
●住 住所 ●休 定休日 ●見学・体験時間 ●￥ 料金 ●数 受付人数 ●☎ 問合せ先

●住 松江市殿町250 ●休 毎月第3木曜日 ●    30分 
●￥ 大人200円（160円）　小中生100円（80円）
  　※（　）は20名以上の団体料金
  　※松江歴史館の有料展示を観覧の方は無料で観覧できます
  　※学校教育活動での観覧は無料です（要申請）
●☎ 0852-32-1607（松江歴史館）

●住 松江市殿町1-5 ●休 なし ●    20～30分（天守閣のみ）  
●￥ 大人560円（440円）  小中生280円（220円）  ※（　）は30名以上の団体料金。
●☎ 0852-21-4030

　“島根”は、「古代」「中世」「近世」の日本の歴史がすべて入った“歴史の缶詰”とも言える全国でも特異な地域です。
　現代、日本海側は『裏日本』とか『鄙（ひな）の国』などと言われていますが、遠い昔、弥生時代（紀元前４～500年から
紀元後300年くらい）は日本海側が『表日本』であり、日本海を通じて様 な々交流が行われていました。
　“島根”では、そのことを物語るたくさんの証拠が出土しています。
出雲市の「西谷墳丘墓」の葬祭の遺跡からは、「北陸系」や「吉備」の土器が出土し、棺の下に敷き詰められた「水銀朱」
は朝鮮半島を経由した中国産であることも解っています。
また「荒神谷遺跡」「加茂岩倉遺跡」から出土した大量の青銅器（銅剣、銅鐸、銅矛）や、出雲大社近くの遺
跡から出土した銅戈や翡翠の勾玉などは、日本海を通じて「北九州」や「北陸（越）」との交流があったことを
示唆しています。
正しく『古代出雲』は、日本海交流の中核的な存在だったと想像できます。
　中世（戦国時代）の“島根”は、日本のみならず世界の歴史に大きな影響を与える存在でした。
15世紀末からの大航海時代に東南アジアへ進出を始めたポルトガル人は、「石見銀」を始めとする「日本銀」
を獲得することを目的として日本近海に来航し、種子島にたどり着きました。
そして、鉄砲を始めとした西洋文明が日本に伝わり、その後の日本史に大きな影響を与えることになりました。
「石見銀山」の支配権を求めては、大内氏、尼子氏、毛利氏などの戦国大名が激しい争奪戦を行い、関ヶ原
の戦いの直後には徳川氏の直轄地となりました。
16世紀から17世紀にかけて世界の銀産出量のかなりを占めたと言われ、歴史上大きな影響力をはなった
「石見銀山」は、2007年に『世界遺産』に登録されました。
　近世（江戸時代）の“島根”は、『茶の湯文化』が花開きます。
松江松平藩七代藩主・松平治郷（号：不昧）は茶人として知られ、自ら不昧（ふまい）流を興し、民衆でも
できる「茶の湯」を広めます。また、「不昧公好み」と言われる和菓子も奨励し、現在に引き継がれています。
　「尾道自動車道」と「松江自動車道」が全線開通し、山陰・山陽が約2時間30分で結ばれ、一層アクセ
スも便利になりました。
教育旅行の一環として“島根”にお越し下さいますよう、素朴な気質の「島根人」が“おもてなし”の心を
もってお待ちしています。

松江城

2015年7月に国宝に指定された松江城は、慶長16年（1611年）、松江開府
の祖・堀尾吉晴が5年の歳月をかけて築城しました。破風の形が千鳥が羽根を
広げたようであることから「千鳥城」とも呼ばれています。堀尾氏1代、京極氏1
代、松平氏10代の居城で、城下町松江のシンボルとなっています。全国で現存
する12天守の一つで、山陰で唯一残る天守閣は、附櫓を加えた複合天守で外
観4重5階、地下1階付となっており、最上階は望楼式で、下見板張りの壁や狭
間、石落としなど実戦本位の体裁に、桃山風の荘重雄大な姿を伝えています。
最上階の望楼からは、360度にわたって松江の街並みが見下ろせます。

出雲
エリア 松江市

松江ホーランエンヤ伝承館

五穀豊穣を願い行われてきた日
本三大船神事の一つ「ホーラン
エンヤ」。360年の歴史と伝統
を守り10年に一度行われてい
ます。祭りの起源と歴史、五大
地（5地区保存会）ごとの櫂伝
馬船、櫂伝馬踊りを映像とグラ
フィックで紹介しています。

松江市

島根県立美術館

宍道湖の美しい景観にとけ込むよう
にして建つ、水との調和をテーマにし
た美術館。西洋絵画、版画、工芸、写
真、彫刻等幅広いコレクションをもち、
毎回特色あるテーマで展示を行っています。また、「日本の夕陽百選」にも選
ばれた夕景をゆっくり観賞できるよう、ガラス張りのロビーを無料開放、３月から
９月は日没後30分まで開館しています。

●住 松江市袖師町1-5 ●休 火曜日（企画展に合わせ変更もあります） ●    60分 
●￥ コレクション展／一般300円（240円）　大学生200円（160円）　小中高生 無料
 　 ※（　）は20名以上の団体料金。
 　 ※小中高生（引率者を含む）の学校教育活動での観覧は無料です。
     ※企画展は別途料金。  
●☎ 0852-55-4700

松江市

中村元記念館

「東洋思想研究の世界的権威」として、松江名誉市民を授
与された哲学者、中村元（なかむら・はじめ）博士の蔵書
3,000冊や愛用品を展示しています。館内のご案内もでき
ます。

松江市

島根県立八雲立つ風土記の丘

古代が息づく野外博物館的な要素を持つ風土記の丘。古代出雲文化発祥の
地で出雲国府跡、出雲最大の山代二子塚古墳（全長94m）等多くの古墳・遺跡
が整備されています。展示学習館では、重要文化財「見返りの鹿埴輪」や奈良時
代の景観ジオラマなど考古資料を中心に展示。公園内には竪穴式住居、掘立
柱建物があり、岡田山1号墳（6世紀）の横穴式石室に入る体験もできます。
●住 松江市大庭町456 
●休 火曜日（祝日の場合翌日） ●    60分 
●￥ 大人200円（160円）  
  　企画展期間中300円（240円）
  　学生100円（80円）  
  　企画展期間中200円（160円）
  　小中高生は無料  
  　※（　）は20名以上の団体料金。
●☎ 0852-23-2485

●住 松江市八束町波入
 　 2060番地
 　 八束支所2階
●    30分
●￥ 無料　※ガイド有料
●数 ～40人
●☎ 0852-76-9593

松江市

松江フォーゲルパーク

国内最大級の室内ガーデン。園内は屋根付きの
歩廊で連結された「全天候型」のパークです。年中
満開のベゴニア、フクシアを中心とする花の別天
地が楽しめます。また、園内各所で90種類500羽
の鳥たちに出会え、ふれあえます。毎日行うペンギ
ンのお散歩やフクロウの飛行ショーも大人気です。

●住 松江市大垣町52 ●休 なし  ●    60～90分  
●￥ 大人1,540円（1,380円）  
  　小中生770円（690円）
  　※（　）は20名以上の団体料金。
●☎ 0852-88-9800

松江市

小泉八雲記念館

明治の日本と日本人の心を世界に紹介した小泉八雲
（ラフカディオ・ハーン/1850年～1904年）は、両親の
国であるギリシャとアイルランドで幼少年期を過ごしまし
た。その後、アメリカで新聞記者として働き、雑誌の取材
のため1890年に来日しました。晩年、妻セツの語りに
よって再話された名作『怪談』が生まれます。2016年に
リニューアルした記念館は、八雲の生涯や思考の特色
を遺愛品ととも
にわかりやすく
展示しています。
偏見を持たず異
文化を受け入れ
た八雲のオープ
ン・マインドを当
館で楽しんでく
ださい。
●住 松江市奥谷町322 ●休 なし ●    30～50分  
●￥ 大人400円  ※団体20名以上320円
  　小中生200円  ※団体20名以上160円
●☎ 0852-21-2147

松江市

モニュメントミュージアム 来待ストーン

伝統的工芸品‘出雲石灯ろう’の原材料であり、この地域
でしか産出されない『来待石』の博物館。採石の様子や、
灯ろうを作る様子を見ることができます。島根県内の様 な々
銘石も展示しており、石から島根の歴史を学べます。また来
待層などから産出された化石や、県内の他の石材より、社
会だけでなく理科（地質学）の授業としても利用できます。
●住 松江市宍道町東来待1574-1 
●休 毎週火曜日（祝日の場合翌日）       30～40分 
●￥ 一般300円（250円）  小中生150円（120円）
  　※（　）は15名以上の団体料金。
●☎ 0852-66-9050

松江市

メテオプラザ

4Fメテオミュージアムにおいて、宇宙の誕
生についてのCG映像及び美保関いん石
をモチーフにしたアニメーション映画を上
映。その後、美保関いん石を見学。いん石
の所有者松本優氏による説明も可（日程
が合わない場合は担当者）　

●住 松江市美保関町七類3246-1
●休 毎週水曜日（祝日の場合翌日）、年末年始（12/28～1/1） ●    40分
●￥ 大人500円（430円）  中高生350円（290円）  小学生250円（210円）
●☎ 0852-72-3939　　　　　※（　）は20名以上の団体料金。

松江市
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●住 松江市殿町279 ●休 毎月第3木曜日 ●    60分 
●￥ 基本展示／大人510円（410円）　小中生250円（200円）
  　企画展示／展示ごとに金額が異なります。
  　※（　）は20名以上
　　　の団体料金。
  　※学校教育活動での
　　　観覧は無料です。
　　　（要申請）
●☎ 0852-32-1607

松江歴史館

松江城の東側に隣接し、家老屋敷跡に建つ武家屋敷風外観の博物館。
江戸時代からの松江藩を中心に、松江の歴史、茶の湯文化、庶民の暮らし
の資料などを分かりやすく展示し「松江らしさ」への理解を促します。天守完
成時期を明らかにした祈祷札など、松江城国宝化の決め手となった資料な
ども展示しています。館内には松江城を望み日本庭園を眺めながら、抹茶
や現代の名工手作りの和菓子をゆったりと楽しめる畳の広間もあります。

松江市出雲
エリア



●住 住所 ●休 定休日 ●見学・体験時間 ●￥ 料金 ●数 受付人数 ●☎ 問合せ先

●住 松江市殿町250 ●休 毎月第3木曜日 ●    30分 
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フィックで紹介しています。

松江市

島根県立美術館

宍道湖の美しい景観にとけ込むよう
にして建つ、水との調和をテーマにし
た美術館。西洋絵画、版画、工芸、写
真、彫刻等幅広いコレクションをもち、
毎回特色あるテーマで展示を行っています。また、「日本の夕陽百選」にも選
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国内最大級の室内ガーデン。園内は屋根付きの
歩廊で連結された「全天候型」のパークです。年中
満開のベゴニア、フクシアを中心とする花の別天
地が楽しめます。また、園内各所で90種類500羽
の鳥たちに出会え、ふれあえます。毎日行うペンギ
ンのお散歩やフクロウの飛行ショーも大人気です。

●住 松江市大垣町52 ●休 なし  ●    60～90分  
●￥ 大人1,540円（1,380円）  
  　小中生770円（690円）
  　※（　）は20名以上の団体料金。
●☎ 0852-88-9800

松江市

小泉八雲記念館

明治の日本と日本人の心を世界に紹介した小泉八雲
（ラフカディオ・ハーン/1850年～1904年）は、両親の
国であるギリシャとアイルランドで幼少年期を過ごしまし
た。その後、アメリカで新聞記者として働き、雑誌の取材
のため1890年に来日しました。晩年、妻セツの語りに
よって再話された名作『怪談』が生まれます。2016年に
リニューアルした記念館は、八雲の生涯や思考の特色
を遺愛品ととも
にわかりやすく
展示しています。
偏見を持たず異
文化を受け入れ
た八雲のオープ
ン・マインドを当
館で楽しんでく
ださい。
●住 松江市奥谷町322 ●休 なし ●    30～50分  
●￥ 大人400円  ※団体20名以上320円
  　小中生200円  ※団体20名以上160円
●☎ 0852-21-2147

松江市

モニュメントミュージアム 来待ストーン

伝統的工芸品‘出雲石灯ろう’の原材料であり、この地域
でしか産出されない『来待石』の博物館。採石の様子や、
灯ろうを作る様子を見ることができます。島根県内の様 な々
銘石も展示しており、石から島根の歴史を学べます。また来
待層などから産出された化石や、県内の他の石材より、社
会だけでなく理科（地質学）の授業としても利用できます。
●住 松江市宍道町東来待1574-1 
●休 毎週火曜日（祝日の場合翌日）       30～40分 
●￥ 一般300円（250円）  小中生150円（120円）
  　※（　）は15名以上の団体料金。
●☎ 0852-66-9050

松江市

メテオプラザ

4Fメテオミュージアムにおいて、宇宙の誕
生についてのCG映像及び美保関いん石
をモチーフにしたアニメーション映画を上
映。その後、美保関いん石を見学。いん石
の所有者松本優氏による説明も可（日程
が合わない場合は担当者）　

●住 松江市美保関町七類3246-1
●休 毎週水曜日（祝日の場合翌日）、年末年始（12/28～1/1） ●    40分
●￥ 大人500円（430円）  中高生350円（290円）  小学生250円（210円）
●☎ 0852-72-3939　　　　　※（　）は20名以上の団体料金。

松江市

国宝

出雲
エリア

出雲
エリア

出雲
エリア

出雲
エリア

出雲
エリア

出雲
エリア

出雲
エリア

出雲
エリア

●住 松江市殿町279 ●休 毎月第3木曜日 ●    60分 
●￥ 基本展示／大人510円（410円）　小中生250円（200円）
  　企画展示／展示ごとに金額が異なります。
  　※（　）は20名以上
　　　の団体料金。
  　※学校教育活動での
　　　観覧は無料です。
　　　（要申請）
●☎ 0852-32-1607

松江歴史館

松江城の東側に隣接し、家老屋敷跡に建つ武家屋敷風外観の博物館。
江戸時代からの松江藩を中心に、松江の歴史、茶の湯文化、庶民の暮らし
の資料などを分かりやすく展示し「松江らしさ」への理解を促します。天守完
成時期を明らかにした祈祷札など、松江城国宝化の決め手となった資料な
ども展示しています。館内には松江城を望み日本庭園を眺めながら、抹茶
や現代の名工手作りの和菓子をゆったりと楽しめる畳の広間もあります。

松江市出雲
エリア
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●住 出雲市大社町杵築東99-4
●休 第3火曜日（変更の場合有り） ●    60分～ 
●￥ 常設展／一般610円（490円）
 　 大学生410円（320円）
 　 小中高生200円（160円）
　  企画展／展示ごとに金額が異なります。　　
●☎ 0853-53-8600

●住 出雲市大津町2760 ●☎ 0853-21-6893（出雲市文化財課）

2007年3月にオープンした歴史博物館です。展
示室には、荒神谷・加茂岩倉遺跡から出土した
419点にも及ぶ国宝の青銅器群、出雲大社の
歴史、出雲神話など島根県の重要な歴史を分
かりやすく展示しています。また当館では、展示を
単に見ていただくだけでなく、学校との連携も重
視しています。児童・生徒が歴史に興味や関心
を持ってもらえるように、銅鐸づくりや勾玉づくり
など様 な々体験プログラムも用意しています。

島根半島西端の海岸線は、出雲神話の舞台と
なった「稲佐の浜」と「日御碕」の名で親しまれ、
夕日にちなんだお社である「天日隅宮」（出雲大
社）と「日沉宮」（日御碕神社）が祀られていま
す。古代、大和の北西にある出雲は、日が沈む
聖地として認識され、海に沈むこの地の美しい
夕日は、日が沈む聖地出雲の祈りの歴史を語り
継いでいます。　2017年4月  日本遺産認定。

［体験プログラム例］◉合金製和同開珎づくり ◉石こう製銅鐸づくり
　　　　　　　　　◉プラスチック製銅鐸づくり ◉勾玉づくり ◉藍染め

島根県立古代出雲歴史博物館

出雲市

縁結びの神様として知られる「大国主大神」
を祀る出雲大社。出雲では神在月と言われる
旧暦の10月には、毎年、全国の八百万の
神々が集まり、男女の縁をはじめとした様々な
『縁』を結ぶ「神議り（会議）」が行われると言
われています。「大社造り」と呼ばれる日本最
古の神社建築様式の御本殿は国宝に指定
されており、中世には現在の2倍にあたる48
メートルもあったとされています。長く言い伝え
とされていましたが、平成12年に杉の大木3
本を束ねた直径約3メートルにもなる巨大な
柱が境内3カ所で発見されたことで、この口
伝が裏付けられました。また、神楽殿にあるし
め縄は長さ13.5m、重さ4.4 tもあり、日本一
の大しめ縄として知られています。

出雲市
弥生時代の全国最大級の王墓が集まる「西谷墳墓群」。博物館では、
王墓から発見された貴重なガラス勾玉や腕輪などを展示。特に王の葬
儀の様子を大胆に復元した巨大ジオラマは必見！見る人を弥生時代
へ、出雲王の世界へと誘います。また、弥生時代の水域がわかる巨大
航空写真や「たいけんコーナー」の発掘体験プール、オリジナルグッズ
を取り揃えるミュージアムショップも人気スポットです。そのほか史跡公
園には、埋葬された王が出現する展示施設があり見どころ満載です。

出雲弥生の森博物館・国史跡 西谷墳墓群

●住 出雲市大津町2760（西谷墳墓群史跡公園前）
●休 毎週火曜日（祝日の場合は翌平日）、年末年始（12/28～1/3）
●    60分 ●￥ 無料 ※特別展観覧料は別途必要、高校生以下無料
●☎ 0853-25-1841

出雲市

宍道湖自然館「ゴビウス」

島根の川と宍道湖・中海の生きものを展示する体験学習型水族
館。大小さまざまな水槽で200種１万点の生きものを紹介してい
る。宍道湖・中海や渓流のジオラマ水槽、まるで水中にいるような
気分が味わえるヘルメット水槽などが人気です。また、5種類あるオ
リジナル映像を視聴して島根の自然を学ぶプログラムや、年齢、学
年に応じたワークシートを持って問題を解きながら館内の水槽を見
学するプログラムを用意しています。

●住 出雲市園町1659-5 ●    45分～60分 
●休 毎週火曜日（火曜が祝日の場合は翌平日休み）、年末年始（12/28～1/1）
●￥ 大人・大学生500円（400円）　小中高生200円（160円）
  　※（　）は20名以上の団体料金。
  　※学校教育活動での利用の場合は料金が減免になります。
  　　（観覧料減免申請書の提出が必要）
  　　引率の教職員は無料、小中高生は160円
●☎ 0853-63-7100

出雲市

宍道湖グリーンパーク

ラムサール条約に登録され、多くの水鳥が集う「宍道湖」の湖岸にあります。宍道湖に面す
る位置には野鳥観察舎が設けられ、双眼鏡や望遠鏡が完備され、バードウォッチングが初
めての方でも気軽にお楽しみいただけます。園内には自然の森、バードサンクチュアリ、展
望広場、観察池等があり、宍道湖周辺の野生動植物に親しみ学ぶことができる施設です。

●住 出雲市園町1664-2 ●休 毎週火曜日（火曜が祝日の場合は翌平日休み）、年末年始（12/28～1/1）
●    9：30～17：00（最終入館受付16：30） ●￥ 無料 ●☎ 0853-63-0787

出雲市

足立美術館

日本庭園と日本画コレクションの調和美を心ゆくまでお楽しみいただけます。横山大観を
はじめとする近代日本画、日本美術院（院展）の画家を中心とした現代日本画、陶芸、童
画などの魅力的な所蔵品の数々。そして、米誌の日本庭園ランキングで連続して日本一
に選出されるなど国内外で高い評価を受ける5万坪の日本庭園を鑑賞いただけます。

●住 安来市 ●休 年中無休 ●    90～120分 
●￥ 大人2,300円（1,900円）【1,700円】  
  　大学生1,800円（1,500円）【1,300円】
  　高校生1,000円（800円）【700円】  小中生500円（400円）【300円】
  　※小中学校の学校教育活動の一環として教師等が引率し利用する場合は、事前申込があった場合に限り無料。 
  　※（　）は20名以上の団体料金。【　】は100名以上の場合。
●☎ 0854-28-7111

安来市

出雲大社国宝

おおくにぬしのおおかみ

かみありづき

かむはか

●住 出雲市大社町杵築東195 ●休 なし
●☎ 0853-53-3100（社務所）

出雲
エリア

出雲
エリア

出雲
エリア

出雲
エリア

出雲
エリア

荒神谷遺跡・博物館

荒神谷遺跡では358本の銅剣が大量出土、翌年銅鐸、銅矛が大量出土し、すべて国宝に指
定されました。隣接する博物館内は常設展示の他、世紀の遺跡発見の感動を共感できる映
像を大画面で放映しています。レプリカを触ったり鳴らしたりする体験もできます。遺跡の現場
では予約制で遺跡に詳しいガイドが分かりやすく案内をします。

●住 出雲市斐川町神庭873番地8 ●休 火曜日 ●    約60分
●￥ 小中生51（30）円、高校生102（82）円
　　※（　）内は20名以上の団体割引料金です。　※特別展、企画展は別途料金となります。
●☎ 0853-72-9044

出雲市出雲
エリア

出雲
エリア

ガイド案内を
行っております。

※（　）は20名以上の団体料金。
※小中高生の学校教育活動での観覧は無料です。（観覧料減免申請書の提出が必要）

日が沈む聖地出雲～神が創り出した地の夕日を巡る～日本遺産

出雲市出雲
エリア
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●住 出雲市大社町杵築東99-4
●休 第3火曜日（変更の場合有り） ●    60分～ 
●￥ 常設展／一般610円（490円）
 　 大学生410円（320円）
 　 小中高生200円（160円）
　  企画展／展示ごとに金額が異なります。　　
●☎ 0853-53-8600

●住 出雲市大津町2760 ●☎ 0853-21-6893（出雲市文化財課）

2007年3月にオープンした歴史博物館です。展
示室には、荒神谷・加茂岩倉遺跡から出土した
419点にも及ぶ国宝の青銅器群、出雲大社の
歴史、出雲神話など島根県の重要な歴史を分
かりやすく展示しています。また当館では、展示を
単に見ていただくだけでなく、学校との連携も重
視しています。児童・生徒が歴史に興味や関心
を持ってもらえるように、銅鐸づくりや勾玉づくり
など様 な々体験プログラムも用意しています。

島根半島西端の海岸線は、出雲神話の舞台と
なった「稲佐の浜」と「日御碕」の名で親しまれ、
夕日にちなんだお社である「天日隅宮」（出雲大
社）と「日沉宮」（日御碕神社）が祀られていま
す。古代、大和の北西にある出雲は、日が沈む
聖地として認識され、海に沈むこの地の美しい
夕日は、日が沈む聖地出雲の祈りの歴史を語り
継いでいます。　2017年4月  日本遺産認定。

［体験プログラム例］◉合金製和同開珎づくり ◉石こう製銅鐸づくり
　　　　　　　　　◉プラスチック製銅鐸づくり ◉勾玉づくり ◉藍染め

島根県立古代出雲歴史博物館

出雲市

縁結びの神様として知られる「大国主大神」
を祀る出雲大社。出雲では神在月と言われる
旧暦の10月には、毎年、全国の八百万の
神々が集まり、男女の縁をはじめとした様々な
『縁』を結ぶ「神議り（会議）」が行われると言
われています。「大社造り」と呼ばれる日本最
古の神社建築様式の御本殿は国宝に指定
されており、中世には現在の2倍にあたる48
メートルもあったとされています。長く言い伝え
とされていましたが、平成12年に杉の大木3
本を束ねた直径約3メートルにもなる巨大な
柱が境内3カ所で発見されたことで、この口
伝が裏付けられました。また、神楽殿にあるし
め縄は長さ13.5m、重さ4.4 tもあり、日本一
の大しめ縄として知られています。

出雲市
弥生時代の全国最大級の王墓が集まる「西谷墳墓群」。博物館では、
王墓から発見された貴重なガラス勾玉や腕輪などを展示。特に王の葬
儀の様子を大胆に復元した巨大ジオラマは必見！見る人を弥生時代
へ、出雲王の世界へと誘います。また、弥生時代の水域がわかる巨大
航空写真や「たいけんコーナー」の発掘体験プール、オリジナルグッズ
を取り揃えるミュージアムショップも人気スポットです。そのほか史跡公
園には、埋葬された王が出現する展示施設があり見どころ満載です。

出雲弥生の森博物館・国史跡 西谷墳墓群

●住 出雲市大津町2760（西谷墳墓群史跡公園前）
●休 毎週火曜日（祝日の場合は翌平日）、年末年始（12/28～1/3）
●    60分 ●￥ 無料 ※特別展観覧料は別途必要、高校生以下無料
●☎ 0853-25-1841

出雲市

宍道湖自然館「ゴビウス」

島根の川と宍道湖・中海の生きものを展示する体験学習型水族
館。大小さまざまな水槽で200種１万点の生きものを紹介してい
る。宍道湖・中海や渓流のジオラマ水槽、まるで水中にいるような
気分が味わえるヘルメット水槽などが人気です。また、5種類あるオ
リジナル映像を視聴して島根の自然を学ぶプログラムや、年齢、学
年に応じたワークシートを持って問題を解きながら館内の水槽を見
学するプログラムを用意しています。

●住 出雲市園町1659-5 ●    45分～60分 
●休 毎週火曜日（火曜が祝日の場合は翌平日休み）、年末年始（12/28～1/1）
●￥ 大人・大学生500円（400円）　小中高生200円（160円）
  　※（　）は20名以上の団体料金。
  　※学校教育活動での利用の場合は料金が減免になります。
  　　（観覧料減免申請書の提出が必要）
  　　引率の教職員は無料、小中高生は160円
●☎ 0853-63-7100

出雲市

宍道湖グリーンパーク

ラムサール条約に登録され、多くの水鳥が集う「宍道湖」の湖岸にあります。宍道湖に面す
る位置には野鳥観察舎が設けられ、双眼鏡や望遠鏡が完備され、バードウォッチングが初
めての方でも気軽にお楽しみいただけます。園内には自然の森、バードサンクチュアリ、展
望広場、観察池等があり、宍道湖周辺の野生動植物に親しみ学ぶことができる施設です。

●住 出雲市園町1664-2 ●休 毎週火曜日（火曜が祝日の場合は翌平日休み）、年末年始（12/28～1/1）
●    9：30～17：00（最終入館受付16：30） ●￥ 無料 ●☎ 0853-63-0787

出雲市

足立美術館

日本庭園と日本画コレクションの調和美を心ゆくまでお楽しみいただけます。横山大観を
はじめとする近代日本画、日本美術院（院展）の画家を中心とした現代日本画、陶芸、童
画などの魅力的な所蔵品の数々。そして、米誌の日本庭園ランキングで連続して日本一
に選出されるなど国内外で高い評価を受ける5万坪の日本庭園を鑑賞いただけます。

●住 安来市 ●休 年中無休 ●    90～120分 
●￥ 大人2,300円（1,900円）【1,700円】  
  　大学生1,800円（1,500円）【1,300円】
  　高校生1,000円（800円）【700円】  小中生500円（400円）【300円】
  　※小中学校の学校教育活動の一環として教師等が引率し利用する場合は、事前申込があった場合に限り無料。 
  　※（　）は20名以上の団体料金。【　】は100名以上の場合。
●☎ 0854-28-7111

安来市

出雲大社国宝

おおくにぬしのおおかみ

かみありづき

かむはか

●住 出雲市大社町杵築東195 ●休 なし
●☎ 0853-53-3100（社務所）

出雲
エリア

出雲
エリア

出雲
エリア

出雲
エリア

出雲
エリア

荒神谷遺跡・博物館

荒神谷遺跡では358本の銅剣が大量出土、翌年銅鐸、銅矛が大量出土し、すべて国宝に指
定されました。隣接する博物館内は常設展示の他、世紀の遺跡発見の感動を共感できる映
像を大画面で放映しています。レプリカを触ったり鳴らしたりする体験もできます。遺跡の現場
では予約制で遺跡に詳しいガイドが分かりやすく案内をします。

●住 出雲市斐川町神庭873番地8 ●休 火曜日 ●    約60分
●￥ 小中生51（30）円、高校生102（82）円
　　※（　）内は20名以上の団体割引料金です。　※特別展、企画展は別途料金となります。
●☎ 0853-72-9044

出雲市出雲
エリア

出雲
エリア

ガイド案内を
行っております。

※（　）は20名以上の団体料金。
※小中高生の学校教育活動での観覧は無料です。（観覧料減免申請書の提出が必要）

日が沈む聖地出雲～神が創り出した地の夕日を巡る～日本遺産

出雲市出雲
エリア
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菅谷たたら山内（さんない）

日本古来の鉄づくり「たたら製鉄」が実際に行われていた製鉄所が残る集落です。
映画「もののけ姫」のモチーフになったともいわれ、国内に唯一現存する製鉄所
（高殿という）として1967年に国の重要有形民俗文化財に指定されています。
●住 雲南市吉田町吉田4210-2 ●休 月曜日、12/29～1/3 ●    40分 
●￥ 一般300円（250円）  小中生200円（150円）　※（　）は20名以上の団体料金。
●☎ 0854-74-0350

奥出雲たたらと刀剣館

奥出雲町のたたら製鉄の歴史と特徴、現代によみがえった日刀保たたら、そして玉鋼を用い
て造られる日本美術刀剣について展示しています。
また、奥出雲町の小林刀匠による日本刀鍛錬実演を公開しています。（日本刀鍛錬実演は、
第2日曜日・第4土曜日に実施）

●住 仁多郡奥出雲町横田1380-1 ●休 月曜日、12/28～1/4 ●    30～45分 
●￥ 大人520円（410円）  小中生250円（200円）
　  ※鍛錬実演実施日　大人1,250円（1,030円）  小中生620円（520円）
　  ※（　）は20名以上の団体料金。
●☎ 0854-52-2770

絲原記念館

奥出雲の元松江藩鉄師頭取・
絲原家に伝承してきた、たたら
資料や稼働模型、美術工芸
品を土蔵造りの館内に展示す
る博物館。隣接する居宅・庭園・洗心乃路も公開されています。

●住 仁多郡奥出雲町大谷856-18  ●    60～90分
●休 展示替え日（３・６・９月に各３日間）、年末年始（１２/３０～１/３）
●￥ 一般1,000円（800円）  大・高生700円（550円） 
  　小中生300円（250円） ※記念館他2ヶ所共通入場券
  　※（　）は20名以上の団体料金。　※冬季割引料金有り（12～3月） 
●☎ 0854-52-0151

奥出雲町

雲南市

鉄の未来科学館

歴史的な製鉄炉を原寸大
で復元。たたら製鉄の比較
や製鉄技術の変遷などが
学べます。

雲南市

奥出雲町

可部屋集成館

奥出雲櫻井家に長年累代にわ
たり、伝承されてきたものを集成
した歴史資料館です。櫻井家は
戦国の武将塙団右衛門の末裔家です。製鉄業を営み、“菊一印”の
銘鉄を創り出した業績を松江藩に認められ「鉄師頭取」の要職を拝
命し、広く地域内の製鉄業を取りしきりました。

●住 仁多郡奥出雲町上阿井1655
●休 月曜日　冬期休館：12月初旬～3月下旬 ●    60分 
●￥ 一般700円（600円）  大・高生400円（350円）
  　小中生300円（250円） ※（　）は20名以上の団体料金。
●☎ 0854-56-0800

奥出雲町

●住 雲南市吉田町吉田892-1 
●休 月曜日、12/29～1/3
●    30分
●￥ 大人510円
　 小中生250円　　
●☎ 0854-74-0921

鉄の歴史博物館

鉄づくりの歴史や技術を、映像とパネル、道具の見学を通し
学んで頂けます。映像は非常に貴重なもので、難解なたたら
の工程を分かりやすく紹介しています。

雲南市

●住 雲南市吉田町吉田2533 ●休 月曜日、12/29～1/3
●    50分 ●￥ 大人510円　小中生250円
●☎ 0854-74-0043

写真提供：公益財団法人
鉄の歴史村地域振興事業団

2007年7月、大田市の石見銀山遺跡が世界遺産に登録
されました。石見銀山の特徴は、周辺の環境に配慮した
「自然環境と共存した産業遺跡」。その点が高く評価され、
世界遺産登録へとつながりました。「石見銀山世界遺産セ
ンター」では遺跡の全体像をジオラマで知ることができま
す。展示室内では、映像や模型を通じて世界遺産としての
価値を学ぶことができます。その他にも遺跡クイズや学習
体験プログラム等で、より深く歴史を学べます。

●住 大田市大森町イ1597-3
●休 毎月最終火曜日、年末年始（12/31～1/1） ●    40分 
●￥ 一般300円（250円）　　小中生150円（100円）
　  ※（　）は20名以上の団体料金。
 ※学校教育活動での観覧は無料です。（減免申請書の提出が必要）
●☎ 0854-89-0183

大田市

石見銀山世界遺産センター

2015年4月に津和野町は「津和野今昔～
百景図を歩く～」というストーリーで日本遺産
に認定されました。認定のきっかけとなった
約150年前の津和野藩の様子を描いた
「津和野百景図」には、風景や営みが描か
れています。それら町並みや伝統行事を守り
伝えてきた津和野町民の暮らしそのものが
「遺産」として認められたものです。「津和野町日本遺産センター」では在中するコンシェルジュが『津和野百景図』を通じて、津和
野の魅力を解説し、まち歩きのご相談にものります。センター内では百景図塗り絵や和紙人形作りなどの体験も可能です。

津和野町

津和野町日本遺産センター

三瓶自然館「サヒメル」

国立公園三瓶山の自然にいだかれた
博物館。三瓶山と島根県の自然を「見
て」「ふれて」たしかめる展示で紹介して
おり、お子様から大人まで楽しむことが
できます。ドームスクリーンをもつシア
ターでは、プラネタリウムとドーム映像を毎日上映。本格的な天文台も備えて
おり、土曜夜は天体観測会を開催。また、自然系各分野の学芸スタッフが自
然学習、観察会にも対応できます。

●住 大田市三瓶町多根1121-8 ●休 火曜日 ●    60～90分 
●￥ 大人400円（320円）　小中高生200円（160円）
　　※企画展は別途料金
  　※同日に三瓶小豆原埋没林公園もご覧になる場合、下記金額に割引になります。
  　　大人：300円→150円（120円）／小中高校生：100円→50円（40円）
  　※学校教育活動料金があります。
　　※（　）は20名以上の団体料金。
●☎ 0854-86-0500

●住 鹿足郡津和野町後田ロ253  ●休 月曜日　※月曜が休日の場合は翌日 ●    30～60分程度
●￥ 無料（体験メニューは別途料金が必要） ●☎ 0856-72-1901 ※体験学習をご希望の場合は詳細お問い合わせください。

大田市

三瓶小豆原埋没林公園

約4,000年の時を経て地底に眠る縄文の巨大林。それは
数千年の昔に神話の山に抱かれた巨木の森です。公園
では、地下に眠る縄文時代の巨木林を展示しています。

●住 大田市 ●休 12月第1月曜～金曜の5日間、年末年始
●    30～60分 
●￥ 大人300円（240円）  小中高生100円（80円）
  　※当日の入館券で三瓶自然館の入館料が埋没林公園
　　　入園料の半額相当分割引になります。
  　※（　）は20名以上の団体料金。
●☎ 0854-86-9500

大田市

（12/27～1/1）

和鋼博物館

日本の伝統的製鉄法の「たたら」に関する
総合博物館。国の重要有形民俗文化財
に指定される「たたらによる和鋼生産用
具」や映像・体験コーナーなどを通して、生
産技術や流通、そして神秘的な輝きを放つ
日本刀を紹介しています。

安来市

●住 安来市安来町1058 ●    40分
●休 水曜日、12/29～1/3 
●￥ 一般300円（250円）、高校生200円（150円）
　　中学生無料　※（　）は20名以上の団体料金。
●☎ 0854-23-2500

世界遺産

日本遺産

2016年4月、安来市・奥出雲町・雲南市が共同で申請した
「出雲國たたら風土記～鉄づくり千年が生んだ物語～」が日本遺産に認定されました。

日本遺産

出雲
エリア

出雲
エリア

出雲
エリア

出雲
エリア

出雲
エリア

出雲
エリア

出雲
エリア

石見
エリア

石見
エリア 石見

エリア

石見
エリア
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菅谷たたら山内（さんない）

日本古来の鉄づくり「たたら製鉄」が実際に行われていた製鉄所が残る集落です。
映画「もののけ姫」のモチーフになったともいわれ、国内に唯一現存する製鉄所
（高殿という）として1967年に国の重要有形民俗文化財に指定されています。
●住 雲南市吉田町吉田4210-2 ●休 月曜日、12/29～1/3 ●    40分 
●￥ 一般300円（250円）  小中生200円（150円）　※（　）は20名以上の団体料金。
●☎ 0854-74-0350

奥出雲たたらと刀剣館

奥出雲町のたたら製鉄の歴史と特徴、現代によみがえった日刀保たたら、そして玉鋼を用い
て造られる日本美術刀剣について展示しています。
また、奥出雲町の小林刀匠による日本刀鍛錬実演を公開しています。（日本刀鍛錬実演は、
第2日曜日・第4土曜日に実施）

●住 仁多郡奥出雲町横田1380-1 ●休 月曜日、12/28～1/4 ●    30～45分 
●￥ 大人520円（410円）  小中生250円（200円）
　  ※鍛錬実演実施日　大人1,250円（1,030円）  小中生620円（520円）
　  ※（　）は20名以上の団体料金。
●☎ 0854-52-2770

絲原記念館

奥出雲の元松江藩鉄師頭取・
絲原家に伝承してきた、たたら
資料や稼働模型、美術工芸
品を土蔵造りの館内に展示す
る博物館。隣接する居宅・庭園・洗心乃路も公開されています。

●住 仁多郡奥出雲町大谷856-18  ●    60～90分
●休 展示替え日（３・６・９月に各３日間）、年末年始（１２/３０～１/３）
●￥ 一般1,000円（800円）  大・高生700円（550円） 
  　小中生300円（250円） ※記念館他2ヶ所共通入場券
  　※（　）は20名以上の団体料金。　※冬季割引料金有り（12～3月） 
●☎ 0854-52-0151

奥出雲町

雲南市

鉄の未来科学館

歴史的な製鉄炉を原寸大
で復元。たたら製鉄の比較
や製鉄技術の変遷などが
学べます。

雲南市

奥出雲町

可部屋集成館

奥出雲櫻井家に長年累代にわ
たり、伝承されてきたものを集成
した歴史資料館です。櫻井家は
戦国の武将塙団右衛門の末裔家です。製鉄業を営み、“菊一印”の
銘鉄を創り出した業績を松江藩に認められ「鉄師頭取」の要職を拝
命し、広く地域内の製鉄業を取りしきりました。

●住 仁多郡奥出雲町上阿井1655
●休 月曜日　冬期休館：12月初旬～3月下旬 ●    60分 
●￥ 一般700円（600円）  大・高生400円（350円）
  　小中生300円（250円） ※（　）は20名以上の団体料金。
●☎ 0854-56-0800

奥出雲町

●住 雲南市吉田町吉田892-1 
●休 月曜日、12/29～1/3
●    30分
●￥ 大人510円
　 小中生250円　　
●☎ 0854-74-0921

鉄の歴史博物館

鉄づくりの歴史や技術を、映像とパネル、道具の見学を通し
学んで頂けます。映像は非常に貴重なもので、難解なたたら
の工程を分かりやすく紹介しています。

雲南市

●住 雲南市吉田町吉田2533 ●休 月曜日、12/29～1/3
●    50分 ●￥ 大人510円　小中生250円
●☎ 0854-74-0043

写真提供：公益財団法人
鉄の歴史村地域振興事業団

2007年7月、大田市の石見銀山遺跡が世界遺産に登録
されました。石見銀山の特徴は、周辺の環境に配慮した
「自然環境と共存した産業遺跡」。その点が高く評価され、
世界遺産登録へとつながりました。「石見銀山世界遺産セ
ンター」では遺跡の全体像をジオラマで知ることができま
す。展示室内では、映像や模型を通じて世界遺産としての
価値を学ぶことができます。その他にも遺跡クイズや学習
体験プログラム等で、より深く歴史を学べます。

●住 大田市大森町イ1597-3
●休 毎月最終火曜日、年末年始（12/31～1/1） ●    40分 
●￥ 一般300円（250円）　　小中生150円（100円）
　  ※（　）は20名以上の団体料金。
 ※学校教育活動での観覧は無料です。（減免申請書の提出が必要）
●☎ 0854-89-0183

大田市

石見銀山世界遺産センター

2015年4月に津和野町は「津和野今昔～
百景図を歩く～」というストーリーで日本遺産
に認定されました。認定のきっかけとなった
約150年前の津和野藩の様子を描いた
「津和野百景図」には、風景や営みが描か
れています。それら町並みや伝統行事を守り
伝えてきた津和野町民の暮らしそのものが
「遺産」として認められたものです。「津和野町日本遺産センター」では在中するコンシェルジュが『津和野百景図』を通じて、津和
野の魅力を解説し、まち歩きのご相談にものります。センター内では百景図塗り絵や和紙人形作りなどの体験も可能です。

津和野町

津和野町日本遺産センター

三瓶自然館「サヒメル」

国立公園三瓶山の自然にいだかれた
博物館。三瓶山と島根県の自然を「見
て」「ふれて」たしかめる展示で紹介して
おり、お子様から大人まで楽しむことが
できます。ドームスクリーンをもつシア
ターでは、プラネタリウムとドーム映像を毎日上映。本格的な天文台も備えて
おり、土曜夜は天体観測会を開催。また、自然系各分野の学芸スタッフが自
然学習、観察会にも対応できます。

●住 大田市三瓶町多根1121-8 ●休 火曜日 ●    60～90分 
●￥ 大人400円（320円）　小中高生200円（160円）
　　※企画展は別途料金
  　※同日に三瓶小豆原埋没林公園もご覧になる場合、下記金額に割引になります。
  　　大人：300円→150円（120円）／小中高校生：100円→50円（40円）
  　※学校教育活動料金があります。
　　※（　）は20名以上の団体料金。
●☎ 0854-86-0500

●住 鹿足郡津和野町後田ロ253  ●休 月曜日　※月曜が休日の場合は翌日 ●    30～60分程度
●￥ 無料（体験メニューは別途料金が必要） ●☎ 0856-72-1901 ※体験学習をご希望の場合は詳細お問い合わせください。

大田市

三瓶小豆原埋没林公園

約4,000年の時を経て地底に眠る縄文の巨大林。それは
数千年の昔に神話の山に抱かれた巨木の森です。公園
では、地下に眠る縄文時代の巨木林を展示しています。

●住 大田市 ●休 12月第1月曜～金曜の5日間、年末年始
●    30～60分 
●￥ 大人300円（240円）  小中高生100円（80円）
  　※当日の入館券で三瓶自然館の入館料が埋没林公園
　　　入園料の半額相当分割引になります。
  　※（　）は20名以上の団体料金。
●☎ 0854-86-9500

大田市

（12/27～1/1）

和鋼博物館

日本の伝統的製鉄法の「たたら」に関する
総合博物館。国の重要有形民俗文化財
に指定される「たたらによる和鋼生産用
具」や映像・体験コーナーなどを通して、生
産技術や流通、そして神秘的な輝きを放つ
日本刀を紹介しています。

安来市

●住 安来市安来町1058 ●    40分
●休 水曜日、12/29～1/3 
●￥ 一般300円（250円）、高校生200円（150円）
　　中学生無料　※（　）は20名以上の団体料金。
●☎ 0854-23-2500

世界遺産

日本遺産

2016年4月、安来市・奥出雲町・雲南市が共同で申請した
「出雲國たたら風土記～鉄づくり千年が生んだ物語～」が日本遺産に認定されました。

日本遺産

出雲
エリア

出雲
エリア

出雲
エリア

出雲
エリア

出雲
エリア

出雲
エリア

出雲
エリア

石見
エリア

石見
エリア 石見

エリア

石見
エリア
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隠岐全島

隠岐の島町

◎特徴／隠岐には他の地域では見られない生態系と歴史文
化があります。昔の日本の面影を残す隠岐の風景は、離島とい
う地理、そして隠岐の地質を背景としています。その地質には、
日本が大陸と一緒だった時代や、日本海と日本列島の形成の
時代、火山島の時代など、さまざまな時代の出来事が記録され
ており、それらを美しい景観の中に見ることができます。隠岐ジ
オパークでは、これらの大地と関係した「人の営み」や「独自の
生態系」、そして「大地の成り立ち」そのものの作り出した景観
やつながりを、体験や観光の中で楽しむことができます。
◎エリア／島根半島の北40～80kmの日本海に点在する4
つの有人島と大小180余りの無人島からなる隠岐諸島を中
心に、隠岐を取り巻く環境そのものをジオパークとしているた
め、海岸から1kmの海域をあわせた673ｋ㎡（陸域346ｋ㎡、
海域327ｋ㎡）を範囲としています。
◎ジオパークとは？／ジオパークは科学的にみて重要な、ある
いは美しい地質遺産を有するだけではなく、歴史文化や生態
系を含む大地の公園を指し、隠岐諸島は2009年に「日本ジオ
パーク」に認定され、2013年9月には「世界ジオパーク」へ認
定されました。

●住 隠岐郡隠岐の島町港町塩口24
●☎ 08512-3-1321（隠岐ユネスコ世界ジオパーク推進協議会）

億岐家宝物殿

玉若酢命神社に隣接し、茅葺き屋根と隠
岐造りが特徴の住宅は国指定重要文化
財に指定されています。宝物殿には「駅鈴
（えきれい）」「隠伎倉印（おきそういん）」な
ど重要文化財が展示されています。

●住 隠岐郡隠岐の島町下西713 ●休 なし
●    15分 ●￥ 大人300円  小人100円 
※ガイドによる宝物殿内の案内も可能です。
●☎ 08512-2-0571

隠岐の島町

隠岐郷土館

島根県を代表する明治初期の洋風木
造建築様式を伝える建物で細部手法
を施しており、平面、立面とも左右対称
型で、窓は上げ下げ式の縦長窓、また
外壁、胴蛇腹、軒蛇腹など当時の地方
における新技術導入の過程を知る資
料として全国的にも希有なものです。
1970年島根県指定有形文化財。

●住 隠岐郡隠岐の島町郡749-4 ●休 １２月～３月は要問合せ ●    30分 
●￥ 一般300円　大・高生200円　小中生100円 ●☎ 08512-5-2151

隠岐の島町

隠岐自然館

隠岐ユネスコ世界ジオパークに関する
案内や自然環境（動物・昆虫・植物・海
洋生物・岩石）を展示紹介しています。

●住 隠岐郡隠岐の島町中町目貫の四54-3　隠岐ポートプラザ2階
●休 年末年始 ●    20分～ ●数 1～40人
●￥ 大人300円（250円）  中学生以下150円（100円）　※（　）は10名以上の団体料金。
●☎ 08512-2-1583

ユネスコ世界ジオパーク
隠岐
エリア

隠岐
エリア

隠岐
エリア

隠岐
エリア


