平成３１年２月13日改訂版
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兵庫県では、小・中学生の皆さんにふるさとの歴史や自然などにつ
いて楽しく学習していただくため、多くの博物館などが無料で利用で
きる「ひょうごっ子ココロンカード」を作りました。
協力施設を利用する場合は、入り口でこのカードを見せてください。
また、施設内で騒いで他の人に迷惑をかけたり、展示物を壊したりし
ないように、マナーを守ってください。
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兵庫県では、「兵庫が育む こころ豊かで自立した人づくり」を基調に、「心の教
育」の充実を図り、子どもたちに「生きる力」を育む教育を推進するため、様々な施
策を展開しています。 この一環として、子どもたちが家族とのふれあいや学習の
機会を広げるため、博物館・美術館などを小・中学生に無料で開放しています。施
設の利用にあたりましては、マナーを守るよう、子どもたちをよろしくご指導くださ
い。
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施設の情報は県教育委員会社会教育課ＨＰ
（http://www.hyogo-c.ed.jp/~shabun-bo/index.html)に掲載しています。
詳しくは、各施設へお問い合わせください。
（注）「ひょうごっ子ココロンカード」には、必ず学校名・年度・学年・組・名前を正しく書いてくださ
い。

●県立施設 ●
施
設
名
県立美術館－「芸術の館」－
※一部該当しない場合があります
横尾忠則現代美術館
人と防災未来センター
舞子公園 舞子海上プロムナード
県立人と自然の博物館
県立考古博物館

電 話 番 号

施

（０７８）２６２－０９０１
（０７８）８５５－５６０７（総合案内）
（０７８）２６２－５０５０(観覧案内・予約)
（０７８）７８５－５０９０
（０７９）５５９－２００１
（０７９）４３７－５５８９

●「ひょうごっ子ココロンカード」協力施設（次の市町立等施設で利用できます）●
施
設
名
電 話 番 号
神戸市立王子動物園
（０７８）８６１－５６２４
神戸市立森林植物園
（０７８）５９１－０２５３
神戸文学館
（０７８）８８２－２０２８
神戸ファッション美術館
（０７８）８５８－００５０
神戸大学海事博物館
（０７８）４３１－３５６４
神戸深江生活文化史料館
（０７８）４５３－４９８０
白鶴酒造資料館
（０７８）８２２－８９０７
白鶴美術館
（０７８）８５１－６００１
美味伝承甲南漬資料館
（０７８）８４２－２５０８
香雪美術館
（０７８）８４１－０６５２
菊正宗酒造記念館
（０７８）８５４－１０２９
「昔の酒蔵」沢の鶴資料館
（０７８）８８２－７７８８
灘浜サイエンススクエア
（０７８）８８２－８１３６
神
竹中大工道具館
（０７８）２４２－０２１６
戸
湊川神社宝物殿
（０７８）３７１－０００１
地
ＵＣＣコーヒー博物館
（０７８）３０２－８８８０
区
神戸北野美術館
（０７８）２５１－０５８１
ＫＯＢＥとんぼ玉ミュージアム
（０７８）３９３－８５００
神戸華僑歴史博物館
（０７８）３３１－３８５５
アシックススポーツミュージアム
（０７８）３０３－１３２９
民音音楽博物館 西日本館
（０７８）２６５－６５９５
切手文化博物館
（０７８）９０４－００２４
長田神社宝物庫
（０７８）６９１－０３３３
武井報效会百耕資料館
（０７８）７３３－２３８１
須磨寺宝物館
（０７８）７３１－０４１６
孫文記念館（移情閣）
（０７８）７８３－７１７２
橋の科学館
（０７８）７８４－３３３９
最明寺郷土館
（０７８）９６５－００６７
神戸らんぷミュージアム
（０７８）３３３－５３１０
長福寺考古資料館
（０７８）９９４－０１５０
尼崎市立田能資料館
（０６）６４９２－１７７７
尼崎市立文化財収蔵庫
（０６）６４８９－９８０１
尼崎市総合文化センター美術ホール
（０６）６４８７－０８０６
尼崎信用金庫世界の貯金箱博物館
（０６）６４１３－１１６３
尼信会館
（０６）６４１３－１１２１
近松記念館
（０６）６４９１－７５５５
西宮市立郷土資料館
（０７９８）３３－１２９８
西宮市立郷土資料館分館 名塩和紙学習館
（０７９７）６１－０８８０
西宮市貝類館
（０７９８）３３－４８８８
阪
西宮市大谷記念美術館
（０７９８）３３－０１６４
神
頴川美術館
（０７９８）５１－３９１５
南
辰馬考古資料館
（０７９８）３４－０１３０
地
酒蔵通り煉瓦館
（０７９８）３２－２５２５
区
白鹿記念酒造博物館
（０７９８）３３－０００８
黒川古文化研究所
（０７９８）７１－１２０５
堀江オルゴール博物館
（０７９８）７０－０６５６
アガぺ大鶴美術館
（０７９８）７３－５１１１
関西学院大学博物館
（０７９８）５４－６０５４
白鷹禄水苑（暮らしの展示室、白鷹集古館）
（０７９８）３９－０２３５
芦屋市立美術博物館
（０７９７）３８－５４３２
芦屋市谷崎潤一郎記念館
（０７９７）２３－５８５２
エンバ中国近代美術館
（０７９７）３８－００２１
俵美術館
（０７９７）２３－２８７８
滴翠美術館
（０７９７）２２－２２２８
伊丹市立博物館
（０７２）７８３－０５８２
伊丹市立美術館
（０７２）７７２－７４４７
伊丹市立こども文化科学館
（０７２）７８４－１２２２
柿衛文庫
（０７２）７８２－０２４４
宝塚市立小浜宿資料館
（０７９７）８１－３６５５
宝塚市立歴史民俗資料館（旧和田家住宅）
（０７９７）８６－２７５２
阪
宝塚市立手塚治虫記念館
（０７９７）８１－２９７０
神
宝塚市立宝塚文化創造館「すみれ♪ミュージアム」
（０７９７）８７－１１３６
北
川西市郷土館
（０７２）７９４－３３５４
地
川西市文化財資料館
（０７２）７５７－８６２４
区
川西市歴史民俗資料館
（０７２）７４０－１２４４（市教委）
大阪青山歴史文学博物館
（０７２）７９０－３５３５
三田市旧九鬼家住宅資料館
（０７９）５５９－６８９９
三田市三輪明神窯史跡園
（０７９）５６３－８２１１
三田ふるさと学習館
（０７９）５６３－５５８７
三田市有馬富士自然学習センター
（０７９）５６９－７７２７
猪名川町立ふるさと館
（０７２）７６８－０３８９
多田銀銅山 悠久の館
（０７２）７６６－４８００
明石市立天文科学館
（０７８）９１９－５０００
東
明石市立文化博物館
（０７８）９１８－５４００
播
磨
あかりの鹿児資料館
（０７９）４２１－２１９１
地
鶴林寺宝物館
（０７９）４５４－７０５３
区
高砂市歴史民俗資料室
（０７９）４４８－８２５５
稲美町立郷土資料館
（０７９）４９２－３７７０
播磨町郷土資料館
（０７９）４３５－５０００
西脇市郷土資料館
（０７９５）２３－５９９２
西脇市立緑風台古窯陶芸館
（０７９５）２２－３０００
西脇市岡之山美術館
（０７９５）２３－６２２３
にしわき経緯度地球科学館「ﾃﾗ･ﾄﾞｰﾑ」
（０７９５）２３－２７７２
コヤノ美術館・西脇館
（０６）６３５８－７５５５（大阪本館）
三木市立金物資料館
（０７９４）８３－１７８０
北
三木市立堀光美術館
（０７９４）８２－９９４５
播
磨
三木市立みき歴史資料館
（０７９４）８２－５０６０
地
コープこうべ協同学苑史料館
（０７９４）８５－５５００
区
小野市立好古館
（０７９４）６３－３３９０
五百羅漢石仏
（０７９０）４３－０５８０
加古川流域滝野歴史民俗資料館
（０７９５）４８－３０４６
多可町立杉原紙研究所
（０７９５）３６－００８０
多可町和紙博物館（寿岳文庫）
（０７９５）３６－００８０
那珂ふれあい館
（０７９５）３２－０６８５
石の博物館 松内ミネラルコレクション
（０７９５）３２－３６２６
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電 話 番 号

県立考古博物館加西分館「古代鏡展示館」

（０７９０）４７－２２１２

県立フラワーセンター
県立歴史博物館
県立円山川公苑美術館
兵庫陶芸美術館
県立淡路夢舞台温室

（０７９０）４７－１１８２
（０７９）２８８－９０１１
（０７９６）２８－３０８５
（０７９）５９７－３９６１
（０７９９）７４－１２００

施
設
名
姫路市立水族館
姫路市立美術館
姫路市立手柄山温室植物園
姫路市書写の里・美術工芸館
姫路市宿泊型児童館「星の子館」
姫路市平和資料館
姫路文学館
名古山霊苑仏舎利塔
圓山記念日本工藝美術館
三木美術館
福崎町立柳田國男・松岡家記念館
福崎町立神崎郡歴史民俗資料館
相生市立歴史民俗資料館
たつの市立龍野歴史文化資料館
たつの市立室津海駅館
たつの市立室津民俗館
たつの市立埋蔵文化財センター
うすくち龍野醤油資料館
霞城館・矢野勘治記念館
揖保乃糸資料館そうめんの里
赤穂市立美術工芸館田淵記念館
赤穂市立民俗資料館
赤穂市立歴史博物館
赤穂市立有年考古館・有年民俗資料館
大石神社義士史料館
花岳寺宝物館・義士木像堂
たたらの里学習館
宍粟市歴史資料館
山崎歴史民俗資料館
山崎歴史郷土館
太子町立歴史資料館
上郡町郷土資料館
佐用町立平福郷土館
上月歴史資料館
豊岡市立美術館－伊藤清永記念館－
豊岡市立植村直巳冒険館
豊岡市立いずし古代学習館
豊岡市立日本・モンゴル民族博物館
豊岡市立出石家老屋敷
豊岡市立出石歴史文化交流館
豊岡市立出石史料館
豊岡市立出石明治館
豊岡市立竹野北前館（資料展示室）
豊岡市立住吉屋歴史資料館
豊岡市立加藤弘之生家
豊岡市立歴史博物館
豊岡市立コウノトリ文化館
豊岡市立出石永楽館
豊岡市立城崎文芸館
豊岡市立ハチゴロウの戸島湿地
豊岡市立加陽水辺公園
養父市立大庄屋記念館
養父市立木彫展示館
養父市立山田風太郎記念館
養父市立上垣守国養蚕記念館
あゆ公園 魚の王国
但馬妙見 日光院 妙見山資料宝物館
あさご芸術の森美術館
朝来市和田山郷土歴史館
生野書院
ムーセハウス写真館
朝来市立埋蔵文化財センター「古代あさご館」
朝来市情報館 天空の城
朝来市旧生野鉱山職員宿舎（志村喬記念館）
香美町立ジオパークと海の文化館
香美町立村岡民俗資料館「まほろば」
香美町立小代古代体験の森
おもしろ昆虫化石館
浜坂先人記念館 以命亭
篠山市立歴史美術館
篠山市立青山歴史村
篠山市立武家屋敷安間家史料館
篠山城大書院
丹波市立青垣いきものふれあいの里
丹波市立植野記念美術館
丹波市立春日歴史民俗資料館
丹波市立市島民俗資料館
丹波市立柏原歴史民俗資料館
丹波市立丹波布伝承館
丹波市立水分れ資料館
丹波市立青垣歴史民俗資料館
丹波竜化石工房ちーたんの館
洲本市立淡路文化史料館
南あわじ市滝川記念美術館玉青館
南あわじ市淡路人形浄瑠璃資料館
うずの丘大鳴門橋記念館・うずしお科学館
淡路市北淡歴史民俗資料館
淡路市立中浜稔猫美術館

●追加施設（平成31年２月13日）
笹倉鉄平ちいさな絵画館
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電 話 番 号
（０７９）２９７－０３２１
（０７９）２２２－２２８８
（０７９）２９６－４３００
（０７９）２６７－０３０１
（０７９）２６７－３０５０
（０７９）２９１－２５２５
（０７９）２９３－８２２８
（０７９）２９７－５０３０
（０７９）２９２－３４３３
（０７９）２８４－８４１３
（０７９０）２２－１０００
（０７９０）２２－５６９９
（０７９１）２３－２９６１
（０７９１）６３－０９０７
（０７９）３２４－０５９５
（０７９）３２４－０６５０
（０７９１）７５－５４５０
（０７９１）６３－４５７３
（０７９１）６３－２９００
（０７９１）６５－９０００
（０７９１）４２－０５２０
（０７９１）４２－１３６１
（０７９１）４３－４６００
（０７９１）４９－３４８８
（０７９１）４２－２０５４
（０７９１）４２－２０６８
（０７９０）７６－３８３３
（０７９０）７４－８８５５
（０７９０）６３－３１１７（市教委）
（０７９０）６３－３１１７（市教委）
（０７９）２７７－５１００
（０７９１）５２－３７３７
（０７９０）８３－２６３５
（０７９０）８６－１６１６
（０７９６）５２－５４５６
（０７９６）４４－１５１５
（０７９６）５２－７１００
（０７９６）５６－１０００
（０７９６）５２－３４１６
（０７９６）２３－１１６０（市文化振興課）
（０７９６）５２－６５５６
（０７９６）５２－２３５３
（０７９６）４７－２０２０
（０７９６）４７－１５５５
（０７９６）５２－５４５６（伊藤清永記念館）
（０７９６）４２－６１１１
（０７９６）２３－７７５０
（０７９６）５２－５３００
（０７９６）３２－２５７５
（０７９６）２０－８５６０
（０７９６）２１－４１１９
（０７９）６６４－１６２８（市教委）
（０７９）６６３－８０７０
（０７９）６６３－５５２２
（０７９）６６９－１５８０
（０７９）６６９－１８２２
（０７９）６６２－２８１７
（０７９）６７０－４１１１
（０７９）６７５－２９２８
（０７９）６７９－４３３６
（０７９）６７７－１７１７
（０７９）６７０―７３３０（市教委）
（０７９）６７４－２１２０
（０７９）６７０－５００５
（０７９６）３６－４６７１
（０７９６）９８－１１５４
（０７９６）９７－３９６６（小代地域連携センター）
（０７９６）９３－０８８８
（０７９６）８２－４４９０
（０７９）５５２－０６０１
（０７９）５５２－００５６
（０７９）５５２－６９３３
（０７９）５５２－４５００
（０７９５）８８－０８８８
（０７９５）８２－５９４５
（０７９５）７０－０８１９（市教委）
（０７９５）７０－０８１９（市教委）
（０７９５）７３－０１７７
（０７９５）８０―５１００
（０７９５）８２－５９１１
（０７９５）７０－０８１９（市教委）
（０７９５）７７－１８８７
（０７９９）２４－３３３１
（０７９９）３６－２３１４
（０７９９）４３－５０３７
（０７９９）５２－２８８８
（０７９９）７０－４１３５
（０７９９）７５－２０１１

（０７９８）７５－２４０１

