滋賀⼤学経済学部附属史料館
開館時間 9：00 〜 17：00

展示は 9：30 〜 16：30

休館日

土曜日・日曜日、祝日、年末年始、
夏期一斉休業期間、その他本学入学試験日等

平成３０年度 文化庁 地域と共働した美術館・歴史博物館創造活動支援事業

入館料

無料

ようこそ大学ミュージアムへ ―つなぐ・つなげる・つながる―

アクセス JR 琵琶湖線「彦根」駅から
直行バスで 9 分

駐車場

〒522-8522 滋賀県彦根市馬場 1 丁目 1-1
TEL 0749-27-1046 FAX 0749-27-1046
E-mail shiryo@biwako.shiga-u.ac.jp

有り（大学来客者駐車場）

かんさい・大学ミュージアムネットワーク

常翔歴史館
開館時間
休館日

11：00 〜 17：00
土曜日・日曜日、祝日、学園が定める休業日
（夏期・冬期休暇など）詳細は HP をご覧ください。

入館料

無料

アクセス

□JR「大阪」駅から大阪シティバス34 号系統または京阪・
Osaka Metro「天満橋」駅から大阪シティバス10 号系
統の「守口車庫」行で「大宮小学校前」下車すぐ
□Osaka Metro 谷町線「千林大宮」駅または
「太子橋今市」駅から徒歩約 12 分
□京阪「千林」駅から徒歩約 20 分
※常翔学園中高正門の南側建物

駐車場

スタンプラリー 2018
〒535-8585 大阪府大阪市旭区大宮 5-16-1
TEL 06-6955-7762 FAX 06-6955-7761
E-mail Rekishikan@josho.ac.jp

公共交通機関をご利用ください

15 館のスタンプが集まったら、大学ミュージアムの窓口へお持ちください。
簡単なアンケートにお答えいただくと、素敵なプレゼントを差し上げます。

園⽥学園⼥⼦⼤学近松研究所
プレゼントのお渡しは、平成 31 年 1 月末日までに受け付けたものに限ります。
開館時間 10：00 〜 17：00
休館日

プレゼントは、お一人様 1 回限りの交換とし、無くなり次第終了します。

土曜・日曜・祝日、夏季休業期間、年末年始、年度末の
一定期間、その他大学閉学日（詳細は HP をご覧ください）

入館料
無料
アクセス □阪急｢塚口」駅より徒歩 10 分
□JR｢塚口｣駅より徒歩 15 分
□JR「立花」駅・阪急｢塚口」駅より阪神
バス 14 系統「園田学園女子大学」下車
駐車場
公共交通機関をご利用ください

プレゼントの内容は、Facebook「かんさい・大学ミュージアムネットワーク」で順次公開します。
各ミュージアムの開館日、開館時間などは、かならずホームページなどでご確認のうえ、お出かけください。
〒661-8520
兵庫県尼崎市南塚口町 7-29-1
TEL 06-6429-9928 FAX 06-6429-9922
E-mail chikamatsu@sonoda-u.ac.jp

奈良⼤学博物館
開館時間 平日 9：00 〜16：00 土曜日 9：00 〜12：00（展覧会期間中のみ）
休館日

日曜日、祝日、展示期間以外の日（詳細は HP をご覧ください）

入館料

無料

アクセス □近鉄京都線「高の原」駅下車、徒歩約 18 分
□近鉄京都線「高の原」駅より、奈良交通バス
①番のりば「奈良大学構内」行に乗車約 5 分、
「奈良大学構内」下車または「学園前駅」行に乗車
約 5 分、
「奈良大学」下車
駐車場

有り

〒631-8502 奈良県奈良市山陵町 1500
TEL 0742-44-1251 FAX 0742-41-0650
E-mail museum@aogaki.nara-u.ac.jp

武庫川⼥⼦⼤学
附属総合ミュージアム設置準備室

Complet

開館時間 10：00 〜 16：40（特別展開催時のみ）
休館日

土曜日、日曜日、祝日、
その他大学の定めた休日

入館料

無料

アクセス 阪神本線「鳴尾」駅下車、徒歩 7 分
武庫川女子大学 学術研究交流館
（鳴尾公民館の東）
駐車場

〒663-8558
兵庫県西宮市池開町 6-46
TEL 0798-45-3509 FAX 0798-45-3509

公共交通機関をご利用ください

かんさい・大学ミュージアムネットワーク

和歌⼭⼤学地域活性化総合センター
紀州経済史⽂化史研究所

関西圏にある 18 の大学ミュージアム（博物館・美術館・文学館等）が連携して、大学組織の枠組みを超えた
人材育成や地域貢献を行っています。さまざまな可能性を持つ大学ミュージアムの扉を、ぜひ開いてください。

開館時間 展示室：10：30 〜16：00
事務室：10：00 〜17：00 (月曜日は10：00 〜16：00)
休館日

土曜日、日曜日、祝日、図書館の休館日

入館料

無料

アクセス □南海「和歌山大学前」駅東口より、和歌山バス「和
歌山大学」行に乗車し約 4 分、
「和歌山大学」下車
□JR「和歌山」駅より、4 番のりば「和歌山大学」行に
乗車し約 30 分、
「和歌山大学」下車
駐車場

e!

有り（大学駐車場）

かんさい・大学ミュージアム連携実行委員会事務局：
関西大学博物館 〒564-8680 大阪府吹田市山手町 3-3-35
〒640-8510
和歌山市栄谷 930 番地 西５号館（図書館）
内
TEL 073-457-7891 FAX 073-457-7890
E-mail kishuken@center.wakayama-u.ac.jp

かんさい・大学ミュージアムネットワーク

TEL：06-6368-1171

追⼿⾨学院⼤学附属図書館
宮本輝ミュージアム

⼤阪樟蔭⼥⼦⼤学 ⽥辺聖⼦⽂学館

開館時間 平日 9：20〜19：50（ HP をご覧ください）
休館日

入館料
アクセス

駐車場

開館時間
休館日

日曜日、祝日 ※平日に不定休があります
（2018年6月より大阪北部地震の影響で休館。
詳細は HP をご覧ください）

入館料

無料
JR「茨木」駅イオンモール茨木横、または阪急京都線
〒567ｰ8502 大阪府茨木市西安威 2- 1-15
「茨木市」駅西口からスクールバスをご利用ください
TEL 072-641-9639 FAX 072-643-9786
（スクールバス時刻表は、
大学 HP をご覧ください）
E-mail teru-museum@oﬃce.otemon.ac.jp
有り（大学駐車場）

⼤阪⻘⼭歴史⽂学博物館

月曜日

入館料

一般 300 円（20 名以上団体 250 円）
シニア（65 歳以上）250 円
大・高校生 200 円
中学生以下無料

アクセス 能勢電鉄「一の鳥居」駅下車、お城の建物
駐車場

無料

アクセス □近鉄奈良線「河内小阪」駅下車、西へ徒歩 5 分
□JR おおさか東線「JR 河内永和」駅･近鉄奈良線
「河内永和」駅下車、東へ徒歩 7 分
駐車場

公共交通機関をご利用ください

開館時間 10：00 〜 16：30

〒666ｰ0113
兵庫県川西市長尾町 10- 1
TEL 072-790-3535 FAX 072-790-3525

有り

休館日

日曜日、祝日、創立記念日（ 2 月15日）
、
年末年始、大学の休暇中

入館料

無料

アクセス 近鉄奈良線「河内小阪」駅下車、
北東へ徒歩約 5 分

駐車場

公共交通機関をご利用ください

開館時間 9：30 〜 16：00（入館は閉館の 30 分前まで）

開館時間 10：00 〜 16：30

休館日

土曜日、日曜日、祝日、大学の休業日

休館日

入館料

無料

日曜日、祝日、創立記念日（ 2 月15日）
、
年末年始、大学の休暇中

入館料

無料

アクセス □JR 京都線「高槻」駅下車、徒歩 8 分
□阪急京都線「高槻市」駅下車、徒歩 3 分
〒569-8686 大阪府高槻市大学町 2-7
TEL 072-684-6738 FAX 072-681-3723
E-mail trad@osaka-med.ac.jp

公共交通機関をご利用ください

入館料

無料

アクセス 近鉄長野線「滝谷不動」駅下車、
徒歩約 7 分

駐車場

休館日
入館料

〒584-8540 大阪府富田林市錦織北 3-11-1
TEL 0721-24-1039 FAX 0721-24-9787
E-mail hakubutukan@osaka-ohtani.ac.jp

⼤阪⾳楽⼤学⾳楽メディアセンター
楽器資料館

入館料

大人・大学生500円、高校生400円、小・中学生300円

アクセス 阪急宝塚線「庄内駅」下車、西口より
北西へ約 900m
駐車場

公共交通機関をご利用ください

駐車場

休館日
入館料
〒561-8555 豊中市庄内幸町 1-1-8 大阪音楽
大学 K 号館 3 階 ( 大阪音楽大学100周年記念館 )
TEL 06-6335-5175（直通）FAX 06-6335-5176
E-mail museum1@daion.ac.jp

公共交通機関をご利用ください

〒560-0043
大阪府豊中市待兼山町 1-20
TEL 06-6850-6284 FAX 06-6850-6049

日曜日、祝日、その他大学の定めた休日
（詳細は HP をご覧ください）
無料

アクセス 阪急千里線「関大前」駅下車、
徒歩約 10 分

駐車場

公共交通機関をご利用ください

〒564-8680 大阪府吹田市山手町 3-3-35
TEL 06-6368-1171 FAX 06-6388-9928
E-mail hakubutsukan@ml.kandai.jp

関⻄学院⼤学博物館
開館時間 9：30 〜 16：30（入館は 16：00 まで）

開館時間 11：00 〜 18：30
（展覧会会期中のみ開館）

休館日

不定休

無料
アクセス □近鉄長野線「喜志」駅前よりスクールバス
（無料･随時運行）
□金剛バス「近つ飛鳥博物館前」行きで
「東山（芸大前）」下車すぐ
駐車場
有り（大学駐車場）

無料

開館時間 10：00 〜 16：00

⼤阪芸術⼤学博物館

休館日

日曜日、祝日、年末年始
（詳細は HP をご覧ください）

関⻄⼤学博物館

開館時間 10：00 〜 16：00 要予約。
( HP からお申し込みになれます。
）
火〜 金曜日、日曜日、祝日、大学の創立記念日、
年末年始（電話、HP でご確認ください。）

公共交通機関をご利用ください

アクセス 阪急宝塚線「石橋」駅下車、徒歩 10 分

公共交通機関をご利用ください

休館日

駐車場

〒577-8505 大阪府東大阪市御厨栄町 4-1-10
TEL 06-6618-4068 FAX 06-6618-4069
E-mail amuse@oucow.daishodai.ac.jp

開館時間 10：30 〜 17：00

開館時間 10：00 〜 16：00
（特別展期間中のみ開館）
日曜日、祝日、その他大学が定める休日

アクセス 近鉄奈良線「河内小阪」駅下車、
北東へ徒歩約 7 分

⼤阪⼤学総合学術博物館

⼤阪⼤⾕⼤学博物館

休館日

〒577-8505 大阪府東大阪市御厨栄町 4-1-10
TEL 06-6785-6139 FAX 06-6785-6237
E-mail hiken@oucow.daishodai.ac.jp

⼤阪商業⼤学
アミューズメント産業研究所

⼤阪医科⼤学歴史資料館

駐車場

〒577-8550 大阪府東大阪市菱屋西 4-2-26
大阪樟蔭女子大学図書館内
TEL 06-6723-8182 FAX 06-6723-8387
E-mail bungakukan@osaka-shoin.ac.jp

⼤阪商業⼤学商業史博物館

開館時間 10：00 〜 17：00（入館は 16：30 まで）
11月のみ開館
休館日

9：00 〜 16：30
日曜･祝日、大学の休業日
（夏期・冬期・学年末休業日など）

入館料

入館料

〒585-8555 大阪府南河内郡河南町東山 469
TEL 0721-93-3781 FAX 0721-93-8564
E-mail museum@osaka-geidai.ac.jp

日曜日、祝日、その他大学の定めた休館日
（詳細は HP をご覧ください）
無料

アクセス 阪急今津線「甲東園」駅もしくは「仁川」駅下
車、徒歩 12 分、または阪急バス（
「甲東園」駅
より約 7 分、JR「西宮」駅より約 18 分）
「関西
学院前」下車
駐車場
公共交通機関をご利用ください

〒662-8501
兵庫県西宮市上ケ原一番町 1-155
TEL 0798-54-6054 FAX 0798-54-6462

