichi Fujii Museum of Contemporary Art

碧南市藤井達吉現代美術館

ECHO/回向	第Ⅰ期　コレクション展Ⅰ																																																				
新収蔵作品を中心に 10/18～11/17

碧南市音羽町1-1
名鉄三河線「碧南」から徒歩6分

(0566)48-6602
P 	300台(無料)

ECHO/回向	第Ⅰ期
没後100年	服部長七と近代産業遺産 10/18～11/17

ECHO/回向	第Ⅱ期　コレクション展Ⅱ																																																																																																																												
「人のかたち」をみつめて	/	片山照子・繁コレクション 12/21～2/24

ECHO/回向	第Ⅱ期　野村佐紀子展 12/21～2/24

　　

名　称 催　事　名　称 開催期間 所 在 地・交 通 案 内 電話・駐車場

ATSUTA JINGU MUSEUM

熱田神宮宝物館

秋季企画展　「皇室と熱田　～秋津洲　悠久の歴史を刻む～」 9/27～	10/29

名古屋市熱田区神宮1-1-1
名鉄｢神宮前｣から徒歩5分
地下鉄｢神宮西｣から徒歩8分
JR｢熱田｣から徒歩10分

（052）671-0852
P 	16台（無料）

熱田神宮宝物展　11月平常展
特別陳列　第24回熱田の杜　東海現代刀匠刀剣展 11/1～	11/26

熱田神宮宝物展　12月平常展
コーナー展　熱田神宮の祭典・神事 11/29～	12/24

新春特別展　「熱田本　日本書紀(仮)」 1/1～	1/28

熱田神宮宝物展　2月平常展　コーナー展　屏風と絵巻物 1/31～	2/25

熱田神宮宝物展　3月平常展　コーナー展　新収蔵品展 3/12～4/29
Japanese Chiristian Museum

切支丹遺跡博物館 隠れ切支丹の歴史と遺品 常時 名古屋市中区橘1-21-38
地下鉄「東別院」下車、徒歩5分

（052）321-5307
P 	5台(無料)

The Museum of War & Peace PEACE AICHI

戦争と平和の資料館
ピースあいち

「戦争の中の子どもたち」と「戦争と動物たち」展 10/1～11/30 名古屋市名東区よもぎ台2-820
地下鉄東山線「一社」1番出口から北へ徒歩12分
又は市バス上社11系統右回り「じあみ」下車、西へ3分

（052）602-4222
P 	3台	普通車300円第7回寄贈品展 12/7～1/25

「原爆の図と大津定信」展 2/4～3/28

学校法人梅村学園
中京大学古文書室

令和元年度「博物館実習」受講生展示「尾州海西郡平野
家文書の世界」（仮題）

10月末～11月
初旬（予定） 名古屋市昭和区八事本町101ー２

中京大学センタービル（０号館）６階　古文書室（展示実習室）
名古屋市営地下鉄（鶴舞線・名城線）八事駅５番出口徒歩０分

(052)835-7365
(内線7061)
P 	なし　公共交通機関
をご利用ください。

令和元年度「博物館展示論」受講生展示会	絵葉書・ポス
ター展(仮題）

12月中～来年
1月中（予定）

Nagoya Castle

名古屋城　　　 名古屋城本丸御殿		復元公開 常時 名古屋市中区本丸1番1号
地下鉄名城線「市役所」7番出口より徒歩5分

(052）231-1700
P 	442台（普通車30分180円）

Nagoya City Museum

名古屋市博物館

伊勢湾台風60年事業　「特別展　治水・震災・伊勢湾台風」 9/21～11/4 名古屋市瑞穂区瑞穂通1-27-1
地下鉄桜通線「桜山」下車、4番出口より南へ徒歩5分
エレベーターをご利用の方は、3番出口から南へ400ｍ。
金山バスターミナルより市バス金山14系統(桜山経由)「博物館」
下車

(052）853-2655
P 	70台（普通車300円
大型バス1200円）

特別展　「発掘された日本列島2019」・
地域展　「尾張の城と城下町　三英傑の城づくり・町づくり」 11/16～12/28

特別展　やなせたかし生誕100周年記念
「やなせたかしとアンパンマン展」 1/25～3/29

The Anthropological Museum of Nanzan University

南山大学人類学博物館

2019年度南山大学人類学博物館・明治大学博物館交換企画展 9/28～１1/3

名古屋市昭和区山里町18　
南山大学名古屋キャンパスR棟地下1階
地下鉄名城線「八事日赤」1番出口より徒歩約8分
地下鉄鶴舞線「いりなか」1番出口より徒歩約15分

(052)832-3147(直通)	
P 	なし　公共交通機関
をご利用ください。

特別展「カタコンベ展」 11/11～12/7

企画展「博物館実習Ⅰ実習生による企画展」 12/13～12/18

企画展「博物館実習Ⅱ実習生による企画展」 1/10～1/16

企画展「新収蔵品展」 2/20～4/4

MUFG Bank Money Museum

三菱UFJ銀行
貨幣資料館

特別企画展「雙筆五十三次」 10/1～12/1 名古屋市東区赤塚町25番地
市バス｢赤塚白壁｣停　徒歩1分
地下鉄桜通線「高岳」下車　徒歩20分

(052)933-5151
P 	なし企画展「六十余州名所図会（前期）」 12/3～2/16（予定）

企画展「六十余州名所図会（後期）」 2/18～3/31（予定）

　

歴 史 系 博 物 館
名 古 屋 市 内

（表紙 11）

（表紙 26）

（表紙 19）

（表紙 21）



■休館日・入館料などについては直接各館・園にお問合せいただくか、HP 等をご覧ください

名　称 催　事　名　称 開催期間 所 在 地・交 通 案 内 電話・駐車場
Toyota City Folk Craft  Museum 

豊田市民芸館
特別展
柚木沙弥郎の染色　もようと色彩（日本民藝館巡回展） 9/10～12/1 豊田市平戸橋町波岩86-100

名鉄三河線「平戸橋」から徒歩15分
猿投グリーンロード「枝下IC」より車で10分
東海環状自動車道「豊田勘八IC」より車で10分

（0565）45-4039
P 	130台（無料）
※前田公園駐車場をご利
用下さい。

企画展
本多静雄コレクションⅥ	－現代陶芸を中心に－ 12/10～3/8

Toyohashi City Futagawa Shuku Honjin Museum

豊橋市二川宿本陣資料館
ジュディ・オング 玉　木版画の世界展 10/5～11/17

豊橋市二川町字中町65
JR東海道本線「二川」駅下車、東へ1km

（0532）41-8580
P 	100台(無料)江戸時代の旅と温泉展 11/30～1/13

二川宿本陣まつり「ひなまつり」 2/1～3/15

IWASEBUNKO LIBRARY

西尾市岩瀬文庫

＜『新編西尾市史	資料編1	考古』刊行記念＞
考古遺物の美と謎（ミステリー） 7/6～10/6 西尾市亀沢町480

名鉄西尾線「西尾」駅下車。徒歩20分、またはタクシー10分、また
は六万石くるりんバス「図書館・岩瀬文庫西」下車

（0563）56-2459
P 	80台（無料）＜企画展＞茶	～岩瀬文庫資料にみる茶のさまざま～ 10/12～1/13

＜企画展＞ひいなあそび	～雛遊～ 1/18～4/5

Furuhashi Retrospective Exhibition Center

古橋懐古館 休館

豊田市稲武町タヒラ8
豊田おいでんバスで足助経由「稲武」へ足助より30分、東名「名古
屋IC」から70分、「豊川IC」から90分、中央道「恵那IC」から40分、
「飯田山本IC」から60分

(0565)82-2100
P 	普通車15台
大型バス2台（無料）

Miyoshi Historical Folklore Museum

みよし市立歴史民俗資料館
秋季特別展																																																																																								
「太古のロマンを求めて　稲垣輝行氏石器コレクション展」 10/19～12/15 みよし市三好町陣取山44-1

地下鉄鶴舞線「赤池」から、名鉄バス豊田市行　「三好」下車、徒歩3分
東名「東名三好IC」より三好方面へ車で10分

（0561）34-5000
P 	10台（無料）

ひな人形展 2/1～3/3
Yokota Museam

ヨコタ博物館 企画展　ミャンマー展（陶器・織物・漆・楽器など） 2/1～ 新城市作手白鳥北ノ入15-1 （0536）37-2613
P 	50台（無料）

名　称 催　事　名　称 開催期間 所 在 地・交 通 案 内 電話・駐車場
Tokoname Tounomori

とこなめ陶の森
企画展「山田元三の仕事」 10/19～12/27 常滑市瀬木町4-203

名鉄常滑線「常滑」からバスで10分「INAXライブミュージアム」
下車、徒歩7分

(0569)34-5290
P 	普通車30台企画展「仏涅槃図と中村権衛門家文書」 1/11～2/9

とこなめ陶の森　陶芸研究所　修了制作展 2/15～2/24

Nagakute Historical Museum

長久手市郷土資料室
現在、古戦場公園再整備のため、閉館中。新施設は令和
4年度開館予定。
※書籍の販売、パンフレット類の配布、史跡巡り自転
車の貸し出しは可能。

長久手市武蔵塚204
リニモ（東部丘陵線）「長久手古戦場」下車、北西へ徒歩3分
東名高速「日進JCT」経由名古屋瀬戸道路「長久手IC」から
西へ1.1km

(0561)62-6230
郷土資料室正面駐車場：普通車12台、中
型バス2台（無料）・古戦場公園西側駐車
場：普通車37台、大型バス1～2台（無料）

Niimi Nankichi Memorial Museum

新美南吉記念館
ストップモーションアニメーション「ごん」の世界 11/2～1/13 半田市岩滑西町1-10-１　

名鉄河和線「半田口」駅から徒歩20分
名鉄知多半田駅から半田市地区路線バス「半田中央線」で15分

（0569）26－4888
P 	（無料）普通車59台
バス３台榊原澄香ペーパーアート展 1/18～4/5

Museum Meiji-Mura

博物館明治村
るろうに剣心特別展
剣心が見た幕末と新時代の到来 8/1～12/15 犬山市内山1

名鉄「犬山」駅からバスで20分

(0568)67-0314
P 	（有料）	普通車900台、
バス100台、二輪車50台

Handa Municipal Museum

半田市立博物館
企画展「あいちの伝統野菜」 9/14～11/4 半田市桐ヶ丘4-209-1

名鉄河和線「成岩」より徒歩15分
名鉄河和線「知多半田」より徒歩20分
知多半島道路「半田IC」より車で5分

(0569)23-7173
P 	126台（無料）第35回博物館友の会合同展 12/5～12/19

館蔵品展（未定） 2/29～3/29

Higashiura  Town  Local  History  Museum

東浦町郷土資料館
うのはな館秋の企画展　「い・ろ・ど・り-絵画コレクションｰ」 10/26～12/1

知多郡東浦町大字石浜字桜見台18-4
JR武豊線「石浜」駅から徒歩15分

（0562）82－1188
P 	20台(無料)うのはな館開館20周年　「20年の歩みポスター展」 12/14～1/26

「ひなまつり展」 2/1～3/29

Bijyutu no Mori Museum

美術の森

泰始皇帝時代の兵馬俑と銅馬車 常設展

知多郡美浜町布土85-1
名鉄河和線「河和口」下車、徒歩25分
南知多道路「美浜IC」より7km

（0569）82-3500
P 	15台（無料）

元明の青花と五彩展 常設展

縄文時代から弥生時代　土偶・土器展 常設展

名古屋造形大学名誉教授彫刻家岩本幸三氏による
「自然へのあこがれと立体から平面へ」　石庭名　感謝の心 常設展

野鳥の森ギャラリー 常設展

書道家　内田秧舟を偲ぶ作品展 企画展12/10～1/31

美術の森庭園ライブ
即興演奏家集団・鈴木哲朗＆歳田美香と仲間たち・林一徳・ジンと
マーマレード(堺一弘・ひろみ)・ForYu（末永和信・ユマ）他多数

企画ライブ

The Little World Museum of Man

野外民族博物館リトルワールド 常設展示 犬山市今井成沢90-48
HPを参照ください。http://www.littleworld.jp/access/

(0568)62-5611（代表）
P 	乗用車1200台、自動二
輪車200台、バス120台

Yatomi City Folk History Museum

弥富市歴史民俗資料館
昔のくらし展（仮） 1/15～3/8 弥富市前ケ須町野方731

近鉄・名鉄・JR「弥富」下車、徒歩10分
(0567)65-4355
P 	11台（無料）常設展「郷土の歴史と文化」　約22種の金魚・白文鳥の展示 常時

名　称 催　事　名　称 開催期間 所 在 地・交 通 案 内 電話・駐車場
Anjo City Museum of History

安城市歴史博物館
施設改修工事に伴い、令和元年9月2日から令和2年3
月31日の予定で休館いたします

安城市安城町城堀30
名鉄西尾線「南安城」から徒歩10分
JR東海道本線「安城」からタクシー10分
東海道新幹線「三河安城」からタクシー20分

（0566）77-6655
P 	普通車250台
大型バス3台

Iouji Minzoku Siryoukan

医王寺民俗資料館
この地域で使用されていた農具、生活用品の展示
奥三河の鉱物・岩石の展示 通年 新城市長篠弥陀の前2-5-6

JR飯田線「大海」駅より徒歩20分　新東名「新城IC」から5分
（0536）32-0136
P 	50台（無料）大型バス可

Okazaki Shinkin Bank Museum

岡崎信用金庫資料館 免震工事の為休館中
岡崎市伝馬通1-58
名鉄本線「東岡崎」下車、徒歩約10分	
名鉄バス「篭田公園」下車、徒歩約2分

0564-24-2367
P 	8台(無料)　

Gamagori City Museum

蒲郡市博物館
移動美術館2019																																																																						
「こころ、かたどる　―あいちの美の双璧、蒲郡へ―」 9/21～10/20 蒲郡市栄町10-22

JR東海道本線・名鉄蒲郡線「蒲郡」下車、徒歩10分
（0533）68-1881
P 	300台（無料・隣接する市民会館と共用）

企画展　「明治の地籍図を読み解く　むかしの道といまの道」 2/15～3/15

KARIYA city Museum of History

刈谷市歴史博物館
発掘された中条遺跡展
―地下に眠る刈谷の１万年－　 9/7～11/4 刈谷市逢妻町4-25-1

名鉄三河線「刈谷市」駅・JR東海道本線「逢妻」駅から徒歩15分
刈谷市駅から刈谷市公共施設連絡バス「かりまる」で10分(「刈谷市
体育館」下車)、逢妻駅南口から同バスで5分(「刈谷市体育館」下車)

（0566）63-6100
P 	81台（無料)
うち身障者用3台刈谷の近代化と豊田佐吉・喜一郎展　　　　　　　　

―準備は出来たカリヤは邁進します― 12/14～2/9

Kota Town Local History Museum 

幸田町郷土資料館 季節展示　おひなさま 1/25～3/15 額田郡幸田町大字深溝字清水36-1
JR東海道本線｢三ヶ根」下車、徒歩10分

（0564）62-6682　
P 	5台（無料）

okumikawakyodokan 

設楽町奥三河郷土館 移転準備のため現在休館中　 北設楽郡設楽町田口字アラコ14
JR飯田線「本長篠」より、豊橋鉄道「田口」行きバス「田口」下車、徒歩10分

(0536)62-1440　
P 	10台(無料)

Shitaragahara Historical Museum 

新城市設楽原歴史資料館
企画展　「新城の文化財展　～旅人が遺した仏像たち」展 11/2～12/15

新城市竹広字信玄原552
JR飯田線「三河東郷」駅下車、徒歩15分　新東名高速道路「新城IC」新城方面5分

（0536）22-0673
P 	50台（無料）

企画展　鉄砲隊の鉄砲展 12月下旬～1月
上旬

Sinpukuji Bodaijikan

真福寺菩提樹館
秋の盆栽展 9/1～9/30 岡崎市真福寺町薬師山6

名鉄「東岡崎」駅よりタクシーで20分
豊田市東インターより車で15分

(0564)45-4626
P 	乗用車50台、バス20台(無料)秋の紅葉実物盆栽展 10/1～11/30

Tahara municipal museum

田原市博物館
日本のアニメーション美術の創造者	山本二三展
～天空の城ラピュタ、火垂るの墓、もののけ姫、時をか
ける少女～

9/21～11/17 田原市田原町巴江11-1
豊橋鉄道渥美線「三河田原」下車、徒歩15分

（0531）22-1720
P 	普通車60台、バス7台（無料）

Chiryu City Folk Historical Material Museum

知立市歴史民俗資料館 企画展「立藩150年！　重原藩」 10/5～11/12 知立市南新地2-3-3
名鉄名古屋本線「知立」駅下車、徒歩7分

（0566）83-1133
P 	80台（無料）

Toyota City Museum of Local History

豊田市郷土資料館
猪・鹿・カモ！？
～とよたに棲む３つのシシ達～ 9/10～12/1 豊田市陣中町1-21-2

名鉄三河線「梅坪」から南へ徒歩10分、「豊田市」から北へ徒歩15分
とよたおいでんバス「陣中町一丁目」から徒歩5分

（0565）32-6561
P 	約20台（無料）

観る山、祈る山、登る山（仮称） 1/18～3/22

三 　 　 河

名　称 催　事　名　称 開催期間 所 在 地・交 通 案 内 電話・駐車場
Dental Science Museum

愛知学院大学歯学部
歯科資料展示室

特別展　「歯の神様－神さま・仏さま・歯医者さま－」 4/19～3/31 名古屋市千種区楠元町1-100　　
愛知学院大学歯学部　楠元校舎（図書館情報センタ－1F）
地下鉄東山線「本山」駅1番出口、北へ徒歩7分
(開催時間　毎週　火・金曜日　10:00～16：00)

（052）751-2561
内線1609
P 	楠元学舎内若干			

歯科診療に関する歴史的資料の展示（江戸時代の入れ歯など） 常設

ニホンカモシカを中心とする多様な生物標本の展示 常設

The Electricity Museum

でんきの科学館

実験名人によるサイエンスショー
10/14、10/22、

11/4、11/23、1/13、
2/11、2/24、3/20

名古屋市中区栄2-2-5
地下鉄「伏見」4番出口、東へ徒歩2分

(052)201-1026
P 	普通車80台
(30分160円)

10月イベント 10/19、10/20

クリスマスイベント 12/21、12/22

2月イベント＆3館コラボイベント 2/15、2/16

春休み特別イベント 3/28、3/29

Toyota Commemorative Museum of 
Industry and Technology

トヨタ産業技術記念館
企画展　「トヨタグループはじまり物語　～世の人の
ために、これからも～」 9/25～12/1

名古屋市西区則武新町4-1-35
名鉄名古屋本線「栄生」より徒歩3分
なごや観光ルートバス〈メーグル〉11番のりば「トヨタ産業技術
記念館」下車、０分

（052）551-6115
P 	無料
普通車220台、
大型バス10台

Nagoya City Science Museum

名古屋市科学館
企画展　「木のおもちゃ展　～遊んでわかる動きの不思議～」 11/2～11/10

名古屋市中区栄二丁目17-1
地下鉄「伏見」4・5番出口より徒歩5分

（052）201-4486
P 	なし特別展「チームラボ	学ぶ!未来の遊園地と花と共に生きる動物達」 11/30～2/16

特別展「マンモス展」 3/14～6/14

Nagoya Maritime Museum・Fuji Antarctic Museum

名古屋海洋博物館・
南極観測船ふじ

ボトルシップ展/ボトルシップ製作教室
11/1～1/13（製作
教室は11月・12月の
土・日・祝日に開催）

名古屋市港区港町1-9
名古屋港ポートビル内名古屋海洋博物館　　　　　　　　　　
地下鉄名港線「名古屋港」下車、徒歩５分

（052）652-1111
P 	観光バス/１回900円
乗用車/30分100円（5時間以内）　
1000円（5時間以上24時間まで）帆船模型展 11/12～11/24

Noritake Garden Craft Center

ノリタケの森
クラフトセンター

ノリタケミュージアム企画展「大倉孫兵衛・和親父子の
偉業―近代窯業発展の軌跡―」

2019/9/3～
2020/9/6

名古屋市西区則武新町3-1-36
名古屋市地下鉄東山線「亀島駅」2番出口より徒歩5分

(052)561-7114
P 	165台（有料　30分100円
上限1,000円　5,000円以上の
お買い上げで終日無料）

SCMAGLEV and Railway Park 

リニア・鉄道館

特別展　鉄道の標記文字のひみつⅡ 10/24～12/27の開館日毎日

名古屋市港区金城ふ頭3-2-2
JR名古屋駅より	あおなみ線「金城ふ頭駅」下車	徒歩約2分

（052）389-6100
当館には駐車場がござい
ません。近隣の名古屋市営
金城ふ頭駐車場をご利用
ください。

新幹線運転台の公開 開館日毎日

みどころガイド 10/5～11/30の土休日
※ただし10/13を除く

N700系新幹線ガイドツアー 10/22～12/1の土休日

車内特別公開（ホジ6014号蒸気動車） 10/2～12/27
の開館日毎日

新幹線　前頭オオイ特別開放 11/2～11/4の毎日

お仕事紹介

10/12、13（パーサー）
10/19、20、26、27（新幹線
運転士）11/16、17（車両所社
員）11/23、24（在来線車掌）

新幹線シミュレータ「Ｎ700」　在来線シミュレータ「車掌」
先着順利用券販売 10/2～12/2の開館日毎日

JR東海音楽クラブコンサート 10/13

鉄道友の会　名古屋支部　第3回写真展 10/9～12/2の開館日毎日

Brother museum

ブラザーミュージアム 世界のミシンとブラザーのモノ創り110年の歴史を展示 常時
名古屋市瑞穂区塩入町5番15号
・名鉄名古屋本線「堀田駅」下車。徒歩2分
・地下鉄名城線「堀田駅」下車1番出口。徒歩3分

（052）824-2227
P 	大型バス3台
または乗用車11台まで収容可能

自然・技術系博物館
名 古 屋 市 内

（表紙 3）

（表紙 6）

（表紙 28）

（表紙 8）

（表紙 13）

（表紙 18）

（表紙 29）



編集・発行　愛知県博物館協会　2019年 10月（年2回発行　10月 /3月）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　愛知県博物館協会公式HP　http://www.aichi-museum.jp/
愛知県博物館協会には博物館・資料館・美術館・動植物園・水族館・科学館など 119 館が加盟しています（2019 年 9 月現在）。
愛知県博物館協会公式HPからはさまざまな分野の博物館の情報がとりだせます。各博物館への玄関口としてご活用ください。

最新情報をチェックして愛知の博物館へでかけよう！

■休館日・入館料などについては直接各館・園にお問合せいただくか、HP 等をご覧ください

名　称 催　事　名　称 開催期間 所 在 地・交 通 案 内 電話・駐車場
Gamagori Natural Science Museum -Sea of Life-

蒲郡市生命の海科学館
蒲郡市制施行65周年・生命の海科学館開館20周年記
念特別展「カンブリアン・キングダム　～アノマロカリ
スとなかまたち～」

～11/24 蒲郡市港町17-17
JR東海道本線・名鉄蒲郡線「蒲郡」から徒歩3分

（0533）66-1717
P 	50台（無料）
（大型バス　5台）

Houraijisan Museum of Natural History

新城市鳳来寺山自然科学博物館
きのこ展 9/15～10/22 新城市門谷字森脇６

JR飯田線「本長篠」から、豊鉄バス「鳳来寺」下車900ｍ

（0536）35-1001
P 	10台（無料）
近くに大駐車場あり奥三河の滝展 11/2～3/30

Toyohashi Museum of Natural History

豊橋市自然史博物館

3D大型映像「ウォーキングwithダイナソー」 9/21～1/31

豊橋市大岩町字大穴1-238
JR東海道線「二川」下車、南口から豊橋総合動植物公園東門まで
徒歩約6分

（0532）41-4747
P 	1650台　（普通自動
車200円、中型・大型自動
車400円）

2D大型映像「生命大躍進」 9/21～1/31

企画展「第15回自然史博物館自由研究展 10/12～11/10

企画展「豊橋周辺の植物化石」 11/16～12/15

企画展「子～お正月までいくつ子（ね）る？～」 12/21～1/19

企画展「歯～動物たちも歯が命～」 2/15～3/15

カクキュー八丁味噌
（八丁味噌の郷）史料館 常設展示 常時 岡崎市八帖町字往還通69

名鉄「岡崎公園前駅」または愛知環状鉄道「中岡崎駅」から徒歩5分　東岡崎ICより車で15分
(0564)21-1355
P 40台（無料）

Hekinan Seaside Aquarium

碧南海浜水族館
冬の企画展　「見てみて私の顔！　	～水族館がえらぶ顔自慢～」 12/7～1/26 碧南市浜町2-3

名鉄三河線「碧南中央」または「碧南」下車、徒歩15分
（0566）48-3761
P 	200台（無料）春の企画展　「魚へんの生きものたち」 3/20～5/10

三 　 　 河

名　称 催　事　名　称 開催期間 所 在 地・交 通 案 内 電話・駐車場
あいち健康の森健康科学総合センター
健康科学館 からだの科学　健康の科学　脳の科学 常設

知多郡東浦町大字森岡字源吾山1番地の1
JR東海道本線「大府」から知多バス「あいち健康プラザ」下車
知多半島道路「大府東海IC」から約10分

（0562）82-0211
P 	188台（無料）
（身障者用、バススペース有）

AICHI STEEL Forging Technology Museum

愛知製鋼 鍛造技術の館 「自動車用鍛造品」と「大野鍛冶」に関する展示 常設
東海市荒尾町ワノ割１　愛知製鋼㈱鍛造総合事務所内
名鉄常滑・河和線「太田川駅」下車タクシーで15分（徒歩不可）
国道247号線（西知多産業道路）または国道302号線東海インター交差点西へ300ｍ

（052）603-9383
P 	5台(無料)

Shippo Art Village

あま市七宝焼　アートヴィレッジ
企画展「韓国七宝作家作品展」 9/25～11/22 あま市七宝町遠島十三割2000

名鉄津島線「七宝」から徒歩25分
名鉄バス「安松」から徒歩15分
名古屋駅より車で約20分

（052）443-7588
P 	110台（無料）　
大型バス6台企画展「春の訪れ」 1/25～3/1

INAX MUSEUMS

INAXライブミュージアム
企画展「大『名品』展―タイル・テラコッタ・古便器・土管
のコレクション」 10/5～3/31

常滑市奥栄町1-130
名鉄常滑線「常滑」または「中部国際空港」より知多バス「知多半田
駅」行き「INAXライブミュージアム前」下車、徒歩2分
名鉄常滑線「常滑」より車で約6分、知多半島道路「半田IC]より徒歩約7分

（0569）34-8282
P 	普通車80台、大型バ
ス5台（無料）

AICHI MUSEUM OF FLIGHT

あいち航空ミュージアム

常設展示　名機100選（超精密模型）、実機 常時

西春日井郡豊山町大字豊場（県営名古屋空港内）
あおい交通・名鉄バス「あいち航空ミュージアム」下車
名古屋高速11号小牧線「豊山北IC」または「豊山南IC」から
車で約10分

(0568)39-0285
P 	大型バス10台
（1時間まで無料、以降
1時間毎200円）

展示機内公開 土日祝開催。公開日や公開機体、公
開時間は、HPで確認してください。

紙ヒコーキ教室 原則毎週土曜日開催

ボランティアガイドツアー
常時（他のイベント等、ボラン
ティアスタッフの確保状況に
より実施できない場合あり。）

ナイトミュージアム（予定） 10月（予定）
「空の日」連携イベント（予定） 11月（予定）
開館2周年記念イベント（予定） 11月～12月（予定）
冬休み・クリスマスイベント（予定） 12月（予定）
春休みイベント（予定） 3月（予定）

Kunizakari sake museum

國盛　酒の文化館
常設展																																																																
入館料は無料。お電話でご予約をお願いします

常時																																		
休館日/木曜日(木曜日が祝日の
場合は翌日）、お盆、年末年始

半田市東本町2-24
名鉄知多半田駅下車　徒歩15分、JR武豊線半田駅下車　徒歩7分

(0569)23-1499
P 	普通車10台、バス3台(無料です）

Brewing Tradition House

醸造 伝承館
みそ蔵見学とみそ蔵建物ガイド 10/20、11/17 知多郡武豊町小迎51　合名会社中定商店地内

名鉄河和線「知多武豊」から徒歩15分
JR武豊線「武豊」から徒歩５分
知多半島道路「半田南IC」より車で13分

（0569）72-0030
P 	3～4台（無料）手づくり味噌教室(豆・米・麦みそ) 2/15、3/7、3/8

Toho Gas Gas Energy Exhibition Hall

東邦ガス
ガスエネルギー館

地球温暖化とエネルギー 常時

東海市新宝町507-2
名鉄常滑線「大同町」下車、送迎バスで10分
※送迎バスは要予約（日曜運休）
国道23号線「竜宮IC」から南へ約3km
名古屋高速4号東海線「船見IC」から南へ約1km
伊勢湾岸自動車道「東海IC」から北へ約1km

（052）603-2527
P 	200台（無料）

TOYOTA AUTOMOBILE MUSEUM　

トヨタ博物館
企画展「百年前のイノベーション　																																								
～　Ｔ型フォードが変えたもの」 10/10～4/12 長久手市横道41-100

リニモ「芸大通駅（①出口）」から徒歩5分

（0561）63-5151
P 	普通車320台、バス7
台(無料)

Japan Monkey Center

公益財団法人
日本モンキーセンター

特別展「骨から読み解く霊長類のくらしと進化―霊長類骨格博物館―」 9/14～1/27
犬山市犬山官林26番地
名鉄犬山線「犬山」駅東口から直通バスで5分
中央道「小牧IC」から尾張パークウェイ経由約10分
名古屋高速「小牧東IC」または名神高速「小牧IC」から国道41号線経由約20分

（0568）61-2327
P 	500台（有料）
普通車	1000円　バス	1500円

冬の風物詩「たき火にあたるサル」 12/22～2/28
主に土日祝のみ開催

世界キツネザルフェスティバル2019	in	JMC 10/1～10/31

MIZKAN MUSEUM
半田風景絵画、フォトコンテスト入賞作品展 12/6～12/15（予定） 〒475-8585　愛知県半田市中村町2-6

▼公共交通機関をご利用の場合	
名鉄河和線「知多半田」駅下車、徒歩13分　JR武豊線「半田」駅下車、徒歩3分	
▼お車をご利用の場合	
名古屋市内より（高速利用）約1時間　知多半島道路「半田中央I.C」、又は「半田I.C」より15分

（0569）24-5111
P 	普通車約140台、
大型バス8台（無料）

寿司で結ぶ浮世絵展 12/20～1/5（予定）
酢造り、樽の製造についての企画展 1/10～2/9（予定）
吊るし雛展 2/14～3/3（予定）
いわさきちひろ展 3/13～4/8（予定）

Minamichita Beachland & Minamichita Toy's Kingdom

南知多ビーチランド＆ 
南知多おもちゃ王国

キョリ感ゼロのアシカ・イルカショー 毎日 知多郡美浜町奥田428-1
名鉄・知多奥田駅から徒歩15分

(0569)87-2000
P 	800台
普通車	600円　バス	1000円3種類の海の生きものとふれあえるふれあいカーニバル 毎日

							

尾 　 　 張

（表紙 7）
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