
R03.6 現在

配布機関名称 配布機関WEBサイト 【電話】 【URL】 【Email】

1 蘭越町貝の館
https://www.town.rankosh
i.hokkaido.jp/kainoyakata/

北海道
北海道磯谷郡蘭越町港
町1401番地

０１３６－５６－２１
０２

- shell@fish.hokudai.ac.jp 不要

2 日高山脈博物館
http://www.town.hidaka.ho
kkaido.jp/site/hmc/

北海道
北海道沙流郡日高町本
町東1丁目297-12

01457-6-9033
http://www.town.hidaka.h
okkaido.jp/site/hmc/

hmc@town.hidaka.hokkai
do.jp

要

3 札幌市青少年科学館 https://www.ssc.slp.or.jp/ 北海道
札幌市厚別区厚別中央
1-5-2-20

011-892-5001 - info@ssc.slp.or.jp 不要

4 士別市立博物館
http://www.city.shibetsu.l
g.jp/www/contents/14333
91675766/

北海道
北海道士別市西士別町
2554番地

0165-22-3320
http://www.city.shibetsu.l
g.jp/www/contents/1433
391675766/

hakubutsukan@city.shibe
tsu.lg.jp

要

5 はこだてみらい館
http://hakodate-
miraiproject.jp/

北海道
北海道函館市若松町20
番1号　キラリス函館　3階

0138-26-6000
http://hakodate-
miraiproject.jp/

info@hakodate-
miraiproject.jp

要

6
なよろ市立天文台　きたすば
る

https://www.nayoro-
star.jp/

北海道
北海道名寄市字日進157
番地1

01654-2-3956
https://www.nayoro-
star.jp/

kitasubaru@nayoro-
star.jp

不要

7 砂川市公民館　郷土資料室

https://www.city.sunagaw
a.hokkaido.jp/soshiki_shigo
to/kouminkan/kyoudoshiry
oushitsu.html

北海道
北海道砂川市西8条北3
丁目1-1

0125-54-2121

https://www.city.sunaga
wa.hokkaido.jp/soshiki_shi
goto/kouminkan/kyoudos
hiryoushitsu.html

bunka@city.sunagawa.lg.j
p

不要

8
洞爺湖ビジターセンター・火山
科学館

http://www.toyako-vc.jp/ 北海道
北海道虻田郡洞爺湖町
洞爺湖温泉142番地5

0142-75-2555 http://www.toyako-vc.jp/ info@toyako-vc.jp 不要

9
北海道電力　㈱　科学であそ
ぼ　おもしろ実験室

http://www.hepco.co.jp/c
orporate/nextgeneration/
omoshiro/index.html

北海道
北海道札幌市東区苗穂
町1丁目1番20号

011-742-5546
http://www.hepco.co.jp/c
orporate/nextgeneration/
omoshiro/index.html

H1989040@epmail.hepco.
co.jp

不要

10 稚内市青少年科学館
https://www.city.wakkanai
.hokkaido.jp/kagakukan/

北海道
北海道稚内市ノシャップ2
丁目2番16号

0162-22-5100
https://www.city.wakkan
ai.hokkaido.jp/kagakukan/
contact.html

kagaku@city.wakkanai.lg.j
p

要

11 厚岸町海事記念館
http://edu.town.akkeshi.ho
kkaido.jp/kaiji/

北海道
北海道厚岸郡厚岸町真
栄３丁目４番地

0153-52-4040
http://edu.town.akkeshi.h
okkaido.jp/kaiji/

k-kaiji@akkeshi-town.jp 不要

12 札幌市博物館活動センター
http://www.city.sapporo.jp
/museum/

北海道
北海道札幌市豊平区平
岸5条15丁目1-6

011-374-5002
http://www.city.sapporo.j
p/museum/

museum@city.sapporo.jp 不要

13 釧路市こども遊学館
http://www.kodomoyugaku
kan.jp/

北海道 北海道釧路市幸町10-2 0154-32-0122
http://www.kodomoyugak
ukan.jp/

mail@kodomoyugakukan.j
p

要

14 りくべつ宇宙地球科学館
http://www.rikubetsu.jp/t
en mon/index.html

北海道
北海道足寄郡陸別町宇
遠別

0156-27-8100
http://www.rikubetsu.jp/t
en mon/index.html

ginga@zc.wakwak.com 要

15 小樽市総合博物館
http://www.city.otaru.lg.jp
/simin/sisetu/museum/

北海道 北海道小樽市手宮1-3-6 0134-33-2523
http://www.city.otaru.lg.j
p/simin/sisetu/museum/

museum@city.otaru.lg.jp 不要

16
旭川市教育委員会　社会教育
部　旭川市科学館

http://city.asahikawa.hokk
aido.jp/science/index.html

北海道
旭川市宮前１条３丁目３
番３２号

０１６６－３１－３１
８６

http://city.asahikawa.hok
kaido.jp/science/index.ht
ml

kagakukan@city.asahikaw
a.lg.jp

不要

17 帯広市児童会館
https://www.city.obihiro.h
okkaido.jp/jidoukaikan/jido
ukaikan.html

北海道 帯広市字緑ヶ丘2番地
0155-24-2434

- - 不要

18
八戸市視聴覚センター・児童
科学館

http://www.kagakukan-
8.com/

青森県 八戸市類家4丁目3－1 0178-45-8131
http://www.kagakukan-
8.com/

jido@kagakukan-8.com 不要

19 八戸市水産科学館マリエント http://www.marient.org/ 青森県
青森県八戸市大字鮫町
字下松苗場１４－３３

０１７８－３３－７８
００

http://www.marient.org/ marient@extra.ocn.ne.jp 不要

20 青森県立三沢航空科学館
https://www.kokukagaku.j
p/

青森県
青森県三沢市大字三沢
字北山158

0176-50-7777
https://www.kokukagaku.j
p/

- 不要

21 盛岡市子ども科学館
https://kodomokagakukan.
com/

岩手県
岩手県盛岡市本宮字蛇
屋敷13-1

019-634-1171
https://kodomokagakuka
n.com/contact/

- 不要

22 北上市立博物館和賀分館

https://www.city.kitakami.i
wate.jp/life/kurashi_tetsud
uki/bunka_sports/bunkash
isetsu/3/index.html

岩手県
北上市和賀町横川目11
－160

0197－64－1756 -
museum@city.kitakami.iw
ate.jp

不要

23
宮城県蔵王野鳥の森自然観
察センター  「ことりはうす」

http://mifi.main.jp/kotori/i
ndex.html

宮城県
宮城県刈田郡蔵王町遠
刈田温泉字上ノ原１６２
－１

0224-34-1882
http://mifi.main.jp/kotori
/index.html

kotori-
house@cosmos.ocn.ne.jp

24 スリーエム仙台市科学館
http://www.kagakukan.sen
dai-c.ed.jp/

宮城県
宮城県仙台市青葉区台
原森林公園4-1

022-276-2201
http://www.kagakukan.se
ndai-c.ed.jp/

info@kagakukan.senndai-
c.ed.jp

不要

25 仙台市天文台
http://www.sendai-
astro.jp/

宮城県
仙台市青葉区錦ケ丘9丁
目29-32

022-391-1300
http://www.sendai-
astro.jp/

info@sendai-astro.jp 不要

26
東北大学学術資源研究公開
センター総合学術博物館

http://www.museum.tohok
u.ac.jp/

宮城県
宮城県仙台市青葉区荒
巻字青葉6-3

022-795-6767
http://www.museum.toho
ku.ac.jp/

joho@museum.tohoku.ac.j
p

不要

27
秋田大学教育文化学部天文
台

http://www.gipc.akita-
u.ac.jp/~narita/au-
at/index-o.html

秋田県
秋田県秋田市手形学園
町１－１

０１８－８８９－２６
５５

http://www.gipc.akita-
u.ac.jp/~narita/au-
at/index-o.html

mouri@gipc.akita-u.ac.jp 不要

28
秋田拠点センターアルヴェ「自
然科学学習館」

http://www.alve.jp/pages/
ns

秋田県
秋田県秋田市東通仲町４
番１号　秋田市民交流プ
ラザ４F／５F

０１８－８８７－５３
３０

http://www.alve.jp/pages
/ns

ro-edns@city.akita.lg.jp 不要
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29 大館郷土博物館
https://www.city.odate.lg.j
p/museum

秋田県
秋田県大館市釈迦内字
獅子ヶ森１番地

0186-43-7133
https://www.city.odate.lg.
jp/museum

kyodokn@city.odate.lg.jp 不要

30 長走風穴館
https://www.city.odate.lg.j
p/museum/information/rel
ation/nagabashiri

秋田県
秋田県大館市長走字長
走３６２－６

0186-51-2005
https://www.city.odate.lg.
jp/museum/information/r
elation/nagabashiri

kyodokn@city.odate.lg.jp 不要

31 鉾立ビジターセンター - 秋田県
秋田県にかほ市象潟町
小滝字鉾立

090-2021-0270 - - 不要

32
大井沢自然博物館・自然と匠
の伝承館

http://oohaku.town.nishika
wa.yamagata.jp/

山形県
山形県西村山郡西川町
大字大井沢4110

0237－76－2112
http://oohaku.town.nishik
awa.yamagata.jp/

ooishakubutu@gmail.com 要

33 山形県産業科学館 http://y-sunka.org 山形県
山形県山形市城南町一
丁目1-1 霞城セントラル
内

023-647-0771 http://y-sunka.org oideyo@y-sunka.org 不要

34 鶴岡市立加茂水族館 https://kamo-kurage.jp/ 山形県
山形県鶴岡市今泉字大
久保657-1

0235-33-3036 https://kamo-kurage.jp/ info@kamo-kurage.jp 要

35 山形大学附属博物館
http://www.lib.yamagata-
u.ac.jp/museum/

山形県
山形県山形市小白川町1
－4－12

023-628-4930
http://www.lib.yamagata-
u.ac.jp/museum/

hakukan@jm.kj.yamagata
-u.ac.jp

不要

36 田村市星の村天文台
http://www.city.tamura.lg.j
p/soshiki/20/

福島県
福島県田村市滝根町神
俣字糖塚60-1

0247-78-3638
http://www.city.tamura.lg
.jp/soshiki/20/

hoshinomura.tenmondai@
gmail.com

不要

37 郡山市ふれあい科学館
http://www.space-
park.jp/

福島県
福島県郡山市駅前二丁
目１１番１号ビッグアイ20
～24階

024-936-0201
http://www.space-
park.jp/

info@space-park.jp 要

38 南相馬市博物館
https://www.city.minamiso
ma.lg.jp/portal/culture/mu
seum/index.html

福島県
福島県南相馬市原町区
牛来字出口194番地

０２４４－２３－６４
２１

https://www.city.minamis
oma.lg.jp/portal/culture/
museum/index.html

hakubutsukan@city.mina
misoma.lg.jp

不要

39
公益財団法人ふくしま科学振
興協会

http://www.mushitec-
fukushima.gr.jp/

福島県
福島県須賀川市虹の台
100

0248-89-1120
http://www.mushitec-
fukushima.gr.jp/

- 要

40
公益財団法人　福島市振興公
社　こむこむ館

http://www.f-
shinkoukousha.or.jp/

福島県
福島県福島市早稲町１－
１

024-524-3131 http://www.f-shinkoukousha.or.jp/
comcom@f-
shinkoukousha.or.jp

不要

41 JAXA筑波宇宙センター
https://fanfun.jaxa.jp/visit
/tsukuba/

茨城県
茨城県つくば市千現2-1-
1

029-868-2023
https://www5.revn.jp/tks
c-kengaku/inquiry/

- 不要

42
ミュージアムパーク茨城県自
然博物館

https://www.nat.museum.i
bk.ed.jp/

茨城県 茨城県坂東市大崎700 0297-38-2000
https://www.nat.museum.
ibk.ed.jp/

webmaster@nat.museum.
ibk.ed.jp

不要

43 原子力科学館 http://www.ibagen.or.jp/ 茨城県
茨城県那珂郡東海村村
松225-2

029-282-3111 http://www.ibagen.or.jp/ jigyou@ibagen.or.jp 不要

44
国立研究開発法人防災科学
技術研究所

https://www.bosai.go.jp/ 茨城県
茨城県つくば市天王台3-
1

029-863-7787 - event@bosai.go.jp 不要

45
国土地理院「地図と測量の科
学館」

https://www.gsi.go.jp/MU
SEUM/

茨城県 つくば市北郷１番 029-864-1872
https://www.gsi.go.jp/MU
SEUM/

gsi-koho@gxb.mlit.go.jp 不要

46
アクアワールド茨城県大洗水
族館

https://www.aquaworld-
oarai.com/

茨城県
茨城県東茨城郡大洗町
磯浜町8252－3

029－267－5151
https://www.aquaworld-
oarai.com/

shark@aquaworld-
oarai.com

不要

47 日立シビックセンター科学館 http://www.civic.jp/ 茨城県
茨城県日立市幸町1-21-
1

0294-24-7731 http://www.civic.jp/ kagaku@civic.jp 要

48
国立研究開発法人　日本原子
力研究開発機構　大洗わくわ
く科学館

http://www.jaea.go.jp/09/
wakuwaku/

茨城県
東茨城郡大洗町港中央
12

029-267-8989
http://www.jaea.go.jp/09
/wakuwaku/

sakuma.minoru@jaea.go.j
p

yamakawa.izumi@jaea.go.j

要

49 つくばエキスポセンター
http://www.expocenter.or.
jp/

茨城県 茨城県つくば市吾妻2-9 029-858-1100
http://www.expocenter.o
r.jp/

expopost@expocenter.or.
jp

要

50
ミュージアムパーク茨城県自
然博物館

https://www.nat.museum.i
bk.ed.jp/

茨城県 茨城県坂東市大崎700 0297-38-2000
https://www.nat.museum.
ibk.ed.jp/

webmaster@nat.museum.
ibk.ed.jp

要

51 水戸市立見和図書館
https://www.library-
mito.jp/

茨城県 水戸市見和2-500-2 029-350-2051
https://www.library-
mito.jp/

ー 不要

52 真岡市科学教育センター
https://www.city.moka.lg.j
p/toppage/kosodate_kyoik
u_manabi/11067.html

栃木県
栃木県真岡市田町1349-
1

0285-83-6611
https://www.city.moka.lg.j
p/toppage/kosodate_kyoi
ku_manabi/11067.html

kagakukyouiku@city.mok
a.lg.jp

不要

53 栃木県子ども総合科学館
http://www.tsm.utsunomiy
a.tochigi.jp/

栃木県
栃木県宇都宮市西川田
町567

028-659-5555
http://www.tsm.utsunomi
ya.tochigi.jp/

tksk@tmf.or.jp 不要

54
那須塩原市那須野が原博物
館

http://www2.city.nasushio
bara.lg.jp/

栃木県
栃木県那須塩原市三島5
丁目1番地

0287-36-0949
http://www2.city.nasushi
obara.lg.jp/

mus-
nasunogahara@city.nasus
hiobara.lg.jp

不要

55 群馬県立自然史博物館
http://www.gmnh.pref.gun
ma.jp/

群馬県
群馬県富岡市上黒岩
1674－1

0274－60－1200
http://www.gmnh.pref.gu
nma.jp/

todokoro-
ka@gmnh.pref.gunma.jp

不要
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56 群馬県生涯学習センター
http://www.manabi.pref.gu
nma.jp/syonen/

群馬県
群馬県前橋市文京町2-
20-22

027-224-5700
http://www.manabi.pref.g
unma.jp/syonen/

gllcenter@pref.gunma.lg.j
p

不要

57 群馬県立ぐんま天文台
http://www.astron.pref.gu
nma.jp/

群馬県
群馬県吾妻郡高山村中
山６８６０－８６

0279-70-5300 - - 要

58
みどり市大間々博物館（コノド
ント館）

https://www.city.midori.gu
nma.jp/conodont/

群馬県
群馬県みどり市大間々町
大間々１０３０

0277-73-4123
https://www.city.midori.g
unma.jp/conodont/

conodont@city.midori.gun
ma.jp

不要

59 桐生が岡動物園
http://www.city.kiryu.lg.jp/
zoo/index.html

群馬県
群馬県桐生市宮本町3丁
目8-13

0277-22-4442
http://www.city.kiryu.lg.jp
/zoo/index.html

dobutsuen@city.kiryu.lg.j
p

不要

60 高崎市少年科学館
http://www.t-
kagakukan.or.jp

群馬県
群馬県高崎市末広町23-
1

０２７－３２１－０３
２３

http://www.t-
kagakukan.or.jp

tenji@t-kagakukan.or.jp 不要

61 向井千秋記念子ども科学館
https://www.city.tatebaya
shi.gunma.jp/kagakukan/

群馬県及び近隣
県

群馬県館林市城町2-2 0276-75-1515
https://www.city.tatebay
ashi.gunma.jp/kagakukan/

kagakukan@city.tatebaya
shi.gunma.jp

不要

62 ぐんまこどもの国児童会館
https://kodomonokunijido
ukaikan.jimdo.com/

群馬県 群馬県太田市長手町480 0276－25－0055
https://kodomonokunijido
ukaikan.jimdo.com/

okawa@kodomonokuni.or.
jp

不要

63 狭山市立博物館
http://sayama-city-
museum.com/

埼玉県
埼玉県狭山市稲荷山1丁
目23番地1

04-2955-3804
http://sayama-city-
museum.com/

info_scm@sayama-city-
museum.com

不要

64 越谷市科学技術体験センター
http://www.miracle.city.ko
shigaya.saitama.jp

埼玉県
埼玉県越谷市新越谷1-
59

048-961-7171 - - 不要

65 鉄道博物館
https://www.railway-
museum.jp/

埼玉県
埼玉県さいたま市大宮区
大成3-47

048-651-0088
https://www.railway-
museum.jp/

niinomi@ejrcf.or.jp 要

66 さいたま市青少年宇宙科学館
https://www.city.saitama.j
p/kagakukan/

埼玉県
埼玉県さいたま市浦和区
駒場2-3-45

048-881-1515
https://www.city.saitama.
jp/kagakukan/

uchu-
kagakukan@city.saitama.l
g.jp

不要

67 越谷市児童館コスモス

https://www.city.koshigay
a.saitama.jp/toiawase/shis
etsu/jidokankosodateshien
/jidokosumosu/index.html

埼玉県
埼玉県越谷市千間台2丁
目9番地

048-978-1515

https://www.city.koshiga
ya.saitama.jp/toiawase/s
hisetsu/jidokankosodates
hien/jidokosumosu/index.
html

00085146@edu.city.koshi
gaya.saitama.jp

不要

68 所沢航空発祥記念館 https://tam-web.jsf.or.jp/ 埼玉県
埼玉県所沢市並木１－１
３

04-2996-2225
https://tam-
web.jsf.or.jp/

- 要

69 川口市立科学館
http://www.kawaguchi
.science.museum

埼玉県
埼玉県川口市上青木3-
12-18　SKIPシティ内

048-262-8431 - - 要

70 埼玉県自然学習センター
https://www.saitama-
shizen.info/index.html

埼玉県 埼玉県北本市荒井5-200 048-593-2891
https://www.saitama-
shizen.info/index.html

kitamoto@saitama-
shizen.info

不要

71 羽生市立郷土資料館
https://www.city.hanyu.lg.j
p

埼玉県
埼玉県羽生市大字下羽
生948番地

048-562-4341 - kyodo@city.hanyu.lg.jp 不要

72 鴨川シーワールド
http://www.kamogawa-
seaworld.jp

千葉県 鴨川市東町1464-18 04-7093-4803
http://www.kamogawa-
seaworld.jp

- 要

73
白井市文化センター・プラネタ
リウム

https://www.center.shiroi.
chiba.jp/planet/

千葉県
千葉県白井市復１１４８－
８

047-492-1125
https://www.center.shiroi
.chiba.jp/planet/

planet@center.shiroi.chib
a.jp

不要

74
千葉県立中央博物館大利根
分館

http://www.chiba-
muse.or.jp/OTONE/index.
htm

千葉県 香取市佐原ハ4500 0478-56-0101 - - 不要

75 浦安市青少年館
https://www.urayasu-
zaidan.or.jp/seishonenkan
/index.html

千葉県
千葉県浦安市猫実1丁目
12-38（浦安市集合事務
所1F・2F）

047-700-6203
https://www.urayasu-
zaidan.or.jp/seishonenkan
/index.html

ホームページ上での
フォーム入力形式

不要

76 東金こども科学館
http://www.tsc.tobunspo.o
r.jp/

千葉県
千葉県東金市八坂台1丁
目2107-３

0475-55-6211
http://www.tsc.tobunspo.
or.jp/

cougar@isis.ocn.ne.jp 不要

77 千葉県立現代産業科学館
http://www2.chiba-
muse.or.jp/SCIENCE/

千葉県
千葉県市川市鬼高１－１
－３

047-379-2000
http://www2.chiba-
muse.or.jp/SCIENCE/

- 要

78 市立市川自然博物館
http://www.city.ichikawa.l
g.jp/edu16/index.html

千葉県 千葉県市川市大町２８４
０４７－３３９－０４
７７

- - 不要

79
千葉県立中央博物館　分館
海の博物館

http://www.chiba-
muse.or.jp/UMIHAKU/

千葉県 千葉県勝浦市吉尾１２３
０４７０－７６－１１
３３

http://www.chiba-
muse.or.jp/UMIHAKU/

umihaku@chiba-
muse.or.jp

不要

80 千葉市科学館
https://www.kagakukanq.c
om/

千葉県
千葉市中央区中央4-5-1
きぼーる7階

043-308-0511
https://www.kagakukanq.
com/

- 不要

3 / 10 ページ



R03.6 現在

配布機関名称 配布機関WEBサイト 【電話】 【URL】 【Email】

「一家に１枚　海～その多様な世界～」配布協力館一覧

No
配布機関

配布地域 配布場所(住所)
お問合せ先

入館料

81 我孫子市鳥の博物館
http://www.city.abiko.chib
a.jp/bird-
mus/info/index.html

千葉県
千葉県我孫子市高野山
234-3

04-7185-2212
http://www.city.abiko.chi
ba.jp/bird-
mus/info/index.html

abk_torihaku@city.abiko.c
hiba.jp

要

82 手作り科学館 Exedra
http://selexedra.stars.ne.j
p/

千葉県
柏市末広町9-6 柏嶋屋
荘

080-6520-3302
http://selexedra.stars.ne.
jp/

info@exedra.org 不要

83 ギャラクシティ https://www.galaxcity.jp/ 東京都
東京都足立区栗原１丁目
３－１

０３－５２４２－８１
６１

https://www.galaxcity.jp/ info@galaxcity.jp 不要

84 パナソニックセンター東京
https://www.panasonic.co
m/jp/corporate/center-
tokyo.html

東京都
東京都江東区有明3丁目
5番1号

03-3599-2600
https://www.panasonic.c
om/jp/corporate/center-
tokyo.html

- 不要

85 多摩六都科学館
https://www.tamarokuto.o
r.jp/

東京都
東京都西東京市芝久保
町5-10-64

042-4 69-6100
https://www.tamarokuto.
or.jp/

- 要

86 船の科学館
https://funenokagakukan.
or.jp/

東京都
東京都品川区東八潮3番
1号

03-5500-1111
https://funenokagakukan.
or.jp/

- 不要

87
東京海洋大学マリンサイエン
スミュージアム

http://www.s.kaiyodai.ac.j
p/museum/public_html/

東京都
東京都港区港南4-5-7
東京海洋大学品川キャン
パス内

03-5463-0430
http://www.s.kaiyodai.ac.j
p/museum/public_html/

museum@o.kaiyodai.ac.jp 不要

88 八丈ビジターセンター
http://www.hachijo-
vc.com

東京都
東京都八丈島八丈町大
賀郷2843

04996−2−4811
http://www.hachijo-
vc.com

info@hachijo-vc.com 不要

89 板橋区立教育科学館 http://www.itbs-sem.jp 東京都
板橋区常盤台4丁目14番
１号

03-3559-6561 http://www.itbs-sem.jp itakk@itbs-sem.jp 不要

90 港区立みなと科学館
https://minato-
kagaku.tokyo/

東京都 東京都港区虎ノ門3-6-9 03-6381-5041
https://minato-
kagaku.tokyo/

s-sekine@minato-
kagaku.tokyo

不要

91
東京都計量検定所（計量展示
室）

https://www.shouhiseikat
u.metro.tokyo.jp/keiryo/

東京都
東京都江東区新砂3-3-
41

03-5617-6643 https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/keiryo/madoguchi/
S0000584@section.metro
.tokyo.jp

不要

92
公益財団法人山階鳥類研究
所

http://www.yamashina.or.j
p/hp/toppage.html

千葉県 千葉県我孫子市周辺 04-7182-1101
http://www.yamashina.or.
jp/hp/toppage.html

bird@yamashina.or.jp 不要

93 新島村博物館
https://www.niijima.com/f
acility/community/hakubu
tsukan/index.html

東京都 東京都新島村2-36-3 04992-5-7070
https://www.niijima.com/
facility/community/hakub
utsukan/index.html

museum@niijima.com 要

94 東大和市立郷土博物館
http://www.city.higashiya
mato.lg.jp/index.cfm/35,0,
366,html

東京都
東大和市奈良橋１－２６０
－２

042-567-4800
http://www.city.higashiya
mato.lg.jp/index.cfm/35,0,
366,html

hakubutsukan@city.higas
hiyamato.lg.jp

不要

95 科学技術館 http://www.jsf.or.jp 東京都
東京都千代田区北の丸
公園2-1

03-3212-8544 http://www.jsf.or.jp - 要

96 たばこと塩の博物館 https://www.tabashio.jp 東京都
東京都墨田区横川１－１
６－３

０３－３６２２－８８
０１

https://www.tabashio.jp - 要

97 日本カメラ博物館
https://www.jcii-
cameramuseum.jp/

東京都
東京都千代田区一番町２
５番地ＪＣＩＩ一番町ビルＢ
１

03-3263-7110
https://www.jcii-
cameramuseum.jp/

- 要

98 印刷博物館
https://www.printing-
museum.org/

東京都
東京都文京区水道1-3-3
トッパン小石川ビル

03-5840-2300 - - 不要

99 井の頭自然文化園
https://www.tokyo-
zoo.net/zoo/ino/

東京都
東京都武蔵野市御殿山
1-17-6

0422-46-1100
https://www.tokyo-
zoo.net/zoo/ino/

https://form.kintoneapp.
com/public/form/show/
000b02da1f5517769a300
3a13a95edb1dfa1c5c125
0b95391f2638936c2f068
9

要

100 公益財団法人大宅壮一文庫
https://www.oya-
bunko.or.jp/

東京都
東京都世田谷八幡山3-
10-20

03-3303-2000
https://www.oya-
bunko.or.jp/

toka@oya-bunko.or.jp 不要

101
神奈川県立青少年センター科
学部

http://www.kanagawa-
yc.jp

神奈川県
神奈川県厚木市中町４－
１６－２１プロミティあつぎ
ビル2階

046-222-6370～1
http://www.kanagawa-
yc.jp

- 不要

102
日本大学生物資源科学部博
物館

http://hp.brs.nihon-
u.ac.jp/~NUBSmuseum/in
dex.html

神奈川県
神奈川県藤沢市亀井野
1866

0466-84-3892
http://hp.brs.nihon-
u.ac.jp/~NUBSmuseum/in
dex.html

- 不要

103 馬の博物館
https://www.bajibunka.jra
o.ne.jp/uma/index.html

神奈川県 横浜市中区根岸台１－３ 045-662-7581
https://www.bajibunka.jra
o.ne.jp/uma/index.html

info@bajibunka.jrao.ne.jp 要

104 はまぎん　こども宇宙科学館
https://yokohama-
kagakukan.jp/

神奈川県
横浜市磯子区洋光台5-
2-1

045-832-1166
https://yokohama-
kagakukan.jp/

sfgy-press@yokohama-
kagakukan.jp

要

105
公益社団法人　観音崎自然博
物館

https://kannonzaki-
nature-
museum.jimdofree.com/

神奈川県
神奈川県横須賀市鴨居
4-1120

046-841-1533
https://kannonzaki-
nature-
museum.jimdofree.com/

syomu@kannonzaki-
nature-museum.org

要

106 葉山しおさい博物館 - 神奈川県
神奈川県三浦郡葉山町
一色2123-1

046－876-1155 -
siosai@hayama.kanagawa
.jp

要
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107
神奈川県立秦野ビジターセン
ター

http://www.kanagawa-
park.or.jp/tanzawavc/

神奈川県
神奈川県秦野市堀山下
1513

0463‐87‐9300
http://www.kanagawa-
park.or.jp/tanzawavc/

- 不要

108 平塚市博物館 https://www.hirahaku.jp 神奈川県
神奈川県平塚市浅間町１
２－４１

０４２３－３３－５１
１１

https://www.hirahaku.jp
tsukada-
k@city.hiratsuka.kanagaw
a.jp

不要

109 理科ハウス http://licahouse.com/ 神奈川県 逗子市池子2-4-8 046-871-6198 http://licahouse.com/ mail@licahouse.com 要

110 伊勢原市立子ども科学館
https://www.city.isehara.k
anagawa.jp/kagakukan/

神奈川県 伊勢原市田中76 0463-92-3600
https://www.city.isehara.
kanagawa.jp/kagakukan/

- 不要

111
神奈川県立生命の星・地球博
物館

http://nh.kanagawa-
museum.jp/

神奈川県
神奈川県小田原市入生
田499

0465-21-1515
http://nh.kanagawa-
museum.jp/

plan@nh.kanagawa-
museum.jp

不要

112 あつぎ郷土博物館
https://www.city.atsugi.ka
nagawa.jp/

神奈川県
神奈川県厚木市下川入
1366-4

046-225-2515 -
8650-
3@city.atsugi.kanagawa.jp

不要

113 横須賀市自然・人文博物館
https://www.museum.yoko
suka.kanagawa.jp/

神奈川県
神奈川県横須賀市深田
台95番地

046-824-3688
https://www.museum.yok
osuka.kanagawa.jp/

m-
bes@city.yokosuka.kanag
awa.jp

不要

114 新潟県立自然科学館
http://www.sciencemuseu
m.jp/

新潟県
新潟県新潟市中央区女
池南３－１－１

025-283-3331
http://www.sciencemuse
um.jp/

- 要

115 柏崎市立博物館
https://www.city.kashiwaz
aki.lg.jp/k_museum/index.h
tml

新潟県 柏崎市緑町8-35 0257-22-0567
https://www.city.kashiwa
zaki.lg.jp/k_museum/inde
x.html

k-
museum@city.kashiwazak
i.lg.jp

不要

116 庄川水資料館
http://www.shogawa-
museum.jp/mizusiryoukan
site/index.html

富山県 砺波市庄川町金屋1100 0763-82-3373
https://www.shogawa-
museum.jp/

info@shogawa-
museum.jp

不要

117 富山市科学博物館
https://www.tsm.toyama.t
oyama.jp/

富山県
富山県富山市西中野町
一丁目８-３１

076-491-2125
https://www.tsm.toyama.
toyama.jp/

museum@tsm.toyama.toy
ama.jp

要

118 いしかわ子ども交流センター
https://www.i-
oyacomi.net/i-kodomo/

石川県
石川県金沢市法島町１１
番８号

076-243-6501 - i-kodomo@i-oyacomi.net 不要

119
石川県柳田星の観察館「満天
星」

http://mantenboshi.jp/ind
ex.html

石川県
石川県鳳珠郡能登町上
町ロ1-1

0768-76-0101
http://mantenboshi.jp/in
dex.html

info@mantenboshi.jp 不要

120
福井市自然史博物館分館
（セーレンプラネット）

https://www.fukui-
planet.com/

福井県
福井県福井市中央1丁目
2-1　ハピリン5階

0776-43-1622
http://www.fukui-
planet.com/

planet@fukui-planet.com 不要

121
関西電力美浜原子力PRセン
ター

https://www.kepco.co.jp/c
orporate/profile/communi
ty/pr/mihama/index.html

福井県
福井県三方郡美浜町丹
生

0770-39-1210

https://www.kepco.co.jp/
corporate/profile/commu
nity/pr/mihama/index.ht
ml

メールアドレスの公開は
行っておりません。

不要

122 福井県児童科学館 https://angelland.or.jp/ 福井県
福井県坂井市春江町東
太郎丸3-1

0776-51-8000 https://angelland.or.jp/ kagaku＠angelland.or.jp 不要

123
公益財団法人福井原子力セン
ター

http://www.athome.tsurug
a.fukui.jp/

福井県 福井県敦賀市吉河37-1 0770-23-1710
http://www.athome.tsuru
ga.fukui.jp/

athome@atom.pref.fukui.j
p

不要

124
山梨県立八ヶ岳自然ふれあい
センター

https://www.seisenryo.jp/
spot_hureai-center1.html

山梨県
山梨県北杜市大泉町西
井出石堂8240-1

0551-48-2900
https://www.seisenryo.jp
/spot_hureai-
center1.html

fureai-c@keep.or.jp 不要

125 信州新町化石博物館
http://www.ngn.janis.or.jp/
~shinmachi-museum/

長野県
長野県長野市信州新町
上条88-3

026-262-3500
http://www.ngn.janis.or.jp
/~shinmachi-museum/

shinmachi-
museum@ngn.janis.or.jp

要

126 湯けむり屋敷薬師の湯
http://o-
yakushinoyu.com/

長野県 大町市平2811-41 0261-23-2834
http://o-
yakushinoyu.com/

yakushinoyu@amail.plala.
or.jp

不要

127 長野市少年科学センター
https://www.nagano-
kagaku.jp/

長野県
長野県長野市上松２－４
－５

026-232-7383 - - 要

128
鉱研ミュージアム　　地球の宝
石箱

http://.koken-
boring.co.jp/jwlbox/

長野県
長野県塩尻市北小野４６
６８番地

0263-51-8111
http://.koken-
boring.co.jp/jwlbox/

museum@koken-
boring.co.jp

不要

129
長野市立博物館分館戸隠地
質化石博物館

http://www.tgk.janis.or.jp/
~togakushi-
museum/index.html

長野県 長野市戸隠栃原3400 026-252-2228
http://www.tgk.janis.or.jp
/~togakushi-
museum/index.html

kaseki@avis.ne.jp 不要

130 八ヶ岳自然文化園
http://www.yatsugatake-
ncp.com/

長野県
長野県諏訪郡原村
17217-1613

0266-74-2681
http://www.yatsugatake-
ncp.com/

bunkaen@yatsugatake-
ncp.com

要

131 上田創造館
http://www.area.ueda.nag
ano.jp/sozokan/

長野県 上田市上田原１６４０番地 0268-23-1111
http://www.area.ueda.nag
ano.jp/sozokan/

sozokan@area.ueda.naga
no.jp

不要

132 金生山化石館
https://www.city.ogaki.lg.j
p/

岐阜県
岐阜県大垣市赤坂町４５
２７－１９

０５８４－７１－０９
５０

https://www.city.ogaki.lg.j
p/

kasekikan@cityogaki.lg.jp 不要

133 中津川市鉱物博物館 http://mineral.n-muse.jp 岐阜県
岐阜県中津川市苗木
639-15

0573-67-2110 http://mineral.n-muse.jp - 不要
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134 ひだ宇宙科学館カミオカラボ
http://www.city.hida.gifu.jp
/site/kamiokalab/

岐阜県
飛騨市神岡町夕陽ヶ丘6
番地

０５７８－８６－９２
２２

https://www.city.hida.gifu.jp/site/kamiokalab/
kamiokalab@hida.academ
y

不要

135
岐阜かかみがはら　航空宇宙
博物館

http://www.sorahaku.net/ 岐阜県
岐阜県各務原市下切町
5-1

058-386-8500
http://www.sorahaku.net
/

sorahaku@sorahaku.net 要

136 岐阜市科学館
https://www.city.gifu.lg.jp/
8307.htm

岐阜県 岐阜市本荘3456-41
０５８－２７２－１３
３３

https://www.city.gifu.lg.jp
/8307.htm

gcsm00@ccn.aitai.ne.jp 不要

137
岐阜県先端科学技術体験セン
ター　サイエンスワールド

https://www.sw-gifu.com/ 岐阜県
岐阜県瑞浪市明世町戸
狩54

0572-66-1151
https://www.sw-
gifu.com/

h-hibino@scienceworld-
gifu.jp

不要

138 岐阜県博物館
http://www.gifu-
kenpaku.jp/

岐阜県 岐阜県関市小屋名１９８９
０５７５－２８－３１
１１

http://www.gifu-
kenpaku.jp/

kojima-
kota@pref.gifu.lg.jp

要

139 浜松市天文台
https://www.city.hamamat
su.shizuoka.jp/s-
kumin/hao/

静岡県 浜松市南区福島町242-1 053-425-9158
https://www.city.hamama
tsu.shizuoka.jp/s-
kumin/hao/

hao@city.hamamatsu.shiz
uoka.jp

不要

140 富士川楽座　体験館どんぶら
http://www.fujikawarakuza
.co.jp/

静岡県
静岡県富士市岩渕1488-
1

0545-81-5555
http://www.fujikawarakuz
a.co.jp/

waiwai@fujikawarakuza.c
o.jp

不要

141 浜松科学館 https://www.mirai-ra.jp/ 静岡県
浜松市中区北寺島町
256-3

053-454-0178 https://www.mirai-ra.jp/ info@mirai-ra.jp 不要

142 月光天文台 https://gekkou.or.jp/ 静岡県
静岡県田方郡函南町桑
原1308－222

055－979-1428 https://gekkou.or.jp/ info@gekkou.or.jp 不要

143
ディスカバリーパーク焼津 天
文科学館

https://www.discoverypar
k.jp

静岡県 焼津市田尻2968-1 054-625-0800
https://www.discoverypa
rk.jp

info@discoverypark.jp 不要

144 静岡科学館 https://www.rukuru.jp/ 静岡県
静岡市駿河区南町14番
25号エスパティオ8～10
階

０５４－２８４－６９
６０

https://www.rukuru.jp/ info@rukuru.jp 要

145 東海大学海洋学部博物館
https://www.muse-
tokai.jp/

静岡県 静岡市清水区三保２３８９ 054-334-2385 - - 要

146 農業科学館
http://bunkaen-
todagawa.jp/

愛知県
名古屋市港区春田野2-
3204

052-302-5321 - - 不要

147 碧南海浜水族館
http://www.city.hekinan.lg.
jp/aquarium/

愛知県
愛知県碧南市浜町2番地
3

0566483761
http://www.city.hekinan.l
g.jp/aquarium/index.html

- 要

148 名古屋市科学館
http://www.ncsm.city.nag
oya.jp

愛知県
愛知県名古屋市中区栄
二丁目17番1号

052-201-4486
http://www.ncsm.city.nag
oya.jp

www-
admin@ncsm.city.nagoya.
jp

要

149 とよた科学体験館
http://www.toyota-
kagakutaikenkan.jp

愛知県
愛知県豊田市小坂本町1
丁目25番地　豊田産業文
化センター内

0565－37－3007
http://www.toyota-
kagakutaikenkan.jp

- 不要

150
あいち産業科学技術総合セン
ター産業技術センター常滑窯
業試験場

http://www.aichi-
inst.jp/tokoname/

愛知県
愛知県常滑市大曽町4-
50

0569-35-5151
https://www.aichi-
inst.jp/contact/?c=tokon
ame&f=contact

tokoname@aichi-inst.jp 不要

151 豊橋市自然史博物館
https://www.toyohaku.gr.j
p/sizensi/

愛知県 豊橋市大岩町大穴1-238 0532-41-4747
https://www.toyohaku.gr.j
p/sizensi/

sizensi@toyohaku.gr.jp 要

152 豊橋市地下資源館
http://www.toyohaku.gr.jp
/chika/

愛知県
豊橋市大岩町字火打坂
19-16

0532-41-3330
http://www.toyohaku.gr.j
p/chika/

kagakukyoiku@city.toyoh
ashi.lg.jp

不要

153 でんきの科学館
http://www.chuden.co.jp/
e-museum/

愛知県
名古屋市中区栄二丁目２
番５号

052-201-1026 - - 不要

154 蒲郡市生命の海科学館
https://www.city.gamagori
.lg.jp/site/kagakukan/

愛知県 愛知県蒲郡市港町17-17 0533-66-1717
https://www.city.gamagor
i.lg.jp/site/kagakukan/

science@city.gamagori.lg.
jp

不要

155 尾鷲市立天文科学館

http://www.city.owase.lg.j
p/soshiki_view.php?so_cd1
=4&so_cd2=3&so_cd3=7&s
o_cd4=0&so_cd5=0

三重県 尾鷲市中村町１０番４１号 0597-23-0525

http://www.city.owase.lg.j
p/soshiki_view.php?so_cd
1=4&so_cd2=3&so_cd3=7
&so_cd4=0&so_cd5=0

tenmon2002@orion.ocn.n
e.jp

要

156
公益財団法人　三重こどもわ
かもの育成財団（三重県立み
えこどもの城）

https://www.mie-cc.or.jp 三重県
三重県松阪市立野町
1291　中部台運動公園内

0598-23-7735 https://www.mie-cc.or.jp office@mie-cc.or.jp 不要

157 展望展示室うみてらす14
http://www.yokkaichi-
port.or.jp/ut14/index.html

三重県
三重県四日市市霞二丁
目1-1

059-366-7022
http://www.yokkaichi-
port.or.jp/ut14/index.html

shinko@yokkaichi-
port.or.jp

要

158 四日市市立博物館
https://www.city.yokkaichi
.mie.jp/museum/museum.h
tml

三重県
三重県四日市市安島一
丁目３番１６号

059-355-2700 -
hakubutsukan@city.yokka
ichi.mie.jp

不要

159 藤原岳自然科学館
https://www.city.inabe.mie
.jp/kyoiku/shizen/shizen/
1007150/index.html

三重県
三重県いなべ市藤原町
市場493-1　藤原文化セ
ンター内

0594-46-8488
https://www.city.inabe.mi
e.jp/kyoiku/shizen/shize
n/1007150/index.html

kagakukan@city.inabe.mi
e.jp

不要

160 西堀榮三郎記念探検の殿堂
https://e-omi-
muse.com/tanken-
n/index.html

滋賀県
滋賀県東近江市横溝町
419番地

0749-45-0011
https://e-omi-
muse.com/tanken-
n/index.html

tanken@city.higashiomi.lg
.jp

要

161 多賀町立博物館
https://www.town.taga.lg.j
p/akebono/museum/

滋賀県
滋賀県犬上郡多賀町四
手976-2

0749-48-2077
https://www.town.taga.lg.
jp/akebono/museum/

museum@town.taga.lg.jp 不要

162 大津市科学館
http://www.otsu.ed.jp/kag
aku/

滋賀県 大津市本丸町６－５０
０７７－５２２－１９
０７

http://www.otsu.ed.jp/ka
gaku/

kagaku@otsu.ed.jp 不要
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163 京都市青少年科学センター
http://www.edu.city.kyoto.
jp/science/

京都府
京都市伏見区深草池ノ内
町13番地

０７５－６４２－１６
０１

http://www.edu.city.kyot
o.jp/science/

- 不要

164 福知山市児童科学館
http://www.sandanike-
kouen.or.jp/

京都府
京都府福知山市猪崎
377-1

0773-23-6292
http://www.sandanike-
kouen.or.jp/

kagakukan@sandanike-
kouen.or.jp

要

165 向日市天文館
http://www.city.muko.kyot
o.jp/kurashi/tenmonkan/

京都府
京都府向日市向日町南
山82-1

075-935-3800
http://www.city.muko.kyo
to.jp/kurashi/tenmonkan
/

tenmon@city.muko.lg.jp 不要

166 綾部市天文館・パオ
http://www.city.ayabe.lg.jp
/shakaikyoiku/tenmonkan
/index.html

京都府
京都府綾部市里町久田２
１－８

０７７３－４２－８０
８０

http://www.city.ayabe.lg.j
p/shakaikyoiku/tenmonka
n/index.html

tenmonkan@city.ayabe.lg.
jp

不要

167 島津製作所 創業記念資料館
https://www.shimadzu.co.j
p/visionary/memorial-
hall/

京都府
京都市中京区木屋町二
条南

075-255-0980
https://www.shimadzu.co
.jp/visionary/memorial-
hall/

- 要

168 京都府立植物園
https://www.pref.kyoto.jp/
plant/

京都府
京都市左京区下鴨半木
町

075－701－0141
https://www.pref.kyoto.jp
/plant/

- 要

169
京エコロジーセンター(京都市
環境保全活動センター）

https://www.miyako-
eco.jp/

京都府
京都市伏見区深草池ノ内
町13番地

075-641-0911
https://www.miyako-
eco.jp/

nakamura@miyako-eco.jp 不要

170 きしわだ自然資料館
https://www.city.kishiwad
a.osaka.jp/site/shizenshi/

大阪府 大阪府岸和田市堺町6-5 072-423-8100
https://www.city.kishiwad
a.osaka.jp/site/shizenshi
/

sizen@city.kishiwada.osa
ka.jp

要

171 大阪市立科学館
https://www.sci-
museum.jp/

大阪府 大阪市北区中之島4-2-1 06-6444-5656 - - 不要

172
高槻市立自然博物館（あくあ
ぴあ芥川）

http://www.omnh.net/aqu
apia/

大阪府
大阪府高槻市南平台5丁
目59番1号

072-692-5041 - info@aquapia.net 不要

173 大阪市立自然史博物館
http://www.mus-
nh.city.osaka.jp/

大阪府
大阪市東住吉区長居公
園1-23

06-6697-6221
http://www.mus-
nh.city.osaka.jp/

monitor@mus-
nh.city.osaka.jp

不要

174 貝塚市立自然遊学館
https://www.city.kaizuka.l
g.jp/shizen/

大阪府
大阪府貝塚市二色3-26-
1

072-431-8457
https://www.city.kaizuka.l
g.jp/shizen/

shizen@city.kaizuka.lg.jp 不要

175
公益財団法人富田林市文化
振興事業団　すばるホール

http://subaruhall.org/ 大阪府 富田林市桜ケ丘町２－８ 0721-25-0222 http://subaruhall.org/ 非公開 不要

176 大阪科学技術館
http://www.ostec.or.jp/po
p/

大阪府 大阪市西区靭本町1-8-4 06-6441-0915
http://www.ostec.or.jp/p
op/

kan-info@ostec.or.jp 不要

177 咲くやこの花館
https://www.sakuyakonoh
ana.jp/

大阪府
大阪市鶴見区緑地公園
2-163

06-6912-0055
https://www.sakuyakono
hana.jp/

- 要

178
たつの市青少年館こどもサイ
エンスひろば

http://www.kodomosaiens
uhuroba.server-
shared.com/

兵庫県
兵庫県たつの市龍野町
富永　たつの市青少年館
内

0791-64-2229
http://www.kodomosaien
suhuroba.server-
shared.com/

tatsunokodomosaiensu@
grace.ocn.ne.jp

不要

179 にしわき経緯度地球科学館
http://www.nishiwaki-
cs.or.jp/terra/

兵庫県 西脇市上比延町334-2 0795-23-2772
http://www.nishiwaki-
cs.or.jp/terra/

terra@city.nishiwkai.lg.jp 不要

180
兵庫県立大学天文科学セン
ター

http://www.nhao.jp/ 兵庫県
兵庫県佐用郡佐用町西
河内407-2

0790-82-3886 http://www.nhao.jp/ harima@nhao.jp 不要

181
神戸市立　王子動物園　動物
科学資料館

http://www.kobe-
ojizoo.jp/

兵庫県
兵庫県神戸市灘区王子
町3-1

078-881-6666
http://www.kobe-
ojizoo.jp/

- 要

182 伊丹市立博物館 - 兵庫県 伊丹市千僧1-1-1 072-783-0582 -
ed-
museum@city.itami.lg.jp

不要

183 バンドー神戸青少年科学館
https://www.kobe-
kagakukan.jp/

兵庫県
兵庫県神戸市中央区港
島中町7-7-6

078-302-5177
https://www.kobe-
kagakukan.jp/

info_kobe@kobe-
kagakukan.com

要

184
石の博物館　松内ミネラルコレ
クション

- 兵庫県
多可郡多可町中区中村
町260

0795-32-3626 - - 不要

185 姫路科学館
https://www.city.himeji.lg.j
p/atom/

兵庫県
兵庫県姫路市青山1470-
15

079-267-3001
https://www.city.himeji.lg.
jp/atom/

(受付フォームから) 不要

186 明石市立天文科学館 https://www.am12.jp/ 兵庫県 明石市人丸町2-6 078-919-5000 https://www.am12.jp/
otoiawase-
tenmon@city.akashi.lg.jp

不要

187
姫路市宿泊型児童館『星の子
館』

https://ssl.himeji-
hoshinoko.jp/

兵庫県
兵庫県姫路市青山1470-
24

079-267-3050
https://ssl.himeji-
hoshinoko.jp/

info@himeji-hoshinoko.jp 不要

188 伊丹市立こども文化科学館
http://business4.plala.or.jp
/kodomo/

兵庫県
兵庫県伊丹市桑津３丁目
１－３６

072-784-1222
http://business4.plala.or.j
p/kodomo/

kodomo@bz01.plala.or.jp 不要

189 シャープミュージアム
https://corporate.jp.sharp
/showroom/

奈良県
天理市櫟本町2613番地
の1

0743-65-0011
https://corporate.jp.shar
p/showroom/

tenrimt@list.sharp.co.jp 不要

190 橿原市立こども科学館
https://www.city.kashihar
a.nara.jp/article?id=5c521
7e665909e2ebea90504

奈良県
橿原市小房町11-5（かし
はら万葉ホール地下１
階）

0744-29-1300 - - 要

191 和歌山市立こども科学館
http://www.kodomo123.jp
/

和歌山県
和歌山県和歌山市寄合
町１９番地

０７３－４３２－００
０２

http://www.kodomo123.jp
/

kagakukan@city.wakayam
a.lg.jp

要

192 和歌山県立自然博物館
https://www.shizenhaku.w
akayama-
c.ed.jp/index.html

和歌山県
和歌山県海南市船尾３７
０－１

０７３－４８３－１７
７７

https://www.shizenhaku.
wakayama-
c.ed.jp/index.html

postmaster@shizenhaku.
wakayama-c.ed.jp

要
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193 京都大学白浜水族館
http://www.seto.kyoto-
u.ac.jp/aquarium/

和歌山県 西牟婁郡白浜町４５９
０７３９－４２－３５
１５

http://www.seto.kyoto-
u.ac.jp/aquarium/

a60seto@mail2.adm.kyoto
-u.ac.jp

要

194 倉吉博物館
https://www1.city.kurayos
hi.lg.jp/hakubutsu/

鳥取県
鳥取県倉吉市仲ノ町３４
４５-８

0858-22-4409
https://www1.city.kurayo
shi.lg.jp/hakubutsu/

k-
museum@city.kurayoshi

不要

195 氷ノ山自然ふれあい館
https://www.hibikinomori.g
r.jp/

鳥取県
鳥取県八頭郡若桜町つく
よね氷ノ山自然ふれあい
館内

0858-82-1620
https://www.hibikinomori.
gr.jp/

info@hibikinomori.gr.jp 不要

196
一般財団法人鳥取市　教育福
祉振興会

http://www.tottori-
shinkoukai.or.jp/kagakukan
.html

鳥取県
鳥取県鳥取市吉方温泉
三丁目７０１番地

0857-27-5181
http://www.tottori-
shinkoukai.or.jp/kagakuka
n.html

bunka@tottori-
shinkoukai.or.jp

不要

197 メテオプラザ
http://www.meteor-
plaza.jp/

島根県
島根県松江市美保関町
七類3246-1

0852-72-3939
http://www.meteor-
plaza.jp/

meteor1@web-
sanin.co.jp

要

198 島根県立三瓶自然館
https://www.nature-
sanbe.jp/sahimel/

島根県
大田市三瓶町多根1121-
8

0854-86-0500
https://www.nature-
sanbe.jp/sahimel/

info@nature-sanbe.jp 不要

199
島根県立しまね海洋館アクア
ス

https://aquas.or.jp 島根県 浜田市久代町1117-2 0855-28-3900 https://aquas.or.jp info@aquas.or.jp 要

200 出雲科学館
https://www.izumo.ed.jp/k
agaku/

島根県 出雲市今市町１９００－２ 0853-25-1500
https://www.izumo.ed.jp/
kagaku/

kagakukan@izumo.ed.jp 不要

201
岡山理科大学（恐竜学博物
館）

https://www.ous.ac.jp/

http://dinosaur.ous.ac.jp/
museum.html

岡山県
岡山県岡山市北区理大
町1番1号

086-256-9804
http://dinosaur.ous.ac.jp/
museum.html

renkei@office.ous.ac.jp 不要

202
岡山県生涯学習センター人と
科学の未来館サイピア

http://www.sci-
pia.pref.okayama.jp/

岡山県
岡山県岡山市北区伊島
町3-1-1

086-251-9752
http://www.sci-
pia.pref.okayama.jp/

info01@sci-
pia.pref.okayama.jp

不要

203 倉敷科学センター https://kurakagaku.jp/ 岡山県
倉敷市福田町古新田９４
０

086-454-0300 https://kurakagaku.jp/ ksc@kurakagaku.jp 不要

204 倉敷市立自然史博物館
http://www2.city.kurashiki
.okayama.jp/musnat/

岡山県
岡山県倉敷市中央２－６
－１

０８６－４２５－６０
３７

http://www2.city.kurashik
i.okayama.jp/musnat/

musnat@city.kurashiki.ok
ayama.jp

不要

205 岡山天文博物館
http://ww1.city.asakuchi.o
kayama.jp/museum/

岡山県
岡山県浅口市鴨方町本
庄3037－5

0865-44-2465
http://ww1.city.asakuchi.
okayama.jp/museum/

kamogata@oam-
chikurinji.jp

要

206 福山自動車時計博物館 https://www.facm.net 広島県
広島県福山市北吉津町
三丁目1番22号

084-922-8188
https://www.facm.net/co
ntact.html

info@facm.net 不要

207
ヌマジ交通ミュージアム（広島
市交通科学館）

http://www.vehicle.city.hir
oshima.jp

広島県
広島市安佐南区長楽寺
二丁目12番2号

082-878-6211
http://www.vehicle.city.hi
roshima.jp

kanri@vehicle.city.hiroshi
ma.jp

不要

208 芸北 高原の自然館 http://shizenkan.info 広島県
広島県山県郡北広島町
東八幡原　10119-1

0826-36-2008
（4/25〜11/25）
0826-35-0111
（11/26〜4/24）

http://shizenkan.info staff@shizenkan.info 不要

209 広島市江波山気象館 http://www.ebayama.jp/ 広島県
広島市中区江波南一丁
目40-1

０８２－２３１－０１
７７

http://www.ebayama.jp/ kanri@ebayama.jp 要

210 広島市植物公園
http://www.hiroshima-
bot.jp/

広島県
広島県広島市佐伯区倉
重三丁目４９５

082-922-3600
http://www.hiroshima-
bot.jp/

hiroshima-
bg@midoriikimono.jp

要

211 ５-Daysこども文化科学館
http://www.pyonta.city.hir
oshima.jp/

広島県
広島市中区基町５番８３
号

０８２－２２２－５３
４６

- - 不要

212 美祢市立秋吉台科学博物館
https://akihaku.jimdo.com
/

山口県
山口県美祢市秋芳町秋
吉11237-938

0837-62-0640
https://akihaku.jimdo.co
m/

akihaku@city.mine.lg.jp 不要

213 岩国市ミクロ生物館
http://micro.shiokaze-
kouen.net

山口県
山口県岩国市由宇町
8500-6

0827-62-0160
http://micro.shiokaze-
kouen.net

micro@shiokaze-
kouen.net

不要

214 岩国市科学センター
https://www.city.iwakuni.l
g.jp/soshiki/58/

山口県
岩国市麻里布町六丁目
14番25号

0827-22-0122
https://www.city.iwakuni.l
g.jp/soshiki/58/

iwkagaku@city.iwakuni.lg.j
p

不要

215 山口県立山口博物館
http://www.yamahaku.pref
.yamaguchi.lg.jp/

山口県
山口県山口市春日町８－
２

083-922-0294
http://www.yamahaku.pre
f.yamaguchi.lg.jp/

- 不要

216 防府市青少年科学館ソラール
http://www.solar-
hofu.sakura.ne.jp/

山口県
防府市寿町
６番４１号

0835-26-5050
http://www.solar-
hofu.sakura.ne.jp/

solar@soleil.ocn.ne.jp 不要

217 山口県児童センター
https://centaro24.jimdo.c
om/

山口県
山口県山口市維新公園4
丁目5番1号

083-923-4633
https://centaro24.jimdo.c
om/

yamaji-cen@jigyodan-
yg.jp

不要

218
川口ダム自然エネルギー
ミュージアム

https://kre-museum.jp/ 徳島県
徳島県那賀郡那賀町吉
野字イヤ谷72-1

0884-62-2209 - - 不要

219 阿南市科学センター
http://www.ananscience.jp
/science/

徳島県
徳島県阿南市那賀川町
上福井南川渕8-1

0884-42-1600
http://www.ananscience.j
p/science/

science@ananscience.jp 不要

220
徳島県立あすたむらんど　子
ども科学館

http://www.asutamuland.j
p/

徳島県
徳島県板野町那東字キ
ビガ谷45-22

088-672-7111 - - 要

221 琴平海洋博物館
https://kotohira.kaiyohaku
butukan.or.jp/

香川県 仲多度郡琴平町953 0877－73－3748
https://kotohira.kaiyohak
ubutukan.or.jp/

info@kotohira.kaiyohakub
utukan.or.jp

要

222
公益財団法人　瀬戸大橋記念
公園管理協会

http://www.setoohhashi.c
om/

香川県
香川県坂出市番の州緑
町6-13

0877-45-2344
http://www.setoohhashi.c
om/

info@setoohhashi.com 不要

223 文化の里明星ヶ丘施設 - 愛媛県
愛媛県北宇和郡鬼北町
大字下鍵山427番地

0895-44-2666 -
hiyoshi@town.kihoku.ehim
e.jp

不要
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224 愛媛県総合科学博物館 http://www.i-kahaku.jp/ 愛媛県 新居浜市大生院2133-2 0897-40-4100 http://www.i-kahaku.jp/ kikaku@i-kahaku.jp 不要

225 今治城
http://museum.city.imabar
i.ehime.jp/imabarijo/

愛媛県 愛媛県今治市通町3-1-3
０８９８－３１－９２
３３

http://museum.city.imaba
ri.ehime.jp/imabarijo/

- 不要

226
新居浜市美術館( あかがね
ミュージアム)

https://www.city.niihama.l
g.jp/soshiki/bijutu/
http://www.akaganemuseu
m.jp/
https://www.ncma-
niihama.info/

愛媛県
愛媛県新居浜市坂井町2
丁目8番1号

0897-65-3580
https://www.city.niihama.
lg.jp/form/detail.php?sec_
sec1=7&check

- 不要

227 高知みらい科学館
https://otepia.kochi.jp/sci
ence/

高知県
高知県高知市追手筋二
丁目１番１号 オーテピア
５階

088-823-7767
https://otepia.kochi.jp/sc
ience/

kc-
201005@city.kochi.lg.jp

不要

228 佐川地質館
http://www.town.sakawa.l
g.jp/chishitsukan/index.ht
ml

高知県
高知県高岡郡佐川町甲
360

0889-22-5500
http://www.town.sakawa.l
g.jp/chishitsukan/index.ht
ml

- 要

229
越知町立横倉山　自然の森博
物館

http://www.town.ochi.koc
hi.jp/yakuba/yokogura/ind
ex.htm

高知県
高知県高岡郡越知町越
知丙737-12

0889-26-1060
http://www.town.ochi.koc
hi.jp/yakuba/yokogura/in
dex.htm

yokogura@town.ochi.lg.jp 不要

230
福岡県平尾台自然観察セン
ター

http://www.hiraodai.jp/hn
oc/

福岡県
福岡県北九州市小倉南
区平尾台1丁目4-40

093-453-3737
http://www.hiraodai.jp/hn
oc/

- 不要

231 マリンワールド海の中道 https://marine-world.jp/ 福岡県
福岡県福岡市東区西戸
崎18-28

092-603-0400 https://marine-world.jp/ info@marine-world.co.jp 要

232 門司電気通信レトロ館
https://www.ntt-
west.co.jp/kitaQ/moji/

福岡県
福岡県北九州市門司区
浜町4番1号 093-321-1199 -

mojitel-
retorokan@circus.ocn.ne.
jp

不要

233 福岡市科学館
https://www.fukuokacity-
kagakukan.jp/

福岡県
福岡県福岡市中央区六
本松４−２−１

092-731-2525
https://www.fukuokacity
-kagakukan.jp/

- 不要

234 北九州市立児童文化科学館
https://www.city.kitakyus
hu.lg.jp/shisetsu/menu06_
0013.html

福岡県
北九州市八幡東区桃園
三丁目1番5号

093-671-4566 - - 不要

235 佐賀市星空学習館
http://saga-
hoshizora.fem.jp/

佐賀県
佐賀県佐賀市西与賀町
大字高太郎328番地

0952-25-6320
http://saga-
hoshizora.fem.jp/

hac@saga-hoshizora.com 不要

236 佐賀県立博物館
https://saga-
museum.jp/museum/

佐賀県
佐賀県佐賀市城内1-15-
23

0952-24-3947
https://saga-
museum.jp/museum/

hakubi@pref.saga.lg.jp 不要

237
佐賀県立宇宙科学館《ゆめぎ
んが》

https://www.yumeginga.jp
/

佐賀県
佐賀県武雄市武雄町永
島16351

0954-20-1666
https://www.yumeginga.j
p/

sssm@yumeginga.jp

238 長崎市科学館
http://nagasaki-
kagakukan.jp/

長崎県 長崎市油木町７番２号 095-842-0505 -
starship@nagasaki-
kagakukan.jp

不要

239 コスモス花宇宙館 https://w-cosmos.jp/ 長崎県
長崎県諫早市白木峰町
827-1

0957-23-9003 https://w-cosmos.jp/ info.c@w-cosmos.jp 不要

240 大村市子ども科学館

https://www.city.omura.na
gasaki.jp/syakyo/kyoiku/k
yoiku/shakai-
shisetsu/kagakukan.html

長崎県 大村市本町458-2
【平日】0957-54-
3161【土・日・祝】
0957-50-1590

なし
syakyo@city.omura.nagas
aki.jp

不要

241 佐世保市少年科学館
https://www.city.sasebo.lg
.jp/kyouiku/syonen/kagak
ukan/

長崎県
長崎県佐世保市保立町１
２－３１

0956-23-1517
https://www.city.sasebo.l
g.jp/kyouiku/syonen/kag
akukan/

syonen@city.sasebo.lg.jp 不要

242
天草市立御所浦白亜紀資料
館

http://gcmuseum.ec-
net.jp/

熊本県
熊本県天草市御所浦町
御所浦4310-5

0969-67-2325
http://gcmuseum.ec-
net.jp/

info@gcmuseum.ec-
net.jp

要

243 熊本博物館
https://kumamoto-city-
museum.jp/

熊本県 熊本市中央区古京町3-2 096-324-3500
https://kumamoto-city-
museum.jp/

hakubutsukan@city.kuma
moto.lg.jp

要

244 梅園の里天文台 天球館
https://tenkyukan.jimdofr
ee.com/

大分県
大分県国東市安岐町富
清2244

0978-97-2655
https://tenkyukan.jimdofr
ee.com/

nari_tenkyukan@outlook.j
p

不要

245 大分県立香々地青少年の家
http://www.pref.oita.jp/sit
e/kakaji/

大分県
大分県豊後高田市香々
地５１５１番地

0978-54-2096
http://www.pref.oita.jp/si
te/kakaji/

a31514@pref.oita.lg.jp 不要

246 関崎海星館 http://www.kaiseikan.jp/ 大分県 大分市佐賀関4057-419 097-574-0100 http://www.kaiseikan.jp/ star@kaiseikan.jp 不要

247 体験型子ども科学館　O-Labo https://www.o-labo.jp/ 大分県 大分市府内町3-6-11 097-574-7645 https://www.o-labo.jp/ o-labo@libnet.co.jp 不要

248 たちばな天文台

http://www.laspa-
takazaki.jp/tenmondai/tac
hibana-tenmondai-
index.html

宮崎県
宮崎県都城市高崎町大
牟田１４６１－２２

0986-62-4936

http://www.laspa-
takazaki.jp/tenmondai/ta
chibana-tenmondai-
index.html

tachibanaobs@feel.ocn.n
e.jp

要

249 宮崎科学技術館
http://cosmoland.miyabun
kyo.com/

宮崎県
宮崎市宮崎駅東１丁目２
番地２

０９８５－２３－２７
００

http://cosmoland.miyabu
nkyo.com/

msc03＠cosmoland.jp 不要

250 宮崎県総合博物館
http://www.miyazaki-
archive.jp/museum/

宮崎県 宮崎市神宮2-4-4 0985-24-2071 - - 不要

251
宮崎市フェニックス自然動物
園

http://www.miyazaki-city-
zoo.jp/index.html

宮崎県
宮崎市大字塩路浜山
3083-42

0985-39-1306
http://www.miyazaki-
city-zoo.jp/index.html

info@miyazaki-city-
zoo.jp

要

252
宮崎大学農学部附属農業博
物館

https://www.miyazaki-
u.ac.jp/museum/

宮崎県
宮崎県宮崎市学園木花
台西1-1

0985-58-2898
https://www.miyazaki-
u.ac.jp/museum/

a-museum@cc.miyazaki-
u.ac.jp

不要
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253 鹿児島市立科学館 https://www.k-kagaku.jp/ 鹿児島県
鹿児島市鴨池二丁目３１
－１８

０９９－２５０－８５
１１

https://www.k-kagaku.jp/ kagakukan@k-kb.or.jp 不要

254 宮古島市総合博物館

https://www.city.miyakoji
ma.lg.jp/soshiki/kyouiku/s
yougaigakusyu/hakubutsu
kan/

沖縄県
沖縄県宮古島市平良字
東仲宗根添1166－287

0980－73－0567 -
museum@city.miyakojima
.lg.jp

不要
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