1

2

令和５（2023）年２月までに開催される
展覧会の一部をご紹介します。

79

p.

４月〜

※掲載情報は令和４（2022）
年８月現在のものです。最新の情報や休館日等は各施設のホーム
ページやお電話等でご確認ください。

上越清里星のふるさと館

天体観望とプラネタリウム・本物の隕石の展示
令和4年4月1日(金)～11月30日(水)

ドナルド・キーン・センター柏崎

p.

71

ドナルド・キーン生誕百年記念特別企画展

写真で綴るドナルド・キーンのあゆみ 思い出の一枚、私の一言
令和4年4月1日(金)～12月25日(日)

清水園
p.

59

新発田藩ゆかりの人々
令和4年4月～令和５年3月末

宮柊二記念館

６月〜

p.

39

「宮柊二記念館３０年のあゆみ」展
－写真と著作でたどる宮柊二の生涯－

令和4年6月2日(木)～令和5年3月31日(金)

駒形十吉記念美術館
p.

22

p.

27

美の系譜 Ⅱ －加藤唐九郎ー
令和4年6月25日(土)～9月25日(日）

瞽女ミュージアム高田

斎藤真一生誕100年企画展
令和4年7月2日(土)～9月25日(日)

７月〜

良寛の里美術館

p.

24

《特別展》
貞心尼没後150周年展
「和島は良寛と貞心尼出逢いの地」
令和4年7月16日(土)～10月2日(日)

南魚沼市トミオカホワイト美術館
p.

26

生誕100年記念 富岡惣一郎「永遠（とわ）に」
令和４年7月23日(土)～11月23日(水・祝)

にいがた文化の記憶館
p.

p.

36
36

有恒学舎創設・増村朴斎

令和4年8月6日(土)～11月3日(木・祝)

蕗谷虹児記念館

蕗谷虹児記念館

開館35周年記念展

令和4年8月9日(火)～12月11日(日)

８月〜

樹下美術館

p.

28

p.

17

ゆかり 上越主体美術協会の人々展
令和4年8月11日(木・祝)～9月20日(火)

知足美術館
日本・モンゴル外交関係樹立50周年記念

「モンゴル絵画・墨蹟展」

令和4年8月17日(水)～10月1日(土)

新潟市江南区郷土資料館
p.

3

53

企画展

昔のくらし展 2022

同時開催：
「写真展 亀田郷-水と土の記憶-」
令和4年8月27日(土)～令和５年1月31日(火)

65cm大型望遠鏡等を使用する夜間観望会を開催し、
中秋の名月(9/10)や皆既月食(11/8)には特別観望会を
実施します。
プラネタリウム番組は毎日上映しており、本物
の隕石なども展示します。
本年はドナルド・キーン先生の生誕百年にあたります。
日本文学研究ひとすじに歩んだ人生の道のりを紹介、
その
功績をあらためて見つめる特別企画展です。

看護の母 有栖川宮熾仁親王妃董子殿下と溝口家、新発
田藩、そして渋沢栄一と坂本謹吾などゆかりの人々の偉
功を視覚的に展示します。
宮柊二が魚沼市堀之内に生まれてから110年が経過し、
宮柊二記念館は開館30年目を迎えます。
そこで、宮柊二の
生涯を写真や著作物でたどるとともに、宮柊二記念館の
30年のあゆみを企画展を中心に紹介します。
陶芸家加藤唐九郎の作品とともに、彼の子、嶺男・重高、
孫の高宏の作品も展示します。
それぞれ個性あふれる陶芸
をご覧ください。

斎藤真一アトリエを再現して、使用していたイーゼルや
椅子、
ソファーなどをご覧頂けます。今回の企画展では、
期間中の開館日を毎週木～日に増やして対応します。
晩年の良寛の人生に深い彩りを添えた貞心尼。良寛を師
と仰ぎ、尊敬と思慕の念を送りあう和歌の交流を
「はちす
の露」
に収めました。没後150年を記念した、
良寛と貞心尼
の交流を示す初公開資料もふくむ展示です。
生誕100年を迎えた富岡惣一郎の軌跡を作品で辿りなが
ら、自身の言葉で語られた創作活動や雪国に対する想い
を紹介します。

上越市板倉生まれの教育者・増村朴斎は私財を投じて
「有
恒学舎」
（現県立有恒高校）
を創設しました。本展では教育
者・増村朴斎と有恒学舎を関連資料とともに紹介します。
35年にわたり新発田出身の抒情画家・蕗谷虹児の業績や
作品の素晴らしさを伝え続けてきた蕗谷虹児記念館。
初公開作品とともに、様々な視点から紐解き、35年間の歩
みと虹児の魅力に迫ります。
上越地方在住の主体美術協会会員7名(1人1作品)の
作品を展示いたします。主体美術協会の立ち上げ会員で
あった倉石隆氏の作品も常設展示しているので、是非ご覧
ください。
日本とモンゴル国の外交関係樹立50周年を記念した、
モンゴル国作家の油彩画と墨跡の作品展です。油彩画
約30点と、
モンゴル文字の墨跡15点を展示。
モンゴル国の
壮大な風景が一堂に会します。
普段は常設展示室に展示されている
「昔の道具」を使って、
昔の茶の間や台所、お風呂場、洗濯場など約100年前の生
活を再現します。
また亀田郷の風景と人々の生活文化を紹
介する写真展も同時開催します。

4

旧齋藤家別邸
p.

47

第二回「古町花街展」

令和4年9月1日(木)～10月30日(日)

関川関所 道の歴史館
p.

p.

86

48

女性必見！関川関所の破り方
令和4年9月1日(木)～11月30日(水)

中之口先人館

第25回ＮＨＫ
「わたしの尾瀬」写真展 中之口展
令和4年9月3日(土)～19日(月・祝)

みつけ市民ギャラリー(ギャラリーみつけ）
p.

令和4年9月3日(土)～10月2日(日)

糸魚川歴史民俗資料館（相馬御風記念館）

糸魚川の金工

ーその歴史と鉱産資源開発史ー

令和4年9月3日(土)～10月2日(日)

𠮷原芳仙展

令和4年9月3日(土)～11月3日(木・祝)

p.

p.

新潟にゆかりある作家、木下晋の展覧会を開催します。
作家は若い頃、新潟市に一時期暮らしました。本展では、
初期の油彩画と最後の瞽女小林ハルや家族をテーマと
した鉛筆画を中心に展示します。

旧白根市出身で、“ヒマラヤ芳仙”、“寛秀達磨”として知ら
れ、
台湾・インド・エジプト・フランスなどにも絵を学んで帰朝
した魅力ある画家、𠮷原芳仙の作品、資料を集めて展示し
ます。

54

p.

52

66

p.

23

p.

80

９
月

長岡市立科学博物館

〜

p.

64

大河津分水誕生によって、放水先となった寺泊沿岸域の
自然がどのように変化したのか、
また、分水が創り出した
「大河津分水が創り出した自然－分水誕生は沿岸域の自然をどう変えたのか？－」 広大な砂浜にくらす生物達を紹介します。
令和4年9月6日(火)～10月30日(日）

大河津分水通水100周年・関屋分水通水50周年記念6館リレー展

新潟大学旭町学術資料展示館
p.

57

原画から見る1980年代TVアニメ
令和4年9月7日(水)～11月4日(金)

ミティラー美術館
p.

25

p.

53

開館40年記念ミニスポット展

令和4年9月7日(水)～令和5年3月27日(月)

新潟市しろね大凧と歴史の館

巻口コレクション 村松角凧 蒲沢眞一郎展
令和4年9月10日(土)～11月3日(木・祝)

新潟市歴史博物館(みなとぴあ）

p.

57

第19回むかしのくらし展 「ごっつぉ！」
令和4年9月10日(土)～11月27日(日)

47

（古津八幡山遺跡発見35周年・弥生の丘展示館開館10周年記念企画展）
令和4年9月13日(火)～令和5年3月12日(日)

新津記念館
p.

5

20

茶器展

令和4年9月16日(金）～11月20日(日）

1980年代に放送された「夢戦士ウイングマン」の原画に
スポットライトを当て、
アニメ中間素材（脚本・絵コンテ・
原画・セル画・設定資料など）に秘められた創造性にアプ
ローチします。

63

p.

新潟市新津鉄道資料館

特別展「新潟を変えた新幹線」
令和4年9月17日(土)～10月24日(月)

美術企画「アートの世界を楽しむ」展
―重なりあう線、混ざりあう色―

令和4年9月17日(土)～10月23日(日)

18

p.

「ごっつぉ」は新潟の言葉で「ごちそう」のこと。新潟で
はどんなごちそうが食べられてきたのか、電気やガスが
ない頃の食事とは？食生活の移り変わりを知り、いまの
「食」を楽しむヒントにしましょう。

72
70

10

p.

70

73

イシヤマヒロコ、高橋清、高松次郎、鶴巻加代、戸川淳子
による絵画・工芸・彫刻作品を展示するほか、対話による
作品鑑賞会とワークショップを開催。大人も子どもも楽し
める自由なアートの世界を紹介します。

長岡市栃尾美術館

新進気鋭の絵本作家として活躍中の齋藤槙（さいとう ま
き）の絵本原画展です。原画の展示のほか、絵本に登場す
る動物や植物が館内のあちらこちらで出迎えてくれる館全
体で楽しめる展覧会です。

令和4年9月17日(土)～10月30日(日)

とべ！とべ！ぺんぎんたち 齋藤槙えほん展
令和4年9月17日(土)～11月20日(日)

上越市立歴史博物館

企画展「文化財指定記念 日本スキーの黎明」
令和4年9月17日(土)～12月4日(日)

新潟県立自然科学館
プラネタリウム秋番組「宇宙のオアシスを探して

ー奇跡の星への旅ー Music by 葉加瀬太郎」
令和4年9月17日(土)～12月4日(日)

藤橋遺跡と縄文晩期の土器文化
令和4年9月23日(金･祝)～11月6日(日)

新潟県立万代島美術館

庵野秀明展

令和4年9月23日(金･祝)～令和5年1月9日(月・祝)

防災ジャングル（秋・冬）
秋：9月下旬～10月中旬

冬：12月下旬～1月上旬

秋季展「押し花絵作品 二人展 安達愛子 畠山洋子」
令和4年10月1日(土)～11月6日(日)

同一庵藍民芸館
p.

上越新幹線新幹線開業から40年。開業前後の県内の
状 況を、急 速に整 備された高速交通網との関わりから
とらえ直し、それらが新潟にどのような変化をもたらし
たかについて考えます。

江戸時代の安定した社会の中で発展した産業を題材にし
た絵巻（農業、鉱業、捕鯨、製紙業、茶業、織業に関するもの
など）
を展覧し、
当時の産業や絵巻文化の一端を紹介しま
す。佐渡金銀山の絵巻も数多く取り上げます。

痴娯の家
p.

写真集『MINAMATA』で水俣病を世界に伝えた写真
家、Ｗ．ユージン・スミスとアイリーン・Ｍ．スミスの作品
を展示します。

新潟県立歴史博物館
秋季企画展「生業絵巻尽―ひらけ！江戸の産業図鑑―」

おぢや震災ミュージアムそなえ館

村松角凧の起源は、江戸時代に村松藩主が参勤交代の
ときに江戸から持ち帰って伝えたといわれています。村松
角凧の最後の凧職人・蒲沢眞一郎氏の凧を展示します。

新 津 記 念 館 所 蔵 作 品 の中から、現 代 陶 芸 作 家による
「茶器（茶道具）」を中心に展示します。

令和4年9月17日(土)～10月10日(月・祝)

馬高縄文館

開館40年を記念し、約4週間ごとにテーマを変えた作品を
数点ずつ紹介します。
ミティラー画、
ゴンド画の未公開作
品や当地で雪を体験したワルリー族が描く
「大池の雪の生
活」
などを展示します。

古 津 八 幡山遺 跡の発 掘 調 査や国の史 跡 指 定 、整 備や
活用といったこれまでの歩み、さらには現在行っている
発掘調査の成果、そして今後の課題などについて、出土
資料や調査写真、イラストなどとともに紹介します。

50

p.

〜

p.

古津八幡山遺跡の過去・現在・未来

p.

月

史跡古津八幡山 弥生の丘展示館

Ｗ．ユージン・スミスとアイリーン・Ｍ．スミス写真展

新潟市北区郷土博物館

第25回NHK「わたしの尾瀬」
フォトコンテスト入賞作品
50点と尾瀬の自然保護に関する資料を展示します。

糸魚川に残された金属工芸の代表的な資料を展示しま
す。
また、糸魚川世界ジオパークの鉱産資源を活かした地
場産業未来を考えます。

50

〜

新潟市潟東樋口記念美術館・新潟市潟東歴史民俗資料館
p.19
p.52

江戸時代に関川関所で頻繁に繰り返されていた女性の
関所破り。見つかれば重罪となる関所破りはどのような
方法で行われていたのか、当時の道中日記から関所を
破る驚きの方法を紹介します。

月

85

明日へ

p.

９

p.

25

木下晋展

新潟県立環境と人間のふれあい館 ー新潟水俣病資料館ー

古 町 花 街の成り立ちを紹 介するパネルや関 係 資 料を
展示する企画展を開催します。古町の人形店で昭和初
期に制作された芸妓・遊女の人形を特別公開します。

秋季展「藍木綿を楽しむ 萌の会」
令和4年10月1日(土)～11月6日(日)

十日町市博物館
本ノ木・田沢遺跡群国史跡指定３周年記念 秋季特別展

「縄文時代の始まりを探る」
令和4年10月1日(土)～11月13日(日)

令和3年度に上越市文化財に指定された
「日本スキー関係
資料」(日本スキー黎明期における日本で唯一の資料群)
を中心に、黎明期の日本スキー界をけん引した上越の
役割を紹介します。
豊かな水や緑に恵まれた惑星、地球。その地球のように、水や
緑に包まれ、生命をはぐくむことのできるオアシスのような惑
星はあるのでしょうか。
ヴァイオリニスト葉加瀬太郎の音楽と
ともにもう一つの地球を探す壮大な旅をお楽しみください。

藤橋歴史の広場の開園30周年を記念して、藤橋遺跡と
新潟県内の縄文時代晩期の文化を探ります。

アニメーター、映画監督などとして知られる庵野秀明。
本展では、
アニメーター時代に参加した過去作品や、
監督、
プロデューサーとして活躍する最新の仕事までを網羅し、
創作活動の秘密に迫ります。

親子向けの防災学習イベントです。5つのミッションに
挑戦して、防災の「そなえ」について楽しく学べます。

身近に咲いている花を押し花にして、
そのまま作品を作り
ました。押し花絵歴25年、15年のベテランの作家２人の作
品を展示します。
使い込まれた藍の古布を使い制作された和のキルト・
小物を展示。布の色と柄合わせにこだわり、細かい手仕
事で作ることの楽しさを伝えます。萌の会は藍民芸館の
開館時に発足、27年の歴史があります。
全国屈指の縄文時代草創期遺跡が集中する十日町市・
津南町。県内外の博物館等から国指定重要文化財を含む
縄文時代草創期の出土品を借用・展示し、縄文時代の始
まりや土器の起源などについて分かりやすく紹介します。

6

佐渡博物館
p.

88
58

特別展「鉄道開業150年・磐越西線と新発田藩物語」

令和4年10月1日(土)～11月30日(水)

北方文化博物館 新潟分館

p.

令和4年10月1日(土)～12月4日(日)

「良寛堂を建立した佐藤耐雪展」
令和4年10月1日(土)～12月27日(火)

新潟市會津八一記念館
p.

35

特別展 飛鳥園創業１００年
～飛鳥園と會津八一～

仏像の美

令和4年10月4日(火)～12月11日(日)

新潟市文化財センター
p.

54

阿賀野川下流の中世

令和4年10月4日(火)～令和5年3月21日(火・祝)

燕市産業史料館
p.

松浦靖

24

重野桂二 追悼展 ―雪国を愛して―

10

世界のスプーン展

令和4年10月7日(金)～11月13日(日)

第７章

月

星と森の詩美術館

〜

p.

令和4年10月7日(金)～11月30日(水)

p.

49

p.

16

企画展２「謎の越後国府に迫る」
令和4年10月7日(金)～12月18日(日)

砂丘館

石山与五栄門展

令和4年10月8日(土)～11月13日(日)

23

ダリ版画展

令和4年10月8日(土)～11月27日(日)

新潟県立近代美術館

p.

令和4年10月8日(土)～12月4日(日)

長者ケ原考古館
p.

86

p.

7

28

特別展 斧と玉作の長者ケ原むら展-日々の生活と生産令和4年10月8日(土)～12月4日(日)

小林古径記念美術館

芸能科の記憶

学び舎から飛び立った作家たち

令和4年10月8日(土)～12月18日(日)

p.

11

史跡長者ケ原遺跡は、縄文時代前期末から後期前葉に栄
えた集落遺跡で、
ヒスイ製装飾品や磨製石斧の製作遺跡
として知られています。展示では長者ケ原に生きた人々の
生業やヒスイ製品・磨製石斧の製作の様子を紹介します。

柏崎市立博物館

没後150年 貞心尼と魅せられた人びと
令和4年10月15日(土)～11月20日(日)

胎内市美術館

本間正英 回顧展

令和4年10月15日(土)～12月25日(日)

新潟市新津美術館

19

ー画業５０年のあゆみー 黒井健 絵本原画展

新潟市出身の絵本画家、
イラストレーター黒井健
（1947－）
の個展。新美南吉の『ごんぎつね』
や
『手ぶくろを買いに』、
間所ひさこの「ころわん」
シリーズの挿絵から新作絵本の
原画まで約230点を展示します。

29
17

令和4年10月29日(土)～12月18日(日)

令和4年10月29日(土)～12月25日(日)

佐渡版画村美術館

障がい者アート作品展

令和4年11月1日(火)～30日(水)

玉翠園・谷村美術館

秋の庭園ライトアップ

令和4年11月9日(水)～13日(日)(特別開園17:00～19:00)

雪梁舎美術館

工芸2022

令和4年11月19日(土)～12月25日(日)

上越科学館
p.

78

青少年のための科学の祭典2022 新潟県・上越大会
令和4年11月26日(土)～27日(日)

水の駅「ビュー福島潟」
p.

59

米美知子新春写真展「日本の美彩（仮）」

51

アザレア展

令和5年1月1日(日･祝)、1月5日(木)～2月5日(日)

新潟県立植物園

p.

p.

佐渡の漁師や富士山、バリの人々の暮らしを描いた、胎内
市出身の日本画家、本間正英のすべてを紹介します。
今まで公開されたことのないスケッチや、実際に本間氏が
使用していた画材も併せて展示します。

時をテーマとして作品を描き続けている作家、長谷川
清晴の企画展です。

30

p.

貞心尼の没後150年にあたり、柏崎市内外に現存する
遺墨を展示し、その人物や事績を広く紹介します。あわ
せて、貞心尼に魅せられた先人たちの関連資料も展示
し、貞心尼の魅力を伝えます。

長谷川清晴展 ー時の世界ー

p.

旧巻町の公民館・郷土資料館に勤務しながら、郷土の歴
史の調査、記録に尽力し、暮らしの風景や自然を撮影し
続けた石山与五栄門の作品を、砂丘館、角田山妙光寺、
新潟市巻郷土資料館の3会場で展示します。

シュルレアリスムを代表する画家、サルバドール・ダリ
（1904-1989）の版画展です。1600点以上もの版画作品
の中から選ばれた約200点により、20世紀最大の奇才と
称されるダリの真髄に迫ります。

令和4年10月8日(土)～12月25日(日)

今年生誕140周年を迎えた小川未明の生涯と作品につ
いて、最新の研究成果を踏まえた新たな角度からご紹
介します。

16

p.

京都在住のコレクターによるスプーンコレクション展示の
第７弾です。川や水をモチーフとしたスプーンを展示する
ほか、過去の展示を振り返りながら世界中のスプーンに
込められた物語を紹介します。

一昨年にも実施した企画展の第2弾。郷土出身作家の絵画
や教科書等に登場する人物の書いた書などのお宝がまだ
多くあり、
パートⅡとして市内外の皆さんにご紹介します。

21

p.

阿賀野川沿いにある多くの遺跡の一つ、細池寺道上遺跡
（新潟市秋葉区）を中心に、周辺の中世遺跡と比べなが
らどのような生活が営まれていたかを考えます。

現在の新潟県本州側、越後の国域が確定したとされる
西暦712年。越後国域確定1300年事業実施後10年間の
発掘調査や研究成果を踏まえ、西暦712年前後の越後の
歴史に迫ります。

p.

小川未明生誕140周年記念展

NSG美術館

２ 月〜

61

p.

新潟市出身で書家や歌人として知られる會津八一は、
写真の世界でも大きな足跡を残しました。本展では八一
ゆかりの文化財写真の第一人者・飛鳥園の仏像写真と、
八一の歌書を中心に紹介します。

雪国に生きる者の目線で雪国を描き続け、十日町市内の
公民館などで長年版画指導を続けた日本版画会会員、
重野桂二（1934-2021）の追悼展です。

69

10

１ 月〜

縄文の里・朝日 奥三面歴史交流館

学校にあるお宝Ⅱ

p.

〜

新潟県埋蔵文化財センター

良 寛 堂を建 立した出 雲 崎 町 の 郷 土 史 家で 、日本 初 の
良寛 研 究 家と呼ばれた佐 藤 耐 雪と親 交のあった芸 術
家の作 品を紹 介します。

40

月

62

聖籠出身の大野誠や、新発田藩士、久米幸太郎・三輔親
子のエピソードなど、鉄道開業150年を機に、磐越西線
と新発田藩を繋ぐ人物や物語について写真や歴史資料
で紹介します。

〜

27

p.

月

良寛記念館

p.

小川未明文学館

佐渡奉行所役人田中葵園家所蔵の刀剣をはじめ佐渡市
博物館が収蔵する刀剣類、鐔などを展示します。

佐渡の刀剣展

38

令和5年2月1日(水)～3月5日(日)

諸橋轍次記念館

書き初め大会

令和5年2月上旬～下旬

佐渡島内の障がいのある人の芸術・文化活動を通じて、
障がいのある方の社 会 参 加と障がいへの理 解が 深ま
り、障がいの有無を超えた交流が広がることを目指して
活動している
「佐渡アール・ブリュット」の特別展です。
紅葉の見ごろを迎えた、玉翠園の庭園と谷村美術館の
建物などをライトアップします。幻想的な庭園と美術館を
どうぞお楽しみください。
新潟を代表する工芸作家から、
日本海に連なる6つの大学
の学生を含む50歳以下の次代を担う若手工芸作家の
作品まで、会派や技法にとらわれない”工芸”を幅広く展示
します。
県内外から実験名人、工作の達人が勢ぞろい！作ったもの
などは、
すべてお持ち帰りいただけるお得なイベントです。
科学が好きな人はもっと好きに、
そうでない人も科学が好
きになること請け合いです。
「夢のある表情豊かな作品」をテーマに日本の森や山と
色彩美を撮り続けている写真家、米美知子氏の作品の
数々を展示します。
※元日の特別開館時間：6：30～12：30（最終入館は正午）
新潟県が全国一の生産量を誇るアザレア。保有品種数
日本一を誇る当園のコレクションの中から貴重な古品
種から最新品種まで一挙公開します。“にいがたの花”
の魅力とともに、一足早い春をお楽しみください。
当館では書をこよなく愛した諸橋轍次博士の学徳を思い、
毎年書き初め大会を開催しています。全国から寄せられた
力作をご覧いただけます。
※展示期間は決まり次第ホームページでお知らせします。

昭和24年から昭和57年まで高田城址公園の中にあった
新潟大学高田分校芸能科で教鞭を取った教官たちと、学
び舎を巣立った卒業生たちの洋画・日本画・彫刻・書道の
多彩な作品を展示します。

8

9

10

11

12

13

14

施 設ガイド

1
00

ＮＳＧ美術館

施 設ガイド

2016 年オープンの日本海と美しい青松白砂を背景
みどころ

に佇む白亜の美術館。
1975 年竣工の新潟を代表するモダニズム建築で、
新潟市出身の日本画家 粛粲寶（しゅくさんぽう）作品を収蔵。
「これからのアートを創る」美術館として現在活躍中の新潟
にゆかりのある作家を中心に企画展を開催しています。春は
庭の桜が白壁に映え美しい景観が楽しめます。

ガイドの見方
巻末マップ内の番号に
対応しています

1
00

〒951-8101 新潟市中央区西船見町5932番地561
025-378-3773
毎週月曜日
（祝日・振替休日の場合は翌日）
10：30～18：00（最終入館は17：30）
8台
一般300円／学生・専門学校生200円／高校生以下無料
https://www.nsg-artmuseum.jp/

施設のあるエリアを示しています
（下越・中越・上越・佐渡）

ＮＳＧ美術館

003

2016 年オープンの日本海と美しい青松白砂を背景
に佇む白亜の美術館。
1975 年竣工の新潟を代表するモダニズム建築で、
新潟市出身の日本画家 粛粲寶（しゅくさんぽう）作品を収蔵。
「これからのアートを創る」美術館として現在活躍中の新潟
にゆかりのある作家を中心に企画展を開催しています。春は
庭の桜が白壁に映え美しい景観が楽しめます。
みどころ

2
00

砂丘館
支店長役宅から芸術・文化施設へ
「砂丘館」は、新潟市が所有する旧日本銀行新潟
支店長役宅の愛称です。お屋敷を使い独自の視角
による「自主企画展」を柱に、音楽、舞踊、芸能などの「芸
術文化の催し」、季節のしつらいや日本の伝統に親しむ「生
活文化の催し」などの自主事業を行うほか、伝統ある空間を
一般にも開放（貸出し）しています。
みどころ

〒951-8101 新潟市中央区西船見町5932番地561
025-378-3773
毎週月曜日
（祝日・振替休日の場合は翌日）
10：30～18：00（最終入館は17：30）
8台
一般300円／学生・専門学校生200円／高校生以下無料
https://www.nsg-artmuseum.jp/

003

〈 付帯設備 〉

15

〒951-8104 新潟市中央区西大畑町5218-1
025-222-2676
毎週月曜日
（祝日・休日の場合は翌日）、
祝日・休日の翌日
（土・日曜日の場合は直近の火曜日）、
年末年始（12/28～１/３）
９：00～21：00
なし
無料
https://www.sakyukan.jp

〈 施設基本情報 〉

ミュージアムショップ

ベビーカー貸出

… 所在地

… 駐車場

レストラン・カフェ

スロープ・フラットフロア

… 電話番号

… 入館料

クローク・ロッカー

車椅子貸出

… 休館日

… 施設ホームページ

授乳室

バリアフリートイレ

… 開館時間

※掲
 載情報は 2022年８月現在のものです。最新の情報は各施設のホームページやお電話等で
随時ご確認ください。

007

ミュージアムショップ
ベビーカー貸出
スロープ・フラットフロア

レストラン・カフェ
スロープ・フラットフロア
車椅子貸出

クローク・ロッカー
車椅子貸出
バリアフリートイレ

授乳室
ベビーカー貸出
バリアフリートイレ

16

3
00

雪梁舎美術館

5
00

敦井美術館
新潟市の事業家であった敦井榮吉のコレクション

1,500 坪の焼鮒公園内にある純日本建築の雪梁舎
みどころ

みどころ

美術館。美術館としてはめずらしい 86 畳敷きの畳
の展示室や天井高く手斧ハツリの梁のわたる展示

約 1,700 点の作品を所蔵し、年４回テーマを設け
て所蔵品による企画展を開催しています。
（常設展

室があり、年間を通して様々な企画展を開催しています。ま
た、常設展示室として「マイセンの部屋」、「シャガールの部
屋」があります。館を取り巻く庭園では、四季折々の花木が

示はありません。
）近代・現代の日本画・陶芸を中心に、洋
画や近世の文人画、彫刻、漆芸などを所蔵しており、特に

咲き、夏には池を大輪の蓮の花が覆いつくす姿をご覧いただ
けます。

を受けています。

板谷波山の《彩磁禽果文花瓶》は、国の重要文化財の指定

〒950-0087 新潟市中央区東大通1丁目2-23 北陸ビル
025-247-3311
毎週日曜日、祝日、展示替期間及び年末年始
10：00～17：00（最終入館は16：30）
あり
一般500（400）
円／高校・大学生300（250）
円／
小・中学生200（150）
円
※
（）内は20名以上の団体料金
https://www.tsurui.co.jp/museum/

〒950-1101 新潟市西区山田451
025-377-1888
毎週月曜日
（祝日、振替休日の場合は翌火曜日）、
冬期期間（12月末～１月末）
９：30～17：00
17台
一般500円／団体（10名以上）400円／中学生以下無料
https://www.komeri.bit.or.jp/setsuryosha/

014

011

4
00

知足美術館

6
00

新潟県立万代島美術館

県庁近くのビジネス街にあるミニ美術館。歌川広重
の「東海道五拾三次」全 55 図をはじめ、横山操、
土田麦僊、小林古径、斎藤真一など新潟出身・ゆ
かりのある作家や国内著名作家作品を所蔵しています。陶
芸では、三浦小平二、伊藤赤水など人間国宝の作品を所蔵。
また北東アジアの作家による作品も特色の一つです。
※併設のレストラン・カフェは平日のみ営業

新潟県立万代島美術館は、長岡市にある新潟県立
近代美術館の分館として 2003 年７月にオープンし
ました。信濃川の河口をのぞむ新潟市万代島地区
の複合施設「朱鷺メッセ」内にある美術館です。国内外の
優れた美術を取り上げる展覧会を通じて、多くの皆様に芸術
文化に親しむ機会を提供し、やすらぎと活力を与えることの
できる美術館を目指しています。

みどころ

みどころ

〒950-0078 新潟市中央区万代島５-１
朱鷺メッセ内万代島ビル５階
025-290-6655
展覧会により異なる
10:00～18:00（最終入館は17:30）
万代島駐車場A-E約1,800台（有料）
展覧会により異なる
https://banbi.pref.niigata.lg.jp/

〒950-0965 新潟市中央区新光町10-2
025-281-2001
毎週日曜日、祝日
10：00～17：00
26台
一般500円／中学生以下無料
https://chisoku.jp/

013

17

ミュージアムショップ

レストラン・カフェ

クローク・ロッカー

授乳室

021

ベビーカー貸出

スロープ・フラットフロア

車椅子貸出

バリアフリートイレ

18

7
00

新潟市潟東樋口記念美術館

9
00

新潟市美術館
新潟ゆかりの作家や近現代美術を中心としたコレク

収蔵品の多くは、地元潟東地区出身の樋口顕嗣氏
みどころ

のコレクションからの寄贈品で、ボンボニエールを
はじめとする貴金属や絵画、
多彩な陶磁器などです。
ほかには、潟東ゆかりの尾竹三兄弟の作品や、安宅安五郎、

ション展のほか、さまざまな企画展を開催。建築家・
前川國男の設計による居心地のいい建物も見どころで
す。カフェでは、西大畑公園の景色を眺めながらコーヒーやラン

赤塚不二夫などの作家の作品を所蔵しています。また、多くの
金子孝信作品の寄託を受け、地域から生まれた美術を身近な

チを楽しめます。オリジナルグッズが手に入るショップも人気。天

みどころ

気の良い日は屋外彫刻の散歩道を散策するのもおすすめです。

ものとして展示することで地域と美術の振興を進めています。
〒951-8556 新潟市中央区西大畑町5191-9
025-223-1622
毎週月曜日
（祝日の場合は翌平日）、年末年始、展示替期間等
※令和５年２月・３月は臨時休館
９：30～18：00（最終入館は17：30）
（10月～３月は17：00（最終入館は16：30））
46台
コレクション展：一般200円／高校・大学生150円／
小・中学生100円 ※企画展はその都度設定
http://www.ncam.jp/

〒959-0505 新潟市西蒲区三方92番地
0256-86-3444
毎週月曜日
（祝日の場合は翌日）、祝日の翌日、
年末年始（12/29〜１/３）
９：00〜16：00
6台
一般500（400）
円／小・中学生300（200）
円
※
（）内は20名以上の団体料金
※土・日・祝日は小中学生無料
https://www.city.niigata.lg.jp/nishikan/shisetsu/yoka/
bunka/katahigashihiguchi.html
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023

8
00

新潟市新津美術館

10
00

新津記念館

近現代の絵画や写真、絵本原画、漫画やアニメー
ションなど多様な展覧会を開催しています。開催日
程はホームページをご確認ください。2021 年秋に
オープンしたカフェではコーヒーやスイーツをお楽しみいただ
けます。親子で会話しながら鑑賞できる「こどもタイム」
（第１・
３木曜の 10：00 ～ 13：00）
、月曜でも開館する「あいてマン
デ～！」
（各展覧会１～２回）があります。

新潟県出雲崎町出身で「昭和の石油王」といわれ
た新津恒吉が、1938（昭和 13）年にゲストハウス
として建設した西洋館（国の登録有形文化財に指
定）です。日本人の設計・施工による建築で、建設に携わっ
た人々の想いと技術が復元されています。日本の伝統的な意
匠と手法を余すことなく鑑賞して頂き、樹齢 100 年の大松を
生かした庭園も四季折々楽しんで頂けます。所蔵美術品も展
示しております。

みどころ

みどころ

〒951-8122 新潟市中央区旭町通1番町754番地34
025-228-5050
毎週月曜日
（祝日の場合は翌日）、展示替期間、
冬期休館（11月下旬～４月上旬）
10：00～16：00（最終入館は15：40）
3台
高校生以上800円／小・中学生400円
http://www.marushin-group.co.jp/kinenkan/
index.html

〒956-0846 新潟市秋葉区蒲ヶ沢109-1
0250-25-1300 
毎週月曜日
（祝日の場合は翌日）、展示替期間、年末年始
10：00～17：00（観覧券の販売は16：30まで）
250台
企画展：展覧会によって異なります。
コレクション展：無料
https://www.city.niigata.lg.jp/nam/

029
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11
00

刀剣伝承館・天田昭次記念館

13
00

菊盛記念美術館
新潟県出身の菊盛嘉雄氏が長年に渡って収集し

―空前の日本刀ブーム。今こそ見ておきたい、人
みどころ

みどころ

間国宝による至高の日本刀―
刀剣の聖地「刀剣伝承館・天田昭次記念館」では、

た、ロダンや高村光太郎など具象彫刻家 15 名の
作品と、絵画 11 点を展示。360 度の角度で見ら

れる作品の配置や、良寛ゆかりの国上山を望む壁一面の借
景窓など、随所に菊盛氏の心遣いがあふれています。

刀剣界の最高賞「正宗賞」受賞刀をはじめとする迫力のライ
ンナップに加え、
刀鍛冶による刀の製作工程、
実物の「玉鋼（た
まはがね）
」や「鍔（つば）
」なども間近でご覧いただけます。
巨匠の技術、伝統、文化を、ぜひ月岡温泉とともにご体感く
ださい。写真撮影も可能です。

〒949-4525 長岡市島崎3938番地
良寛の里美術館隣接
0258-74-3700
年末年始
9：00〜17：00
20台
大人400円／小人250円
※良寛の里美術館との共通券大人800円／小人450円
https://motenashiya.com/museum/#kikumori

〒959-2338 新発田市月岡温泉827
0254-32-1121
毎週火曜日
（祝日の場合は翌日）
９：00～17：00（最終入館は16：30）
20台
大人360（310）
円／小・中学生160（110）
円
※
（）内は団体料金
※障がい者手帳をお持ちの方は無料
https://www.city.shibata.lg.jp/shisetsu/kanko/
kanko/1005070.html

058

044

12
00

胎内市美術館

14
00

駒形十吉記念美術館

地域の自然と調和した落ち着いた雰囲気の中で、木
の香りを感じながらアートを楽しむことができます。
館内はガラス越しに四季折々の景色を眺めながら
コーヒーが飲める談話室（無料スペース）と展示室（有料ス
ペース）に分かれています。
いつでも体験できるワークショップは旅の思い出作りに最適。

日本で初めて館名に「現代美術」を用いた美術館
を作った実業家駒形十吉が、晩年収集した美術作
品を収蔵展示する美術館です。
駒形は加山又造、平山郁夫とは若い頃より交流をもち、また、
加藤唐九郎、熊谷守一のアトリエに出かけ親交を深めました。
このような交流から生まれたコレクションに加え駒形が愛して
やまない村上華岳、速水御舟らの作品を収集、企画展示を
行っています。美術館の庭は四季折々に変化を見せ多くの方
に喜ばれています。

みどころ

みどころ

季節限定のイベントも多数予定しています。
〒959-2806 胎内市下赤谷387-15
0254-47-2288
毎週月曜日
（祝日の場合は翌平日）、展示替期間、
年末年始（12/29～１/３）
９：30～17：00
150台
大人300（200）
円／小人150（100）
円／小学生未満無料
※
（）内は20名以上の団体料金
https://www.city.tainai.niigata.jp/kurashi/kyoiku/
bunkazai/tainai_art.html

〒940-0033 長岡市今朝白2-1-4
0258-35-6111
毎週月曜・火曜日
（祝日・振替休日の場合は翌日）、
冬期休館（12月中旬～３月中旬）、作品入替期間
10：00～17：00
20台
一般500円／高校・大学生300円／小・中学生100円
https://www.komagata-museum.com/

052
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15
00

長岡市栃尾美術館

17
00

良寛の里美術館
①ビデオルームではわかり易く良寛に関する紹介を

栃尾地域を望める高台にあり、上杉謙信ゆかりの
みどころ

みどころ

栃尾城址や秋葉公園などを眺めることができます。
展示室Ⅰ・Ⅱでは、美術館の収蔵品を紹介する館所

しています。
②良寛と良寛に係る人びとの作品を展示。

③
「貞心尼没後 150 周年展 和島は良寛と貞心尼の出逢い
の地」を 2022（令和４）年 10 月 2 日（日）まで開催してい

蔵品展のほか、企画展を年４～５回開催しています。また、造
形講座やワークショップをはじめ、市民が創作活動に利用でき

ます。

るアトリエや、個人やグループが制作した作品を発表する場と

④菊盛記念美術館に隣設しており２館の見学が容易です。

してギャラリーも活用され、多くの市民から親しまれています。
〒940-0237 長岡市上の原町1-13
0258-53-6300 
毎週月曜日
（祝日の場合は翌日）、展覧会準備期間、
年末年始（12/28～１/３）
９：30～17：00
30台
館所蔵品展 一般200円／高校・大学生150円／
小・中学生100円／未就学児無料
企画展 その都度定めます。
https://www.lib.city.nagaoka.niigata.jp/?page_id=135

 949-4525 長岡市島崎3938番地
〒
0258-74-3700
年末年始、展示替え期間（不定期）
9：00～17：00
20台
大人500円／小人300円、
菊盛記念美術館との共通券 大人800円／小人450円
https://www.motenashiya.com

071

061

16
00

新潟県立近代美術館

18
00

星と森の詩美術館

四季折々の自然のなかでゆったりとアートにふれる
ことができる美術館です。地元の収集家による「大
光コレクション」を軸とした、近代の流れを見通せ
る国内作品の他に、日本の近代美術に関わりの深いバルビ
ゾン派やナビ派など 19 世紀の西洋美術を収集・展示してい
ます。また、講座やワークショップなど、美術に親しむため

ブナ林に囲まれた小さな美術館です。駐車場から
続く野外彫刻プロムナードでは、四季折々に移りか
わる自然のなかで十日町市出身の彫刻家 藤巻秀正
作品のさまざまな表情が楽しめます。館内では版画、彫刻、
刀剣などを中心に年４回の企画展を開催いたします。
（常設
展はありません）※ 12 月～３月は冬期休館となります。

みどころ

みどころ

の活動も行っています。
〒940-2083 長岡市千秋3丁目278-14
0258-28-4111
毎週月曜日
（祝日の場合は翌平日）、年末年始、展示替期間
９：00～17：00（最終入館は16：30）
165台
企画展によって観覧料が異なります。
企画展とコレクション展は別料金です。
コレクション展観覧料
一般430（340）
円／高校・大学生200（160）
円／中学生以下無料
※
（）内は20名以上の団体料金
https://kinbi.pref.niigata.lg.jp/

〒948-0101 十日町市稲葉1099-1
025-752-7202
毎週火曜日
（祝日の場合は翌日）、冬期休館（12月～３月）、
展示替期間
９：30～17：00（最終入館は16：30）
20台
一般500円／小・中学生200円 団体割引
（20名以上）
※障がい者手帳をお持ちの方は100円引き
http://www.hoshi-uta-m.jp
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24

19
00

ミティラー美術館

21
00

外山康雄

野の花館
外山康雄の描く山野草の原画が、常時 100 点近く

十日町市の濃緑の森にある廃校になった旧大池小
みどころ

みどころ

展示してあります。モデルとなった花や季節の草
木を絵の傍らに飾ることで、より絵を深く鑑賞する
ことができます。アートグッズも購入できます。入館された方

学校を利用し、1982 年に設立された私立の美術
館。インドのミティラー地方において母から娘へと

3000 年にわたって伝承されてきた壁画であるミティラー画を
はじめ、先住民ワルリー族が描くワルリー画や、ゴンド画、テ
ラコッタ（素焼きの陶器）などを数多く所蔵。インド政府より
質と量において世界に類がないものと高く評価されています。

は落雁付きのコーヒー、紅茶等が無料でお召し上がりいただ
けます。館内の撮影も OK です。

インドの伝統的な技法を用いて、当館で新たに制作されたコ
スモロジー溢れる大型作品も見所。

〒949-6424 南魚沼市万条新田371-1
025-783-7787
毎週水曜日
（祝日の場合は翌日）、年末年始、
１月～２月は毎週火・水・木曜日
９：00～17：00（１月～２月は10：00～16：00）
大人300円
（250円）／高校生以下無料
※
（）内は25名以上の団体料金
http://www.toyama-yasuo.jp/

〒948-0018 十日町市大池265
025-752-2396
毎週火曜日
（祝日の場合は翌日）、年末年始
10：00～18：00
20台
大人500円／中・高・大学生300円
http://www.mithila-museum.com

14台

090

084

20
00

みつけ市民ギャラリー（ギャラリーみつけ）

22
00

南魚沼市トミオカホワイト美術館

芸術を通じた人々の交流や情報発信などから賑わ
いを創出し、市民が創作活動・作品発表・鑑賞を
楽しめる施設。横山操《夕張炭鉱》を常設展示。
市民の発表や制作の応援、県内外で活躍する美術作家の紹
介を行うほか、様々な分野の企画展や講座、展覧会に関係
したイベントを開催しています。貸ギャラリーや教室などの利

上越市高田生まれの洋画家・富岡惣一郎（19221994）の油彩画約 500 点他を収蔵、
年３回展示替
えを行い、常時 40 点ほどを展示しています。
富岡は、雪の白に魅了され国内外の雪国を取材し、自ら開発
した白油絵の具「トミオカホワイト」と独自の描画道具、描
画方法により白の世界を表現しました。
「雪国で生まれた作品は雪国に返したい」という富岡の想い
から、1990 年八海山の麓に開館しました。

みどころ

みどころ

用ができ、喫茶やショップを併設。子どもから大人まで楽し
める芸術空間の提供を目指しています。

〒949-7124 南魚沼市上薬師堂142
025-775-3646
毎週水曜日
（祝日の場合は翌日）、年末年始（12/29～１/５）
９：00～17：00（12月～３月は10：00～）
（最終入館は16：30）
20台
大人500円／小・中・高校生250円
http://www.6bun.jp/white

〒954-0059 見附市昭和町2-4-1
0258-84-7755
毎週月曜日
（祝日の場合は翌平日）
10：00～22：00（最終入館は21：30）
26台
無料
※年１回程度有料展を開催
https://www.gallery-mitsuke.com/

カフェ
土日祝日のみOPEN
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23
00

良寛記念館

25
00

小林古径記念美術館
上越市出身の日本画家・小林古径の作品と、当市

出雲崎に生まれ、僧侶・書家・歌人でもあり「越
みどころ

みどころ

後の英雄は上杉謙信と釋良寛」と云われた、良寛
をご紹介する美術館。館で収蔵する良寛遺墨を中

ゆかりの作家の作品を収集・展示する美術館とし
て、2020（令和２）年に開館しました。

心に展示。その他、良寛の縁者作品と良寛を敬慕する現代
作家の作品も展示しています。年４回の企画展を実施してい

古径作品を展示する「古径記念室」
、多彩なジャンルの展覧
会を開催する「企画展示室」のほか、造形講座や講演会を

ます。

行う「二ノ丸ホール」があります。同敷地に東京都大田区南
馬込から移築した小林古径邸（国登録有形文化財）と再現
された古径の画室があります。

〒949-4342 三島郡出雲崎町米田1番地
0258-78-2370
４月～10月は無休。
11月～３月は毎週水曜日
（祝日の場合は翌日）
９：00～17：00
10台
一般400（300）
円／高校生200（150）
円／
小・中学生100（70）
円
※
（）内は20名以上の団体料金
※障がい者手帳をお持ちの方は半額
http://www.ryokan-kinenkan.jp/

〒943-0835 上越市本城町7-1（高田城址公園内）
025-523-8680 
毎週月曜日
（祝日の場合は翌日）、
年末年始（12/29〜１/３）、展示替期間
９
：00〜17：00
（４月〜11月） 10：00〜16：00
（12月〜３月）
一般510円／小・中・高校生260円
※特別入館料はその都度定めます。
https://www.city.joetsu.niigata.jp/site/kokei/

70台

102

094

24
00

瞽女ミュージアム高田

26
00

樹下美術館

日本初の瞽女さんの資料館です。建物は国の登録
有形文化財に指定されていて高田の典型的な雁木
町家の特徴をよく表しています。瞽女に関するいろ
いろな資料の他に瞽女唄を聞いてみたり、貴重な記録映像
などを見ることができます。また鮮烈な赫で有名な画家：斎
藤真一の作品も展示し、盲目の瞽女さん達の生き方とそれを
支えた農山村の人々の人情を知ることができます。

開館して１6 年目を迎えた小さな個人美術館です。
陶芸家の齋藤三郎氏と、洋画家の倉石隆氏の作
品を常設。
この美術品はもちろん、建物やインテリアに庭園、そしてテラ
スからの頸城平野の水田など敷地から目に映る全てが鑑賞に
値します。入館料無しでカフェのみのご利用もできます。

みどころ

みどころ

〒943-0825 上越市東本町1-2-33
025-522-3400
通常は土・日曜日のみの開館、企画展開催時は水曜日休館
10：00～16：00
3台
大人500（400）
円／学生300円
※
（）内は15名以上の団体料金
※中学生以下と障がい者は無料
http://www.goze-museum.com/

〒942-0157 上越市頸城区城野腰451番地
025－530-4155
毎週水曜日
（祝日の場合は開館）、冬期休館（12/16～３/14）
10:00～17:00
16台
大人･大学生200円／中・高校生100円／小学生50円
http://www.juca.jp

101
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27
00

玉翠園・谷村美術館

29
00

佐渡版画村美術館
故・高橋信一が指導した版画運動の成果を集めた

建築界の巨匠・村野藤吾氏が設計し、日本最高峰
みどころ

みどころ

の木彫芸術家・澤田政廣氏の仏像等 10 点を展示
した美術館。自然光と人工照明が織りなす光と影

設立 37 年の版画専門美術館。高橋作品のほか、
佐渡の文化・風土・生活の中に題材を求めた会員

は天候や時刻によって違った表情を見ることができます。谷
村美術館に隣接する玉翠園は、造園家・中根金作氏作庭に

作品 260 点余り、
市民参加による作品大版画《島人の歓び》
、
はんが甲子園作品の展示が見どころです。月ごとの特別展や

よる鑑賞式日本庭園。遠くの山並みを借景し、庭園の築山と

版画体験（有料）も開催しています。

結びつけ、広大で閑静、風流な趣を見せてくれます。

建物は佐渡市文化財となっており、明治以降の面影が色濃く
残っています。

〒952-1533 佐渡市相川米屋町38-2
0259-74-3931 
毎週月曜日
（祝日の場合は翌日）、冬期休館（12/１～２月末日）
９：00～17：00
8台
大人400円／小・中・高校生200円
※団体（20名以上）、障がい者割引あり

〒941-0054 糸魚川市京ケ峰2-1-13
025-552-9277
毎週火曜日(祝日の場合は翌日)、年末年始（12/29～1/3）
9：00～16：00(受付終了)
15台
大人500円／高校生以下300円
http://gyokusuien.jp/

129

120

28
00

翡翠園
造園家・中根金作氏作庭による回遊式日本庭園。
玄関をくぐると正面に 70トンのコバルトヒスイの原
石が目に入ります。松林を借景に三つの滝、池、
曲水をもって構成されており、巨石と数多くの石を使用して豪
壮で優雅な造りとなっています。園内には、糸魚川産ヒスイ
や世界各地のヒスイの彫刻作品を間近に鑑賞できるひすい
美術館が併設されています。
みどころ

〒941-0055 糸魚川市蓮台寺2-11-1
025-552-9277
毎週火曜日
（祝日の場合は翌日）、冬期休園（12月〜３月中旬）
９：00～16：00（受付終了）
20台
大人500円／高校生以下300円
http://gyokusuien.jp/

124
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30

31

32

施 設ガイド

30
00

旧市長公舎 安吾 風の館

施 設ガイド

西大畑に生まれた作家・坂口安吾。その生家跡の
みどころ

ほど近くに佇むのが、1922（大正 11）年築の旧市
長公舎です。

和風を主体とし、脇に洋間を設けた構成です。現存する市
長公舎では最も古いもののひとつといえます。また、
1992（平
成４）年に造られた庭園は、初代新潟奉行の川村修就の時代
に植えられたと思われる松群を残しています。
展示室では、
安吾の遺愛品や貴重な資料をご覧いただけます。

ガイドの見方
巻末マップ内の番号に
対応しています

30
00

〒951-8104 新潟市中央区西大畑町5927-9
025-222-3062
毎週月・火曜日
（休日の場合は翌日）、年末年始（12/28～１/３）、
展示替期間中は展示室への入室不可
10：00～16：00
7台
無料
https://www.city.niigata.lg.jp/kanko/bunka/yukari/
kazenoyakata/

施設のあるエリアを示しています
（下越・中越・上越・佐渡）

旧市長公舎 安吾 風の館

006

西大畑に生まれた作家・坂口安吾。その生家跡の
ほど近くに佇むのが、1922（大正 11）年築の旧市
長公舎です。
和風を主体とし、脇に洋間を設けた構成です。現存する市
長公舎では最も古いもののひとつといえます。また、1992（平
成４）年に造られた庭園は、初代新潟奉行の川村修就の時代
に植えられたと思われる松群を残しています。
展示室では、
安吾の遺愛品や貴重な資料をご覧いただけます。
みどころ

31
00

澤将監の館
澤家初代の澤将監は、元々甲斐の武田信玄の家臣。
武田氏滅亡後、上杉氏を頼って越後に入り、1616
（ 元 和２）年に村 庄 屋に、1649（ 慶 安２）年には
村々の庄屋連中を取り締まる石高５千石といわれた大庄屋に
任命されました。正確な家相図を基に復元した澤将監の館。
総茅葺きの屋根の表門をはじめとした建物はもちろん、襖絵
や書、池泉回遊式庭園の史跡です。

〒951-8104 新潟市中央区西大畑町5927-9
025-222-3062
毎週月・火曜日
（休日の場合は翌日）、年末年始（12/28～１/３）、
展示替期間中は展示室への入室不可
10：00～16：00
7台
無料
https://www.city.niigata.lg.jp/kanko/bunka/yukari/
kazenoyakata/

みどころ

006

〈 付帯設備 〉

33

〒950-1348 新潟市西蒲区打越甲434番地
025-375-1300
毎週月曜日
（祝日の場合は翌日）、祝日の翌日、
年末年始（12/28〜1/3）
９：00〜16：30
10台
大人300（200）
円／高校生150（100）
円
※
（）内は20名以上の団体料金

〈 施設基本情報 〉

ミュージアムショップ

ベビーカー貸出

… 所在地

… 駐車場

レストラン・カフェ

スロープ・フラットフロア

… 電話番号

… 入館料

クローク・ロッカー

車椅子貸出

… 休館日

… 施設ホームページ

授乳室

バリアフリートイレ

… 開館時間

※掲
 載情報は 2022年８月現在のものです。最新の情報は各施設のホームページやお電話等で
随時ご確認ください。
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ベビーカー貸出
バリアフリートイレ

34

32
00

曽我・平澤記念館

34
00

にいがた文化の記憶館
新潟県は江戸時代から近現代にかけて、学術や芸

旧味方村名誉村民「曽我 量深（仏教学者として大
みどころ

みどころ

変活躍され、昭和の親鸞といわれた真宗大谷派の
僧侶で第 17 代大谷大学学長を歴任）
」
「
、平澤 興（医

術の分野で活躍し、その名を全国にとどろかせた学
者や文化人を多く輩出してきました。しかし、残念な

がら今日では名前も功績も忘れられた人が少なくありません。
当館は、新潟県が輩出した文化人を一堂に紹介するとともに、

学の道に進み、脳神経解剖学の分野では世界的にも評価され
た医学博士で第 16 代京都大学総長）
」お二人の愛用品や文献
図書類が多数展示され、
両人の人となりを知ることができます。

県内の文化人顕彰施設や団体と連携し、それらのインフォメー

重要文化財 旧笹川家住宅の受付からご入館ください。

ションセンターとしての機能も兼ねています。
〒950-0088 新潟市中央区万代3-1-1
新潟日報メディアシップ5階
025-250-7171
毎週月曜日
（祝日の場合は翌日）、年末年始、展示替期間
10：00～17：00（最終入館は16：30）
なし
一般500（400）
円／学生［高校生以上］300（240）
円／
中学生以下無料
※
（）内は20名以上の団体料金
http://www.nmmc.jp

〒950-1261 新潟市南区味方213-1
（重要文化財 旧笹川家住宅に隣接）
025-373-6600
毎週月曜日
（休日の場合は翌日）
、
休日の翌日
（土曜日が休日の場合は火曜日）
９：00～17：00（最終入館は16：10）
30台
大人（高校生以上）500円／小人（小・中学生）300円
※旧笹川家住宅、
曽我・平澤記念館共通
https://www.city.niigata.lg.jp/minami/shisetsu/yoka/
bunka/sogahirasawa.html

バリアフリートイレ
ビル内１～３階

037

012

33
00

新潟市會津八一記念館

35
00

蕗谷虹児記念館

書、短歌、東洋美術史という幅広い分野で独自の
境地を開いた會津八一の業績を、その作品と関連
資料で紹介しています。短歌は万葉の調べを漂わ
せ、書は大らかに流れるように、そして力強く。展示は年４回
テーマを変え、ゆかりの文化人や作家の作品とともに會津作
品を展観します。ふかくこの生を愛すべし－静かに語りかける
會津の言葉が、見る人の心に訴えかけてきます。

少年時代から画家を志し、竹久夢二の推薦で『少女
画報』からデビュー、23 歳で人気挿絵画家となった
蕗谷虹児。童謡「花嫁人形」の詩は虹児 25 歳の
絶唱です。その作品と生涯を伝えるため、
1987 年７月１日に開館。
「記念館そのもので虹児の抒情世界を具現したい」と内井昭蔵
が設計、後に国の公共建築百選にも選定されています。蕗谷家
から寄贈された原画 800点を柱に、
関連資料３千点余りを収蔵。

みどころ

みどころ

〒950-0088 新潟市中央区万代3-1-1
新潟日報メディアシップ5階
025-282-7612
毎週月曜日
（祝日の場合は翌日）、年末年始、展示替期間中
10：00～18：00
なし
一般500円
（特別展は別料金）／大学生300円／
高校生200円／小・中学生100円
※土日祝は小・中学生無料
https://aizuyaichi.or.jp

〒957-0053 新発田市中央町4丁目11番7号
0254-23-1013
毎週月曜日
（祝日の場合は翌火曜日）
、
年末年始
（12/29～１/３）
９：00～17：00（最終入館は16：30）
無料、市共有約150台
一般・大学生510（410）
円／高校生210円／小・中学生110円
※
（）内は20名以上の団体料金
https://www.city.shibata.lg.jp/shisetsu/kanko/
kanko/1005062.html

バリアフリートイレ
ビル内１～３階
022

35
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36
00

燕市長善館史料館

38
00

諸橋轍次記念館

ぶんたい

みどころ

諸橋轍次博士の遺品・遺墨、その人柄を偲ぶ人た

松下村塾と並び称される私塾・長善館。鈴木文臺
によって開かれ、約 80 年間で 1,000 人を超える

みどころ

門下生を育てました。文臺は禅僧・良寛と親交が
深かったことから、水禍にあえぐ農民を救いたいという良寛

ちからよせられた作品や貴重な資料が展示・収蔵さ
れています。

常設展示室には博士の生涯や業績を展示・紹介するコーナー
とともに「漢字てのひらクイズ」や「漢字サークルビジョン」

の心は長善館の教えへ、その教えは大河津分水建設で活躍

など子どもと大人が一緒に楽しめる施設になっています。

した門下生たちの志へと、脈々と受け継がれました。
当館では、学塾の歩みや教育の特徴・教科書、門下生たち

敷地内には諸橋博士生家・庭園も併設されており、無料で見学・
散策することができます。

の功績を紹介しております。

 955-0131 三条市庭月434-１
〒
0256－47－2208
毎
 週月曜日
（祝日の場合は翌日）
、
年末年始
9：00～17：00（最終入館は16：30）
42台（障がい者用駐車場２台）
一般・高校生以上500（４００）円／小・中学生200（150）円
※
（）内は２０名以上の団体料金
https://www.kangaku-morohashi.com

〒959-0227 燕市粟生津97
0256-93-5400
毎週月曜日
（祝日の場合は翌日）、年末年始（12/2９～１/３）
９：00～16：30
50台
一般100円／小・中・高校生50円
https://www.city.tsubame.niigata.jp/soshiki/
kyoiku/3/12/tyouzennkann/836.html

055

050

37
00

燕市分水良寛史料館

39
00

河井継之助記念館

人々に慕われ、自然の中に生きた禅僧・良寛。出
雲崎で生まれ、
備中国（岡山県）の円通寺で修業し、
諸国行脚を経て、晩年を国上山の五合庵と乙子神
社草庵で過ごしました。清貧な生活をしながら詩歌や書に親
しみ、後年に「良寛芸術」と称される格調高い書を残しました。
当館では、国上山で過ごした時の遺墨や関連資料を展示し
ており、毎年春と秋に行われる特別展では、親交が深かった
解良家、阿部家に伝わる名品を展示しております。

2022 年６月公開の映画「峠 最後のサムライ」主
人公である幕末の長岡藩家老・河井継之助。その
生家跡に建つ河井継之助記念館は、継之助の旅
日記「塵壺」や交友のあった人物に宛てた書簡など様々な展
示品がある他、パネル展示で継之助の偉業、そして生涯を
たどることができます。また、当時の面影を残す庭も見どころ
の一つです。

みどころ

みどころ

〒959-0181 燕市上諏訪9-9
0256-97-2428
毎週月曜日
（祝日の場合は翌日）、年末年始（12/29～１/３）
９：00～16：30
34台
大人300円／学生200円／小・中学生100円
https://www.city.tsubame.niigata.jp/soshiki/
kyoiku/3/12/10278/683.html

〒940-0053 長岡市長町1丁目甲1675-1
0258-30-1525
年末年始（12/28～１/４）
10：00～17：00（最終入館は16：30）
7台
大人200円／高校・大学生、障がい者・介助者150円／
小・中学生100円
https://tsuginosuke.net/

051
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38

40
00

山本五十六記念館

42
00

鈴木牧之記念館
江戸のベストセラー『北越雪譜』
（1837 年刊）の

館内には、ブーゲンビル島で撃墜された際に搭乗
みどころ

みどころ

していた海軍一式陸上攻撃機の「左翼」部分が
大きく横たわります。他に、自筆の書や知人にあ

著者・鈴木牧之（すずきぼくし）の記念館です。新
潟県産のスギ材を多用した克雪型大規模木造建

築・雪国特有の「せがい造り」で建てられています。忍を
信条とした鈴木牧之の生涯、
『北越雪譜』の物語、雪国の暮

てた書簡等、元帥ゆかりの遺品を通して「誠意と慈愛の人」
山本五十六の生涯と人間性を紹介しています。

らし、塩沢の織物などがお楽しみいただけます。

〒949-6408 南魚沼市塩沢1112-2
025-782-9860
毎週火曜日・年末年始・くん蒸期間
９：00～16：30
あり
大人500（400）
円／小・中・高校生250（200）
円
※
（）内は20名以上の団体料金
http://www.6bun.jp/bokushi/

〒940-0056 長岡市呉服町1-4-1
0258-37-8001
年末年始（12/28～１/４）
10：00～17：00
6台
大人（高校生以上）500円／小・中学生200円
http://yamamoto-isoroku.com

車椅子
１階展示室可
089

070

41
00

宮柊二記念館

43
00

小川未明文学館

宮柊二は、大正元年に魚沼市（堀之内町）で生
まれました。20 歳で上京後は、北原白秋に師事
し、若手歌人として脚光を浴びます。戦時中も歌
を詠み続け、戦後はコスモス短歌会を創立、歌誌『コスモス』
を創刊するなど昭和歌壇を牽引しました。
当館は、昭和を代表する歌人宮柊二及び短歌の研究と普及
に寄与することを目的として 1992（平成４）年 11 月 23 日に
開館しました。宮柊二の遺品や著書などを中心に宮柊二の叔
父で画家の宮芳平や現代歌壇で活躍中の歌人に関する資料
なども収集・管理し、展示・公開しています。

小川未明は、新潟県上越市出身の小説家・童話
作家。日本近代童話の父とも呼ばれ、児童文学の
近代化、
地位の向上に貢献しました。代表作に「赤
い蝋燭と人魚」
、
「野ばら」などがあります。
当館では、未明の業績と作品、人間性などをわかりやすく紹
介するとともに、小川未明を中心に近代文学の資料を収集し、
その研究・公開を行っています。

みどころ

みどころ

〒943-0835 上越市本城町8番30号（高田図書館内）
025-523-1083
毎週月曜日
（休日の場合は翌日）、休日の翌日、第3木曜日、
年末年始（12/29～1/3）、高田図書館の休館日と同期間
火 ～金曜日１０：００～１９：００
（6月～9月は２０：００）
土・日曜日、休日１０：００～１８：００
44台
無料
https://www.city.joetsu.niigata.jp/site/
mimei-bungakukan/

〒949-7413 魚沼市堀之内117-6
025-794-3800
毎週月曜日
（祝日の場合は翌日）
10:00～16:00
３台（うち障がい者用駐車場１台）
一般400円／小・中学生200円
https://www.city.uonuma.niigata.jp/
miyashuji/

088
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40

44
00

川上善兵衛記念館

46
00

横尾義智記念館
現在の上越市安塚区行野出身の横尾義智氏は、

日本のワイン造りの先覚者であり、岩の原葡萄園
みどころ

みどころ

の創業者「川上善兵衛」が取り組んだぶどうの品
種交雑やワイン造りの歴史がテーマ別に展示され

生まれつきのろうあ者でありながら 1934（昭和９）
年から 12 年間、旧小黒村の村長として人望厚く務

ています。
その他に石蔵や雪室、ぶどう畑も自由に散策いただけます。

められました。
行野集落を活性化させたいと志を持った「行活クラブ」が横

見学は無料です。

尾氏の功績を後世に残そうと、記念館を企画・管理。生家

ワインショップでのお買い物やレストランでのお食事もぜひお
楽しみください。

跡の旧年貢倉庫を利用して横尾家の家系図や絵画、ゆかり
の品々が展示されています。

〒942-0521 上越市安塚区行野
025-592-2382
冬期閉鎖（12月〜４月）
予約制
20台
300円
http://www.oguro.org/see/

〒943-0412 上越市北方1223番地
025-528-4002
年末年始、
その他臨時休業あり
９：30～16：00
10台
無料
https://www.iwanohara.sgn.ne.jp/
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45
00

前島記念館

47
00

新潟県史跡 相馬御風宅

前島記念館は、日本近代郵便の父、前島密の生ま
れた上野家の屋敷跡に建てられています。郷土が
生んだ前島密の偉業を称え、偲び生誕碑を建てま
した。題字は澁澤栄一の書です。銅像は東京から戦後移設
されました。前島密は多くの事業を提案し実現化に取り組み、
業績は多岐に渡っています。当館では前島密が活躍した歴
史史料が 200 点展示されています。

相馬御風宅は 1952（昭和 27）年 12月10日、新
潟県の史跡として指定されました。御風が日本文
学界の発展と良寛研究に尽くした業績を永久に保
存するため、家屋を当時の姿のまま残しています。

みどころ

みどころ

〒943-0119 上越市下池部1317-1
025-524-5550
毎週月曜日
（祝日の場合は翌日）、
年末年始（12/29～１/３）
９：00～16：00
10台（大型バス３台）
無料
https://www.postalmuseum.jp/guide/
maeshima.html

〒941-0061 糸魚川市大町2-10-1
025-552-1511
毎週月曜日、祝日の翌日、年末年始（12/28～１/４）
12月～２月は土日祝のみ開館 ※平日は予約対応
９：00～16：00
なし
一般100円／高校生以下無料
https://www.city.itoigawa.lg.jp/
dd.aspx?menuid=4804
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43

44

施 設ガイド

48
00

医の博物館

施 設ガイド

みどころ

医の博物館は、日本で初めて、また唯一の医学博
物館として 1989（平成元）年９月に開館しました。
歯学のみならず、医学や薬学に関する史料（16

世紀から戦前に至る東西の古医書、浮世絵、医療器械器具、
薬看板、印籠など）約 5,000 点を展示、保管しています。
一例として、日本初の近代解剖学の翻訳本である杉田玄白の
『解体新書』を間近で見ることができます。
〒951-8580
新潟市中央区浜浦町1-8 日本歯科大学新潟生命歯学部内8号館2階
025-267-1500（代）
毎週土・日曜日、祝日、創立記念日
（６/１）、
８/12～16、
年末年始（12/29～１/４）
10：00～16：00
大学正面
無料
https://www.ngt.ndu.ac.jp/museum/
index.html

ガイドの見方
巻末マップ内の番号に
対応しています

48
00

施設のあるエリアを示しています
（下越・中越・上越・佐渡）

医の博物館

001

医の博物館は、日本で初めて、また唯一の医学博
物館として 1989（平成元）年９月に開館しました。
歯学のみならず、医学や薬学に関する史料（16
世紀から戦前に至る東西の古医書、浮世絵、医療器械器具、
薬看板、印籠など）約 5,000 点を展示、保管しています。
一例として、日本初の近代解剖学の翻訳本である杉田玄白の
『解体新書』を間近で見ることができます。
みどころ

49
00

北前船の時代館 新潟市文化財 旧小澤家住宅
旧小澤家住宅は、江戸時代後期から新潟町で活躍
していた商家・小澤家の店舗兼住宅です。江戸
末期から明治末にかけて築造された建物、庭がほ
ぼ当時の姿のまま残り、新潟町の町家の典型的な姿を見るこ
とができます。

〒951-8580
新潟市中央区浜浦町1-8 日本歯科大学新潟生命歯学部内8号館2階
025-267-1500（代）
毎週土・日曜日、祝日、創立記念日
（６/１）、
８/12～16、
年末年始（12/29～１/４）
10：00～16：00
大学正面
無料
https://www.ngt.ndu.ac.jp/museum/
index.html

みどころ

001
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45

〈 施設基本情報 〉

ミュージアムショップ

ベビーカー貸出

… 所在地

… 駐車場

レストラン・カフェ

スロープ・フラットフロア

… 電話番号

… 入館料

クローク・ロッカー

車椅子貸出

… 休館日

… 施設ホームページ

授乳室

バリアフリートイレ

… 開館時間

※掲
 載情報は 2022年８月現在のものです。最新の情報は各施設のホームページやお電話等で
随時ご確認ください。

〒951-8068 新潟市中央区上大川前通12番町2733番地
025-222-0300
毎週月曜日、祝日の翌日、年末年始
９：30～17：00
3台
一般200円／小・中学生100円
（土・日曜日、祝日は無料）
https://www.nchm.jp/ozawake

004

ミュージアムショップ
ベビーカー貸出
スロープ・フラットフロア

レストラン・カフェ
スロープ・フラットフロア
車椅子貸出

クローク・ロッカー
車椅子貸出
バリアフリートイレ

授乳室
ベビーカー貸出
バリアフリートイレ
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50
00

旧齋藤家別邸

52
00

石油の世界館
太古の昔、恐竜が生きていた時代のプランクトン

新潟の豪商・四代齋藤喜十郎が、1917 ～ 20（大
みどころ

みどころ

正６～９）年に造った別邸。庭に向け開放的に造ら
れた建築は、凝った意匠や銘木が随所に見られる

や藻類などの遺骸が海底に蓄積し、長い年月をか
け石油に変わります。その石油のでき方を説明す

近代和風建築の秀作です。砂丘の地形や植生を巧みに利用
した庭園は、渋沢栄一邸の作庭にも関わった東京根岸の庭

る資料や、明治から大正にかけて日本一の産油量を誇って
いた新津油田のジオラマと「上総掘り油井やぐら」のレプリ

師の作とされ、大正期における港町・商都新潟の風土色を

カなど、当時の石油採掘の道具や人々の暮らし等を分かりや

豊かに伝えています。2015（平成 27）年には新潟市初の国
指定名勝となりました。

すく説明する資料を展示しています。シアターでは、新津油
田や地層についての映像を毎日上映しています。

〒951-8104 新潟市中央区西大畑町576
025-210-8350
毎週月曜日
（祝日・振替休日の場合は翌日）、
休日の翌日
（土・日曜日の場合は火曜日）
９：30～18：00（10月～3月は17：00）
21台（新潟市美術館第２駐車場）
大人300（240）
円／小・中学生100（80）
円
※
（）内は20名以上の団体料金
https://saitouke.jp/

〒956-0845 新潟市秋葉区金津1172-1
0250-22-1400
毎週水曜日
（祝日の場合は翌日）、
ただし５月・11月は無休、
年末年始（12/28～１/３）
９：00～17：00（最終入館は16：30）
なし ※里山ビジターセンター駐車場利用可
無料

010

005

51
00

史跡古津八幡山 弥生の丘展示館

53
00

中之口先人館

当館では、古津八幡山遺跡の弥生時代環濠集落
から発掘した土器・石器など 500 点ほどを展示し
ています。併設する体験コーナーでは、火おこし・
弓矢体験や管玉・勾玉づくりなど（一部有料）を月替わりで
毎日行っています。また、年に数回の企画展も実施していま
す。館に隣接する低い丘陵上の遺跡まで歩いて 10 分ほど登
ると、復元整備された弥生時代の集落や県内最大の古墳が
見られます。

先人館では、中之口地区出身で様々な分野で活躍
された先人の業績を示す資料を展示しています。
先人の遺徳を偲び、その生き方を大切な知的遺産
として、未来へ伝えていきたいと願っています。
常設展示のほか、ギャラリーにおいて絵画や浮世絵、陶芸、
写真などの企画展を年数回開催しています。

みどころ

みどころ

〒956-0846 新潟市秋葉区蒲ヶ沢264番地
（花と遺跡のふるさと公園内）
0250-21-4133
毎週月曜日
（祝日の場合は翌日）、祝日の翌日、年末年始、
臨時休館（9/6〜11、12/27、1/17〜19）
10：00〜17：00
250台
無料
http://www.city.niigata.lg.jp/kanko/bunka/rekishi/
maibun/kuni_furutsuhachiman/

〒950-1327 新潟市西蒲区中之口363番地
025-375-1112
毎週月曜日
（祝日の場合は翌日）、祝日の翌日、
年末年始（12/28〜1/3）
９：00〜16：30
60台
大人200（150）
円／高校生100（50）
円
※
（）内は20名以上の団体料金
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54
00

新潟県政記念館

56
00

新潟県立環境と人間のふれあい館－新潟水俣病資料館－
新潟水俣病の経験と教訓を後世に伝える教育、普

1883（明治16）年に「新潟県会議事堂」として建
みどころ

みどころ

造された新潟県政記念館は、明治初期の府県会
議事堂で現存している唯一のものであることから国

及啓発等のための資料館です。

の重要文化財に指定されました。県議会の沿革や議事堂に
関する資料、明治から昭和初期にかけての新潟県の歴史や

①新潟水俣病の被害や歴史を学び、被害者の体験を聞くこ
とができます。

文化などの展示とともに、文明開化期の洋風建築の技術や

②豊かな自然の中で水や水環境に関する体験学習をすること

意匠と、その歴史的な価値を入館無料で広く公開しています。

ができます。
③学校における環境教育や環境保全に関心のある個人・団

〒951-8132 新潟市中央区一番堀通町３－３
025-228-3607
毎
 週月曜日、国民の祝日、年末年始、
１月～２月は毎週月・火曜日
※臨時開館・休館あり
※令 和４年12月１日〜令和10年３月31日まで耐震改修工

体の自主学習をお手伝いします。
〒950-3324 新潟市北区前新田字新々囲乙364-７
025-387-1450
毎週月曜日
（祝日の場合は翌日）、年末年始（12/28～１/４）
９:30～16:30
21台（大型バス３台）
無料
http://www.fureaikan.net

事のため休館

９：00～16：30
５台
無料
https://niigata-bs.sakura.ne.jp/si/kensei/
index.html

018

016

55
00

新潟県埋蔵文化財センター

57
00

新潟県立自然科学館

新潟県が発掘調査した県内の遺跡の出土品などを
整理・保管・研究しています。縄文時代の赤漆塗
り糸玉をはじめ、約３万８千年前の旧石器時代から
江戸時代までの県の歴史を体感できる出土品約 500 点の常
設展示や、年数回の企画展も開催しています。平日は整理
作業風景のガラス越しでの見学や、学校や団体の見学・体
験学習も受け入れています。

自然豊かな鳥屋野潟湖畔にある総合科学館。
「自
然の科学」
、
「生活の科学」など四つの展示エリア
からなり、科学全般を遊びながら学ぶことができま
す。また、リアルな星空と全天周デジタル映像を体験できる
プラネタリウムがあるほか、蒸気機関車やロケットなどの大
型展示、自然観察ができる花木園などが屋外展示場にあり、
子どもから大人まで一日中楽しめます。

みどころ

みどころ

〒950-0948 新潟市中央区女池南3-1-1
025-283-3331
毎週火曜日
（祝日・振替休日の場合は翌平日）、
年末年始（12/29～１/３）
平日９：30～16：30、土日祝９：30～17：00
250台
大人580円／小・中学生100円
（平日無料）／幼児無料
※各種割引有、詳細はHPを参照
https://www.sciencemuseum.jp/

〒956-0845 新潟市秋葉区金津93番地１
0250-25-3981
年末年始（12/29～１/３）
９:00～17:00
77台、障害者等用１台
無料
https://www.maibun.net/
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58
00

新潟県立植物園

60
00

新潟市潟東歴史民俗資料館
潟東歴史民俗資料館は、ふるさと創生事業の一環

約 20 ヘクタールの広大な園内に、約 10 万株を越
みどころ

みどころ

える植物が植栽されている植物園。高さ 30 メート
ル、直径 42 メートルにも及ぶ国内最大級の熱帯

として建設されました。１階では、地元、潟東地区
にゆかりの先人たちの書画を中心に展示を行うほ

植物ドームを含む３つの温室があり、普段見ることができない
海外や熱帯の植物など、１年を通して美しい花や緑に触れあ

か、金子孝信や東海道五十三次など所蔵品を中心とした企
画展などを実施しています。２階は、民俗資料のコーナーで、

うことができます。植物の魅力を再発見できる期間限定の企

ありし日の鎧潟を偲ぶ漁労・狩猟用具や米づくりの里の農具・

画展示や体験講座もあります。

民具等を陳列しています。展示物は、1955（昭和 30）年頃
より収集し、400 余点にもおよんでいます。
〒959-0505 新潟市西蒲区三方92番地
0256-86-3444
毎週月曜日（祝日の場合は翌日）、祝日の翌日、年末年始（12/29〜１/３）
９：00〜16：00
6台
一般500（400）
円／小・中学生300（200）
円
※
（）内は20名以上の団体料金
※土・日・祝日は小中学生無料
https://www.city.niigata.lg.jp/nishikan/shisetsu/yoka/
bunka/katahigashirekishi.html

〒956-0845 新潟市秋葉区金津186番地
0250-24-6465
毎週月曜日
（祝日の場合は翌日）、年末年始
※展示替え臨時休館あり
９：30～16：30（最終入館は16：00）
300台
大人600円／シルバー
（65歳以上）500円／
高校生・学生300円／小・中学生100円
https://botanical.greenery-niigata.or.jp
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59
00

新潟市岩室民俗史料館

61
00

新潟市北区郷土博物館

昭和年代に電化が進み、それ以前に使われていた
生活用具・漁業・林業・農業を中心とした当時を
知る史料をゆったりとした展示室に陳列しました。
子ども達は先達の知恵と手作業での苦労を学べ、高齢者は悲
喜こもごもの当時を偲び、家族・友達との会話が弾む時空を
超えた一時を過ごすことのできる施設です。また、草履編みな
どの実技教室を開いています。
（申し込みが必要です）

郷土の歴史、民俗を中心とした活動を展開してい
ますが、考古、自然、そして美術、書を含めた幅
広い分野を扱う総合博物館であり、５万点を超える
資料を所蔵しています。
「阿賀北の大地と人々のくらし」
をテー
マとした常設展示や教育普及事業を通して、郷土の歴史や
文化を知ることができます。

みどころ

みどころ

〒950-3322 新潟市北区嘉山3452番地
025-386-1081
毎週月曜日
（祝日の場合は開館）、祝日の翌日、
年末年始（12/28～１/３）
９：00～17：00
19台
無料
https://www.city.niigata.lg.jp/kita/shisetsu/yoka/
bunka/kyodo/museum.html

〒953-0125 新潟市西蒲区和納2丁目9-35
0256-82-1021
毎週火曜日、休日の翌日、年末年始（12/28～1/3）
９：00～16：00
20台
無料
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62
00

新潟市江南区郷土資料館

64
00

新潟市新津鉄道資料館
旧国鉄の鉄道学園として使われた建物を活用して、

江南区の歴史、民俗、文化を伝え、人々の郷土に
みどころ

みどころ

対する理解を深めることを目指しています。常設展
示は「水と人々のあゆみ」をテーマに、常態的な

「鉄道のまち」として知られる新津の鉄道の歴史
や文化について展示している施設です。C57 形蒸

気機関車や E４系新幹線など実物車両７両は見応えがありま
す。電車運転体験シミュレータや４月～ 10月の土・日・祝に

湛水と頻発する洪水に苦しめられた「亀田郷」の人々の水と
のたたかいを、多くの歴史・民俗資料で紹介しています。古
民家再現や亀田郷独特の民具など、見どころ満載の常設展

運行するミニ SL、鉄道模型ジオラマなどはお子さまにも人気

示の他、企画展示や各種講座、体験教室など多くの方々に
利用されています。

です。

〒956-0816 新潟市秋葉区新津東町2-5-6
0250-24-5700
毎週火曜日
（祝日の場合は翌日）、年末年始
９：30～17：00（最終入館は16：30）
100台
一般300円／高校・大学生200円／
小・中学生100円
（土・日曜日、祝日は無料）
http://www.ncnrm.com/

〒950-0144 
新潟市江南区茅野山３丁目１番14号 江南区文化会館内
025-382-1157
毎週金曜日、年末年始（12/29～１/３）
10:00～19:00（日曜・祝日は17：00）
155台
無料
https://www.city.niigata.lg.jp/konan/shisetsu/yoka/
bunka/kounankyodo.html

028

026

63
00

新潟市しろね大凧と歴史の館

65
00

新潟市文化財センター

白根大凧合戦であげられる 24 畳大の大凧をはじ
め、国内はもちろん、世界各国の珍しい凧を展示
している世界最大級の凧の資料館です。館内に
は凧合戦の雰囲気を味わえる立体映像室や凧作りを体験で
きる凧工房、凧揚げ実験室を備えています。また、
「しろね」
の歩みがわかる歴史民俗資料も紹介しており、遊びながら学
べるユニークな施設です。

当センターには、新潟市内の遺跡から発掘された
土器や石器を展示しています。常設展では、時代
に沿って新潟市の歴史が学べる通史展示や、当セ
ンターの活動を紹介するコーナーがあります。また、年に２回
開催している企画展示では、さまざまな角度から遺跡にアプ
ローチしています。敷地内には新潟市指定民俗文化財の旧武
田家住宅と畜動舎があり、見学することができます。

みどころ

みどころ

〒950-1214
新潟市南区上下諏訪木1770-1 白根総合公園内
025-372-0314
第２・４水曜日
（祝日の場合は翌日）、年末年始（12/28～１/３）
９：00～17：00（最終入館は16：30）
44台
大人400円／小・中・高校生200円
※土日祝は中学生以下無料
http://www.shiteikanrisha.jp/ootako/

〒950-1122 新潟市西区木場2748番地1
025-378-0480
毎週月曜日
（祝日の場合は翌日）、祝日の翌日、年末年始、
展示替期間等
９：00～17：00（土・日曜日、祝日10：00～16：00）
39台
無料
http://www.city.niigata.lg.jp/kanko/bunka/rekishi/
maibun/index.html

027
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66
00

新潟市文書館

68
00

新潟市マンガ・アニメ情報館
新潟ゆかりのマンガ家・アニメクリエーターの紹介

「新潟市文書館」は、歴史的に重要な公文書等を
みどころ

みどころ

はもちろん、マンガ・アニメの基本、人気キャラク
ターによる体験装置など、マンガ・アニメの魅力を
伝える楽しい仕掛けが盛りだくさん。子どもから大人まで幅広

適切に保存し、皆さまに広く利用していただくため
の施設として、令和４年１月に開館しました。

利用申請に基づき、所蔵資料を審査の上でご利用（閲覧・
複写）いただくなど、新潟市の歴史に関する調査・研究を支

い世代が楽しめるミュージアムです。常設展示の他にも、マ
ンガ・アニメ関連の話題の企画展も随時実施しています。

援しています。

〒950-3313 新潟市北区太田862番地1
025-278-3260
毎週日・月曜日、祝日、年末年始
9：00～17：00
あり
無料
https://www.city.niigata.lg.jp/kanko/bunka/rekishi/
niigatasibunshokan/

〒950-0909 新潟市中央区八千代2-5-7 万代シテイBP2・1F
025-240-4311
１/１
（他、展示替による臨時休館あり）
11：00～19：00（土・日曜日、祝日10：00～）
なし
常設展：一般200円／中・高校生100円／小学生50円
※企画展は別料金（企画展チケット購入で常設展も観覧可）
http://museum.nmam.jp/

033

032

67
00

新潟市巻郷土資料館

69
00

新潟市マンガの家

巻地区の郷土資料（古文書、文献、民俗資料、
考古資料）の保存・収集と公開をしています。
常設展示は、新潟市指定文化財の「越後毒消しコ
レクション」
（一部）
「のぞきからくり」
、
（屋台一式）などの他、
昔、巻地区の窯元で焼かれた「松郷屋焼」や民具などがあ
ります。

新潟ゆかりのギャグマンガ作家の作品世界に触れ
られるほか、キャラクターの等身大フィギュアなどを
展示しています。参加費・事前申込予約不要のマ
ンガ制作体験や基礎講座「マンガのいっぽ」を毎日開催中
です。
さらに、
季節ならではのワークショップも随時開催中。
「マ
ンガの部屋」では１万冊ものマンガを無料で読むことができ
ます。

みどころ

みどころ

〒953-0041 新潟市西蒲区巻甲3069-1
0256-72-6757
毎週月曜日
（祝日の場合は翌日）、
祝日の翌日
（日曜日の場合は翌々日）、年末年始（12/28〜１/３）
９：00〜16：30（最終入館は16：00）
20台
無料
https://www.city.niigata.lg.jp/nishikan/shisetsu/yoka/
bunka/makikyodo.html

〒951-8063 新潟市中央区古町通6番町971-7
025-201-8923
毎週水曜日
（祝日の場合は翌平日）、年末年始（12/29～１/３）
11：00～19：00
なし
無料
http://house.nmam.jp/
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70
00

新潟市歴史博物館（みなとぴあ）

72
00

北方文化博物館
千町歩地主伊藤家の遺構を保存・活用するため博

みなとぴあは、信濃川河口のほとりにレトロな風情
みどころ

みどころ

でたたずむ港町らしい博物館です。
“見る・聴く・
調べる・体験する”、歴史をさまざまに楽しむこと
ができます。敷地内には二代目市庁舎のデザインを模した博

物館として公開しています。1882（明治 15）年か
ら８年をかけて建てられた主屋・大広間をはじめと

する建物群と、1955（昭和 30）年代に改修し茶室を備えた
池泉回遊式庭園、伊藤家ゆかりの品々のほか博物館資料と

物館本館をはじめ、国指定重要文化財の旧新潟税関庁舎や
国登録有形文化財の旧第四銀行住吉町支店などの歴史的な
建物が並び、
昔の新潟にタイムスリップした感覚が味わえます。

して購入された美術品等の展示を通し、大地主伊藤家の歴
史と暮らしを紹介しています。
「中門受付」
（西門大駐車場側）
を閉鎖する期間がございます。
HP のインフォメーションをご確認下さい。

〒951-8013 新潟市中央区柳島町2-10
025-225-6111
毎
 週月曜日
（休日の場合は翌日）
、
祝日の翌日
（土・日曜日の場合は火曜日）
、

年末年始（12/28～１/３）、
くん蒸期間など
９：30～18：00（10月～３月は17：00）※観覧券の販売は閉館30分前まで
75台
常設展一般300円／高校･大学生200円／小・中学生100円
※企画展観覧料は、
その都度定める
https://www.nchm.jp

〒950-0205 新潟市江南区沢海2-15-25
025-385-2001
無休
９：00～17：00（12月～３月は16：30）
200台
大人800円／小・中学生400円
https://hoppou-bunka.com/

039

035

71
00

新潟大学旭町学術資料展示館

73
00

北方文化博物館 新潟分館

当館の建物は，1929 年に新潟師範学校記念館と
して建設されました。新潟市域に現存する鉄筋コ
ンクリート造の建物としては最古級のもので、国の
登録有形文化財に認定されています。
新潟大学で所蔵する標本類・考古資料・前身校で使用して
いた歴史的実験機器などを常設展示するほか、学内の研究
成果や美術作品などをテーマに企画展を開催しています。

1895（明治 28）年頃の建築で、大正初期に地主
伊藤家が別邸として購入。後に分家（南浜伊藤家）
が住まいとしました。1928（昭和３）年建築の２階
建て洋館では、新潟を代表する書家、歌人の會津八一が晩
年の 10 年間を過ごしました。洋館展示室にて良寛、會津
八一の書を展示のほか、座敷から枯山水の庭園を眺めること
ができます。
（天候によって園内散策も可。
）

みどころ

みどころ

〒951-8122 新潟市中央区旭町通2番町746
025-227-2260
毎週月・火曜日、
年末年始
（12/29〜１/３）
10：00〜12：00、13：00〜16：30
5台
無料
https://www.lib.niigata-u.ac.jp/tenjikan/

〒951-8112 新潟市中央区南浜通2番町562
025-222-2262
毎週月曜日、年末、冬期休館（１月〜２月）
９：30～17：00（12月・３月は16：30）
2台
大人450円／小・中学生200円
http://hoppou-bunka.com/niigatabranch/
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74
00

水の駅「ビュー福島潟」
福島潟と人との関わりの歴史や、これからの展望
みどころ

などを紹介し、地域文化 ･ 創作活動の拠点となる
施設です。地下１階、地上７階、高さ 29m。３階

からは全面ガラス張りで 360 度の展望が楽しめます。また、
映像展示室（４階）では潟から生の動植物の様子が映し出さ
れます。１階～３階までは無料ゾーンで、
４階～７階は有料ゾー
ンです。

〒950-3328 新潟市北区前新田乙493番地
025-387-1491
毎週月曜日
（祝日の場合は翌平日）、年末年始
９：00～17：00（最終入館は16：30）
120台
一般400円／小・中・高校生200円
年間利用券 一般1,000円／小・中・高校生500円
http://www.pavc.ne.jp/~hishikui/index.html

042

75
00

清水園
旧新発田藩下屋敷大名庭園（国指定名勝）近江
八景を取り入れた京風の庭の中央に草書体の「水」
の字を描いた大池泉を配した回遊式庭園は、四季
折々に装いを変え越後路から東北にかけて他に比を見ない名
園と言われます。新発田川を隔て足軽長屋が隣接。全国的
にも例を見ない遺構として、1969（昭和 44）年に国指定重
要文化財となりました。また、市指定文化財、武家屋敷「石
黒家」も移築復元されています。
みどころ

〒957-0056 新発田市大栄町7丁目9-32
0254-22-2659
年末・１月と２月の毎週水曜日
９：00～17：00（11月～２月は16：30）
50台
大
 人700円／高校・大学生・70歳以上600円／小・中学生300円
※20名以上団体割引、各種カード割引あり
http://hoppou-bunka.com/shimizuen/
index.html
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76
00

おしゃぎり会館（村上市郷土資料館）

78
00

燕市産業史料館
燕市産業史料館は日本で初めて「産業」という名

毎年７月７日に行われる「村上大祭」
（重要無形民
みどころ

みどころ

俗文化財）に曳き回される「おしゃぎり」と呼ばれ
る山車を展示していることから「おしゃぎり会館」
の愛称で親しまれています。その他城下町村上ゆかりの刀

前を取り入れた史料館です。
江戸時代から現代まで連綿と続く燕の産業の歴史

を紹介しています。
体験工房館では鎚目入れやぐい呑み製作、スプーンの酸化

剣、甲冑や歴代城に関する歴史資料を展示しています。隣
接する重要文化財の武家屋敷若林家住宅と村上歴史文化館

発色などモノづくり体験ができます。
見て、触れて燕の金属産業の魅力を感じてください。

も共通料金で見学できます。

〒958-0837 村上市三之町７-９
0254-52-1347
年末年始
9：00～16：30
30台
一般500円／小・中・高校生250円
（隣接の若林家住宅・村上歴史文化館との共通券）
http://www.iwafune.ne.jp/~osyagiri/

〒959-1263 燕市大曲4330番地1
0256-63-7666
毎週月曜日
（祝日の場合は翌日）、年末年始
９：00～16：30
179台
大人400円／小・中・高校生100円
http://tsubame-shiryoukan.jp/

049

048

77
00

縄文の里・朝日 奥三面歴史交流館

79
00

彌彦神社宝物殿

全国的に注目されている奥三面遺跡群の元屋敷遺
跡出土品（国指定重要文化財を含む）と奥三面
集落の民具（国指定重要有形民俗文化財を含む）
を様々なテーマに沿って比較展示しています。また、まが玉
や土器・石器、そば作りなどの体験もできます。4 月中旬〜
11 月中旬までの土・日・祝日営業の食堂では地元産のそば
粉で作った十割そばや古代米ご飯の定食、季節の野菜の天
ぷらなどを提供しています。

宝物殿は 1910（明治 43）年竣功。伝世の当神社
社宝を収蔵するとともに、多数の参拝者に展陳公
開することにより、当地方文化活動に貢献する事を
企図して、1968（昭和 43）年御遷座 50 年大祭記念事業の
一環として現在地に新築しました。1972（昭和 47）年、昭
和天皇・香淳皇后両陛下の御親拝を記念し、本県出身の著
名作家等に作品の奉納を懇請して現代美術工芸の名作を常
設展示しています。

みどころ

みどころ

〒959-0393 西蒲原郡弥彦村弥彦2887-2
0256-94-2001
毎週月曜日
（休日の場合は翌日）、冬期休館（１月～２月）
９：00〜16：00
2,000台
大人300（200）
円／高校・大学生200（100）
円／
小・中学生100（50）
円
※
（）内は10名以上の団体料金
https://www.yahiko-jinjya.or.jp

〒958-0241 村上市岩崩612-118
0254-72-1577
毎週月曜日
（祝日の場合は翌日）、年末年始（12/28〜１/４）
9：00〜16：30
34台
大
 人400
（320）
円／小・中・高校生100
（80）
円
※
（）
内は20名以上の団体料金
http://www.iwafune.ne.jp/~joumon/
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80
00

加茂市民俗資料館

82
00

長岡市郷土史料館
悠久山公園の高台にある、城をかたどった建物の

加茂山公園内にあって、青海神社や紅葉スポット
みどころ

みどころ

にほど近く散策がてら立ち寄れます。青海神社春
季例大祭の御神幸の行列を復元した和紙人形や

史料館です。館内展示は、河井継之助・小林虎
三郎・杉本鉞子・山本五十六など、近世から近代

約 990 万年前の魚の化石、市内各所から出土した旧石器時
代～中世の考古資料、加茂ならではの桐箪笥、陣ケ峰瓦、

にかけて長岡の精神文化の礎を築き、日本的、世界的に活
躍した郷土出身の先人の業績とその人となりを紹介していま

加茂縞、昔懐かしい民具などを展示しています。

す。また、今では見られなくなった雪国の積雪期に関する民
俗資料も展示しています。

〒959-1372 加茂市大字加茂229番地１
（加茂山公園内）
0256-52-0089
毎週月曜日、第１・３・５土・日曜日、祝日、年末年始
但し、
４・５月は月曜日のみ（祝日の場合は翌平日）
9：00～17：00
加茂山公園駐車場80台
無料
https://www.city.kamo.niigata.jp/kosodate/shougai/
minzoku/

〒940-0828 長岡市御山町80-24
0258-35-0185
毎週月曜日、祝日の翌日
（土・日曜日は開館）
年末年始（12/28～１/４）
９:00～17:00（最終入館は16:30）
810台
大人300円／高校生200円／小・中学生150円
※団体は20名以上

060

054

81
00

馬高縄文館

83
00

長岡市立科学博物館

史跡馬高・三十稲場遺跡のガイダンス施設で、馬
高遺跡から出土した火焔土器を中心として、火焔
型土器・王冠型土器の展示とその時代の文化が
わかる展示があります。また、遺跡の復元住居も併せて楽し
むことができます。年４回、縄文文化に係る企画展・特別展
が行われるとともに、縄文土器づくりや勾玉づくりなど体験学

常設展示は、長岡の地質や歴史を紹介する①「長
岡のおいたち－自然史」と②「長岡のおいたち－歴
史」、信濃川に沿って山間部・平野部・海岸部の
自然と暮らしを概観できる③「長岡のすがた」、館所蔵の重
要文化財や貴重な受贈資料を公開する④「重要文化財・受
贈資料展示」の４テーマで構成しています。
博物館入口には、200 万年前の長岡の海を泳いでいた全長
８m の海牛の復元模型を展示しています。

みどころ

みどころ

習会も行っています。

〒940-2035 長岡市関原町１丁目3060-１
0258-46-0601
毎週月曜日
（休日の場合は翌平日）、年末年始（12/28～１/４）
９：00～17：00（最終入館は16：30）
42台
一般200（150）
円／高校生以下無料
※
（）内は20名以上の団体料金
https://www.museum.city.nagaoka.niigata.jp/
umataka/

〒940-0084 長岡市幸町2-1-1 さいわいプラザ1階
0258-32-0546
第１・３月曜日
（祝日の場合は翌日）、年末年始（12/28～１/４）
９：00～17：00（最終入館は16：30）
300台
無料
https://www.museum.city.nagaoka.niigata.jp/
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84
00

長岡戦災資料館

86
00

新潟県立歴史博物館

長岡市は、新潟県唯一の大規模戦災都市です。
みどころ

みどころ

1945（昭和 20）年７月 20 日、１発の模擬原子爆
弾が落とされました。そして、その 12 日後の８月１

「火焔土器」のふるさと、長岡市関原の丘陵に建て
られた１万㎡の広大な博物館。
「新潟県のあゆみ」
・

「雪とくらし」
・
「米づくり」
・
「縄文人の世界」
・
「縄
文文化を探る」の展示コーナーを設け、新潟県の歴史と文化

日、アメリカ軍の B29 による焼夷弾爆撃により、市街地の約
８割が焼け野原となり、現在分かっているだけで 1,488 人の

を紹介。昭和 30 年代の雪国の雁木通りや、縄文人の春夏
秋冬の暮らしを実物大のジオラマで復元しており、昔にタイ

尊い生命が失われました。

ムスリップした気分を味わえます。

長岡戦災資料館は、長岡空襲の史実を風化させることなく語
り継ぐとともに、平和の尊さを次世代に確実に伝えていくため
の施設です。

〒940-2035 長岡市関原町1-2247-2
0258-47-6130
毎週月曜日
（祝日の場合は翌平日）、年末年始（12/28～１/３）
９：30～17：00（最終入館は16：30）
184台
一般520円／高校・大学生200円／中学生以下無料 
※企画展は別に定める
http://nbz.or.jp/

〒940-0061 長岡市城内町2丁目6番地17
0258-36-3269
毎週月曜日
（祝日の場合は翌日）、年末年始
９：00～17：00（最終入館は16：30）
なし
無料
https://www.city.nagaoka.niigata.jp/kurashi/cate12/
sensai/siryoukan.html

066

063

85
00

長岡藩主 牧野家史料館

87
00

長谷川邸（旧長谷川家住宅）

「長岡藩主牧野家」をキーワードとして、近世長岡
の歴史文化の特徴を紹介しています。「長岡城復
元模型」や天守閣に相当する「御三階」復元模型、
藩主牧野家や藩士ゆかりの品々は必見です。

武士の出身といわれる長谷川家が、塚野山に居を
構えたのは江戸時代の初め頃です。以来山村地主
としての地位を固め、代々庄屋を勤めてきました。
敷地は街道に面した間口約 70 ｍ、奥行 120 ｍと広大な物で、
周囲に壕をめぐらせているのが特徴です。主屋は 1706（宝
永３）年の大火で類焼し、1716（享保元）年に再建されたと
伝えられてます。新潟県内最古の豪農の館です。

みどころ

みどころ

〒940-0084 長岡市幸町2-1-1
0258-32-0546
第１･３月曜日
（祝日の場合は翌日）、
年末年始（12/28～１/４）
９：00～17：00（最終入館は16：30）
300台
無料
https://www.museum.city.nagaoka.niigata.jp/

〒949-5123 長岡市塚野山773番地１
0258-94-2518
冬期休館（12/１～３/31）
９：00～16：30
59台（バス８台）
大人420（360）
円／小人（小･中学生）210（150）
円
※
（）内は20名以上の団体料金
https://www.city.nagaoka.niigata.jp/kankou/miru/
siryou/hasegawa
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88
00

藤橋歴史の広場

90
00

綾子舞会館
国指定重要無形民俗文化財「綾子舞」に関する

史跡藤橋遺跡に親しんでいただけるように願い設
みどころ

みどころ

置されました。
「ふじはし歴史館」には遺跡から発見された玉資料

衣装・道具・資料等を展示し、綾子舞の映像や
鵜川の自然、風俗もパネルで鑑賞していただけま

す。また、66 畳の伝承稽古場からは市指定文化財の静雅
園を眺めることができます。

や石鏃などを展示し、発掘で検出された掘立柱建物の発掘
当時の柱穴が展示されている「遺構展示館」や復元住居「縄
文の家」などが見られます。また、広場内には縄文時代に
食べられていたトチノキが植えられるなど散策も楽しめます。

〒945-1252 柏崎市大字女谷4529番
0257-29-3811
毎週水曜日、年末年始（12/29～１/３）
9：30～16：00
約10台
無料
https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/soshikiichiran/
kyoikuiinkai/hakubutsukan/kanri/3/4800.html

〒940-2126 長岡市西津町4157番地１
0258-46-8441
毎週月曜日
（休日の場合は翌平日）、冬期休館（12/１～３/31）
９：00～17：00（最終入館は16：30）
30台
無料
http://www.museum.city.nagaoka.niigata.jp/

072

068

89
00

山口育英奨学会 郷土資料館

91
00

柏崎市史跡・飯塚邸

四つのテーマ館で構成されており、豪雪地帯の冬
の暮らしぶりや「小国和紙」の紙漉き道具を展示
した資料館、また明治時代に多くの企業を創立し
た 山口権三郎翁 の業績を紹介した資料館本館の「敬山閣」
、
大庄屋格であった山口家で使用されていた生活調度品などを
展示した漆器館などがあります。山口庭園は京風回遊式庭園
で池には錦鯉が泳いでいます。

史跡・飯塚邸は、近世・近代の越後の上質な和
風建築を今に伝える施設です。
天皇家より「秋幸苑（しゅうこうえん）
」の名を賜っ
た池泉回遊式庭園は、石灯籠や景石、多様な植物により、
四季折々の情景を楽しめます。

みどころ

みどころ

〒945-1122 柏崎市大字新道5212番地4
0257-20-7120
毎週月曜日
（祝日の場合は翌日）、冬期休館（12/1〜3/31）
9：00～17：00
約10台
一般〔高校生以上〕430（340）
円／小・中学生210（160）
円
※
（）内は20名以上の団体料金
https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/soshikiichiran/
kyoikuiinkai/hakubutsukan/kanri/8/4284.html

〒949-5222 長岡市小国町横沢802番地
0258-95-2002
毎週月曜日
（祝日・振替休日の場合は翌日）、
冬期休館（11月下旬〜４月中旬）
９：00～16：00
20台
無料
https://yamaguchi-esf.or.jp
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92
00

柏崎市立博物館
みどころ

94
00

痴娯の家
全国の郷土玩具約１万点を展示。こけし、凧、土

“米山をとりまく自然と文化―そして創造のまち”を
テーマに、私たちの地域の成り立ちを、わかりや

みどころ

すく知っていただくための総合博物館です。展示
室では、米山の自然と信仰や柏崎の大地と生きもの、そして

鈴、面、木地玩具のコマ、土人形、張り子等々。
全国すべての県の玩具があります。文楽人形、ア

イヌ民俗品、渋沢栄一ゆかりの青い目の人形等も展示してい
ます。

柏崎の歴史と文化を紹介し、期間限定で企画展等も開催し

１人の人間が一生かけて集めたなつかしい玩具が皆様の来

ています。プラネタリウムでは、緻密でリアルな美しい星空
と高精細で迫力ある多彩な映像をお楽しみいただけます。

館をお待ちしております。
「三角だるま 絵付け体験」

〒945-0841 柏崎市緑町８番35号
0257-22-0567
毎週月曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始（12/29～1/3）
9：00～17：00（最終入館は16：30）
約50台

新潟県の郷土玩具として有名な三角だるまの絵付けができます。
製作時間は１時間程度です。電話にてご予約ください。

一般・高校生 常
 設展・プラネタリウム共通460（370）
円／
常設展300（240）
円／プラネタリウム280（220）
円
小・中学生
常設展無料／プラネタリウム140（110）
円
未就学児
常設展／プラネタリウム無料
※
（）内は20名以上の団体料金
※身体障がい者手帳、精神障がい者福祉保健手帳、療育手帳をお持ちの方は、本人と介助者1名半額
※企画展は別に定める

〒949-3661 柏崎市大字青海川181
0257-22-0777
毎週水曜日、冬期休館（12月～２月末）
９：30～17：00（11月は16：30）
250台
大人500円／小・中学生300円
http://www.colle-vill.com

https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/k_museum/

076

073

93
00

黒船館

95
00

同一庵藍民芸館

柏崎市内にある「花田屋」の三代目・吉田正太郎
とその実弟・吉田小五郎の収蔵品をもとに展示公
開しています。今日の国際交流の基盤をなす開国
前夜と、その後の文明開化資料を中心に、明治の石版画や
版画家 川上澄生の作品を展示しています。

柏崎の正法寺住職・松田政秀（1907 ～ 1981）は、
柳宗悦の民芸運動に共感し明治から昭和のはじめ
頃、暮らしの中で使われてきた手仕事の美しく親し
みのあるものを収集しました。力強く美しい筒描木綿の布団
地や幟、絣織や型染の古布、明治ベロ藍の器類。当時の娯
楽の幻灯、また中国・アジアの骨董・民芸品も展示していま
す。特別展として作家の作品展示等もあります。

みどころ

みどころ

〒949-3661 柏崎市青海川181
0257-21-1199
毎週水曜日、冬期休館（12月～3月第3金曜日）
９：30～17：00（11月は16：30）
250台
大人500（450）
円／小・中学生300（250）
円
※
（）内は20名以上の団体料金
※障がい者割引有
http://www.colle-vill.com

〒949-3661 柏崎市青海川181
0257-21-1188
毎週水曜日、冬期休館（12月〜２月）
９：30～17：00（11月は16:30）
250台
大人500円／小・中学生300円
http://www.colle-vill.com/kurofunekan.html
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96
00

ドナルド・キーン・センター柏崎

98
00

おぢや震災ミュージアムそなえ館
新潟県中越大震災から得た教訓を、次世代・次の

2019 年逝去された日本文学研究者ドナルド・キー
みどころ

みどころ

被災地へ伝え、未来の災害に対する「そなえ」を
学ぶための防災学習研修施設。新体感型地震シ
ミュレーションシステムＭＸ４Ｄで中越大震災発生の様子をリ

ン先生の生涯・人となりを、クロニクル・日本文
学研究の中で出会った作家たち、代表作品等を通

じて紹介しています。復元展示室では、ニューヨークの書斎
をそのまま再現。研究に没頭していた在りし日の先生の研究

アルに再現！あなたはこの体感で必ず「そなえ」たくなる！館
内では、防災クイズや身近なものを使った防災工作に挑戦す

にかける思いを体感することができます。

ることができます。

〒947-0026 小千谷市上ノ山4丁目４番2号
小千谷市民学習センター
「楽集館」
２階
0258-89-7480
毎週水曜日
（祝日の場合は翌日）、年末年始
9：00～17：00
180台
無料
https://www.ojiyasunplaza.jp/sonae/

〒945-0063 柏崎市諏訪町10-17
0257-28-5755
毎週月・火曜日、冬期休館（12/26～３/31）
10：00～17：00（最終入館は16：30）
25台
大人500（400）円／中・高校生200（160）円／小学生100（80）円
※
（）内は20名以上の団体料金
https://www.donaldkeenecenter.jp/

080

078

97
00

小千谷市錦鯉の里

99
00

大棟山美術博物館

錦鯉の発祥の地小千谷市で生産された優秀鯉３００
匹余を身近に観賞することができ、錦鯉の歴史、
品種、飼い方なども分かりやすく紹介しております。
大きなものでは体長が１ｍを超えるものや体重 20 キロ近い
巨鯉も泳いでおり、迫力あるエサやりも体験できます。ご予
約をいただければ係員がご案内いたします。

大棟山美術博物館は、造り酒屋の名残を今にとど
める 700 年近い歴史をもつ村山家の旧宅です。見
どころは、旧主屋・表門（十日町市指定文化財）
をはじめ、館内には村山家の歴史・伝統を伝える調度品や数々
の古美術品が展示されています。
また、村山家には作家坂口安吾の叔母と姉が嫁いでおり、安
吾も幾度となく訪れました。当時使用していた部屋が安吾の
部屋として公開されています。

みどころ

みどころ

〒947-0028 小千谷市城内１-８-22
0258-83-2233
年末年始
9：00～18：00（12月～２月は9：00～17：00）
60台
大人520円／小・中学生310円／幼児無料
http://www.nishikigoinosato.jp

〒942-1406 十日町市松之山1222
025-596-2051
月〜木曜日
（但し祝祭日は開館）、冬期間
９：00〜16：00
10台
大人500円／小・中・高校生300円
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100
00

十日町市博物館

102
00

新潟県立浅草山麓エコ・ミュージアム
越後三山只見国定公園内の浅草山麓に広がる緑豊

県内唯一の国宝を展示する施設として、2020 年６
みどころ

みどころ

月にオープンしました。
「国宝・火焔型土器のふる
さと－雪と織物と信濃川－」をテーマに、「国宝・火

かな自然体験施設です。
広い敷地内には展示施設と自然散策路があり、自

焔型土器をはじめとした縄文文化」、「古代からの歴史がある
織物文化」、これらを生み出す原動力となった「雪と信濃川

然散策路ではブナの森、ミズバショウの湿原等、普段触れる
ことのない大自然を楽しむことができます。

の恵みと文化」を紹介しています。最新の VR 技術を使った
仕掛けなど、大人から子どもまで楽しめる展示となっています。

施設には地元ネイチャーガイドが常駐しており、自然散策路
内にはバリアフリーの木道路もありますので、安心してお楽し
みいただけます。
〒946-0303 魚沼市大白川字浅草山1501
090‐5342‐4659（衛星電話）
11月上旬から５月下旬
（積雪や感染症等の状況により休園する場合があります。）
９:00～17:00（天候等により変更する場合があります）
15台（マイクロバス２台）
無料
http://www.eco-museum.jp/museumguide.html

〒948-0072 十日町市西本町一丁目448-9
025-757-5531
毎週月曜日
（祝日の場合は翌平日）、年末年始（12/28～１/３）
９：00～17：00（最終入館は16：30）
50台
一般500円
（400円）／中学生以下無料
※
（）内は20名以上の団体料金
※特別展は別途料金が必要
https://www.tokamachi-museum.jp/

087

082

101
00

見附市民俗文化資料館（みつけ伝承館）

103
00

三国街道脇本陣跡 池田家

見附市民俗文化資料館は旧北谷中学校舎を活用し、
「はた・くらし・見附」を基本テーマに 1980（昭和
55）年６月に開館しました。
その後 2010（平成 22）年４月にみつけ伝承館という愛称で、
移転リニューアルオープンしました。
現在は主に国指定史跡耳取遺跡から出土した縄文土器を中
心とした考古資料や、見附市の歴史・民俗資料も展示して
います。

三俣地区の「池田家」は、380 年以上前の江戸
時代に建築された三国街道に残存する脇本陣跡
で、当時問屋としても機能しました。
「三国三宿」
の三国街道に残る江戸時代の建物は、今ではここ「池田家」
のみです。江戸時代には参勤交代の家老や佐渡奉行、明治
時代には山縣有朋や森鴎外らが宿泊。宿泊者の宿札や、格
式高い人が使用した上段の間など、貴重な建造物を見学で
きます。

みどころ

みどころ

〒949-6211 南魚沼郡湯沢町大字三俣780番地
025-784-2211
冬期休館（12月～３月）
９：00～16：30
5台
大人300円／中学生以下150円
※15名以上団体割引あり
※未就学児、障がい者手帳をお持ちの方は無料
https://www.town.yuzawa.lg.jp/soshikikarasagasu/
kosodatekyoikubu/kyoikuka/10/2/5770.html

〒954-0052 見附市学校町2-7-9
0258-63-5557
毎週月曜日
（祝日の場合は翌平日）、年末年始（12/29～１/３）
10:00～17:00
8台
無料
https://www.city.mitsuke.niigata.jp/3071.htm
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104
00

湯沢町歴史民俗資料館「雪国館」
湯沢町が舞台となった川端康成の小説『雪国』に
みどころ

関する展示や、「雪国」湯沢の暮らしぶりや歴史
に関する展示。小説のヒロイン、駒子のモデルと

なった芸者が住んだ置屋を移築展示した「駒子の部屋」や『雪
国』日本画ギャラリーでも『雪国』の世界を味わえます。

〒949-6101 南魚沼郡湯沢町大字湯沢354-１
025-784-3965
毎週水曜日
（祝日の場合は翌日）
９：00～17：00（最終入館は16：30）
10台
大人500円／小・中学生250円
http://www.e-yuzawa.gr.jp/yukigunikan/

093

105
00

春日山城史跡広場・春日山城跡ものがたり館
春日山城史跡広場では、調査によって確認できた
土塁や堀、道、堀立柱建物などが復元され、中世
の春日山城を体感できます。
監物堀に植えられたカキツバタは、５月上旬が見頃です。
春日山城跡ものがたり館では、上杉謙信公や、当時の春日山
城の様子などを大型画面のビデオで紹介しているほか、川中
島合戦図屏風などを展示しています。
みどころ

〒943-0802 上越市大字大豆334
025-544-3728
毎週月曜日
（祝日の場合は翌日）、冬期休館（12/１〜２月末日）
９：00～16：30
12台
無料
https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/
bunkagyousei/sisetu-monogatari.html
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106
00

片貝縄文資料館

108
00

旧師団長官舎
旧師団長官舎は、1910（明治 43）年、旧日本陸

中郷区には、県指定史跡「籠峰遺跡」をはじめと
みどころ

みどころ

した、数多くの縄文時代の遺跡が見つかっていま
す。四季折々に姿を変える美しい妙高山を眺めな

軍高田第 13 師団長、長岡外史中将によって建て
られたもので、上越市内に残る数少ない明治期の

和洋折衷の木造建築物です。
市文化財の保存と、街なかの賑わい創出に向けた更なる利

がら縄文人のくらしぶりに思いを馳せ、古代ロマンを体感で
きる資料館です。

活用を図るため改修工事を行い、これまでの建物見学に加え
て、文化財としての趣を活かしつつ、民間事業者によるレス
トランとしても利活用しています。

〒949-2312 上越市中郷区片貝92-2
0255-74-4404
毎週火曜日、年末年始（12/29〜１/３）、冬期休館（12/1〜３月末日）
※冬 期休館期間内で観覧を希望する場合は、事前にご連絡
ください。
９：00〜17：00
20台
無料
https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/
bunkagyousei/katakaijomon.html

〒943-0833 上越市大町２丁目３番30号
025-526-5903
毎週月曜日
（休日の場合は翌日）、休日の翌日、
年末年始（12/29～１/３）
10:00～17:00（ただし、館内のレストラン
「エリス」の営業時間
や予約・料金などについては、事前に要確認）
14台
無料
https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/bunka/
sisetu-tourist-kansha.html

100

097

107
00

旧今井染物屋

109
00

上越科学館

旧今井染物屋は、江戸時代末期に建てられた、上
越市内に現存する町家の中でも最も古く、最大級
の町家です。保存状態もよく、高田を代表する町
家として価値が高いことから、2019（令和元）年８月に上越
市文化財に指定されました。
建物の保存と更なる活用を図るために耐震改修工事を行い、
バテンレースを基軸とした常設工房を設置するとともに、地域
文化の継承と発信の拠点として 2021（令和３）年４月に開館
しました。

上越科学館は、
“人間の科学”と“雪の科学”をテー
マに、みて、ふれて、たしかめて楽しめる科学館
です。
生命のふしぎ、人と環境、雪のサイエンスなど、テーマごと
にゾーンを分け、分かりやすく展示されています。
「生命の進
化と環境」のゾーンには動く恐竜がいます。
屋外には“サイエンスプレイパーク”
（公園）もあり、晴れた
日には楽しい遊具やおもしろ自転車をお楽しみいただけます。

みどころ

みどころ

〒943-0833 上越市大町５丁目５番７号
025-520-9788
毎週月曜日
（休日の場合は翌日）、休日の翌日、
年末年始（12/29～１/３）
10:00～17:00
19台
無料
https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/bunka/
rekishi-keikan-house-imai.html

〒942-0063 上越市下門前446-２
025-544-3939
毎週月曜日、祝日の翌日
９:00～17:00（最終入館は16:30）
550台
一般（高校生以上）620円／小・中学生310円／
シニア（65歳以上）460円
https://jscience.jp/

099

77

ミュージアムショップ

レストラン・カフェ

クローク・ロッカー

授乳室

104

ベビーカー貸出

スロープ・フラットフロア

車椅子貸出

バリアフリートイレ

78

110
00

上越清里星のふるさと館

112
00

上越市立歴史博物館
上越市には、かつて越後国の政治・経済の中心

標高 482ｍという空気の澄んだ、
清里区青柳の坊ヶ
みどころ

みどころ

であった越後国府が置かれ、
「越後の都」として
栄えました。戦国時代、春日山城が築かれ、やが
て福島城、高田城へと城は移っていきましたが、
「越後の都」

池湖畔にある天体観測及び星に関する資料を展示
した施設です。県下最大の 65cm 反射望遠鏡を

使った天体観測、プラネタリウム上映による季節の星座や天
体シミュレーション体験のほか、迫力ある全天周番組を上映

の地位もまた福島城、高田城へと引き継がれていったのです。
歴史博物館では、この「越後の都」を中心に据え、地域の
産業や文化、雪国のくらしを紹介しています。

しています。
また、県指定の天然記念物「櫛池の隕石」の実物など宇宙
に関する資料を展示しています。

〒943-0835 上越市本城町7-7（高田城址公園内）
025-524-3120
毎週月曜日
（祝日の場合は翌日）、祝日の翌日、年末年始
９：00～17：00（４月～11月）、10：00～16：00（12月～３月）
一般510（410）
円／小・中・高校生260（210）
円
※
（）内は20名以上の団体料金
※幼児および上越市内の学校に通う小中学生は無料
https://www.city.joetsu.niigata.jp/site/
museum/

〒943-0531 上越市清里区青柳3436-2
025-528-7227
毎週火曜日
（祝・休日の場合は翌日）、冬期休館（12/1〜3/31）
10：00～17：00
50台
入館のみ 一般460円／小・中学生310円
プラネタリウム利用入館料 一般620円／小・中学生410円
http://www.tenmon.jorne.ed.jp/

40台
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105

111
00

上越市埋蔵文化財センター

113
00

上越歴史館 釜蓋遺跡ガイダンス

上越市内の埋蔵文化財を研究・保管・公開する
施設です。市内の歴史に関する展示のほか、調
査室の大きな窓からは、出土品の整理や復元作業
を見ることができます。春日山城跡のふもとにあり、豊かな自
然になじむ土壁色の日本家屋風の建物です。

「釜蓋遺跡」は川と環濠に囲まれた弥生時代の終
わり頃から古墳時代のはじめ頃の集落跡で、当時
の上越地方の中心的集落だったと推定されていま
す。釜蓋遺跡ガイダンスでは遺跡発掘の見学や出土品の展
示、体験学習などを通じて遺跡がもつ魅力をみなさんに発信
します。また、新潟県有形文化財に指定された吹上遺跡の
出土品と釜蓋遺跡の出土品を展示しています。体験学習室
では勾玉づくりなどができます。

みどころ

みどころ

〒943-0807 上越市春日山町1丁目2-8
025-521-6280
毎週火曜日
（祝日・休日の場合は翌日）、
年末年始（12/29〜1/3）
９：00〜17：00（最終入館は16：30）
50台
無料
https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/
bunkagyousei/sisetu-maizou.html

〒943-0861 上越市大和5丁目4番7号
025-520-7166
毎週火曜日
（祝日の場合は翌日）、年末年始（12/29〜1/3）
９：00〜17：00
50台
無料
https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/
bunkagyousei/kamabuta-pg.html
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114
00

浄興寺宝物殿

116
00

高田まちかど交流館
1931（昭和６）年に百三十九銀行本店として建てら

浄興寺は浄土真宗の宗祖親鸞聖人によって 1224
みどころ

みどころ

年に創設された寺院です。現在の地に建立し約
360 年の年月を経ています。また、
1989（平成元）

れた、当時では珍しい鉄筋コンクリート造の建物で
す。2019（平成 31）年３月に上越市文化財に指定

年には本堂が国の重要文化財に指定されました。本廟には、
親鸞聖人の御頂骨が納められています。

されました。ホールは、貸館として利用できるほか、貸館が
ない場合には、無料で見学・休憩できます。また、展示室

宝物殿には、親鸞聖人の時代より続く数々の宝物や、上杉謙

では、建物の特徴や銀行の歴史、建築当時の高田のまちの

信公ゆかりの品などが展示されています。

歴史などを知ることができます。
〒943-0832 上越市本町３丁目３番２号
025-526-6903
第２水曜日
（休日の場合は翌日）、年末年始（12/29～１/３）
９:00～18:00
（ホールは22:00まで、貸館での利用ができます）
なし ※隣接の有料駐車場（27台）
あり
無料
１時間につき ホール：390円、ポータブ
※ホール貸館の場合、
ルステージ一式：210円、音響設備一式：230円
https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/bunka/
takadamatikado.html

〒943-0892 上越市寺町2丁目6-45
025-524-5970
年末年始（12/27～１/３）
９：00～16：00
30台
大人500円／学生400円
※20名以上の場合団体割引あり
http://www.johkohji.com/

111

109

115
00

高田城三重櫓

117
00

日本スキー発祥記念館

高田城のシンボルであった三重櫓を 1993（平成５）
年に建設。築造にあたっては絵図や古文書の検討、
発掘調査など詳細な調査・研究を行い、設計に活か
しました。１・２階は展示室となっており、絵地図を用いたパネル
展示で昔と現在の高田城下町を結びつける内容となっています。
また、マウス操作による VR で江戸時代の高田城の内部・周辺
を体感できます。
３階は展望室となっており、
城下を一望できます。

上越市において日本で初めて本格的なスキーの指
導を行ったオーストリア・ハンガリー帝国の軍人・
レルヒ少佐や、軍隊だけでなく民間にもスキーを広
めた長岡外史についての展示をしています。また、上越市の
スキー産業に関するものやスキー用具、スキーが伝わった当
時の貴重な資料などを展示しています。

みどころ

みどころ

〒943-0835 上越市本城町6-1（高田城址公園内）
025-524-3120
毎週月曜日
（祝日の場合は翌日）、祝日の翌日、年末年始、冬期休館あり
９：00～17：00
公園内に約850台
一般310（160）
円／小・中・高校生160（80）
円
※
（）内は20名以上の団体料金
※幼児および上越市内の学校に通う小中学生は無料
https://www.city.joetsu.niigata.jp/site/museum/
takada-castle.html

〒943-0893 上越市大貫2-18-37
025-523-3766
毎週月曜日
（祝日の場合は翌日）、祝日の翌日、年末年始
９：00～16：30（11月～３月は10：00～16：00）
15台
一般460（310）
円／小・中・高校生160（100）
円
※
（）内は20名以上の団体料金
※幼児は無料
https://www.city.joetsu.niigata.jp/site/museum/sisetuski.html
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118
00

牧歴史民俗資料館

120
00

林泉寺宝物館
林泉寺は上杉謙信公が幼少期を過ごしたお寺とし

当館は、宮口古墳群をはじめ、高田平野東部の古
みどころ

みどころ

墳群の出土品や牧区に残る民俗資料を後世に伝え
るために開館しました。石室模型をはじめ宮口古

て知られていますが、その先祖の長尾家、上杉氏
が会津へ移封後の堀家、江戸時代の松平家、榊

墳群から出土した、金銅装円頭太刀（県指定文化財）
、アス
ファルト塗り土玉、勾玉などの装飾品を中心に、上越地方の

原家と、常に越後国主と深い関わりを持ち、各大名の墓所を
守ってきた歴史があります。宝物館ではそれらの資料を展示・

埋蔵文化財が展示されています。

紹介しています。

〒943-0644 上越市牧区宮口1483-1
025-533-5117
年末年始
※平日に入館希望の場合は、事前に牧区総合事務所
（025-533-5141）に連絡が必要。
９：00～16：00
10台
一般200（150）
円／小・中学生100（80）
円
※
（）内は10名以上の団体料金
※幼児および上越市内の学校に通う小中学生は無料
https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/maki-ku/
maki-rekishi.html

〒943-0801 上越市中門前1-1-1
025-524-5846
毎週水曜日
10：00～16：00
30台
大人500円／小・中学生250円 ※25名以上は１割引
http://www.valley.ne.jp/~rinsenji/index.html

117

114

119
00

ライオン像のある館

121
00

糸魚川フォッサマグナミュージアム

ライオン像のある館の建物である旧直江津銀行は、
1895（明治 28）年、
「直江津積塵（せきじん）銀行」
の名称で発足し、明治期の直江津の商工業を支え
ました。銀行解散後、海運業を営む高橋達太が銀行の建物
を取得し、1920（大正９）年に現在の場所に移築。回漕店
の社屋として使用されていました。
2019（平成 31）年３月に上越市文化財に指定されました。

ヒスイは、国石（日本を代表する石）です。当館
では、糸魚川市内の海岸で見つかったヒスイのほ
か、世界の珍しい鉱物や化石を展示しています。
また、
日本列島の地質を東西に分断する「フォッサマグナ」と、
日本列島誕生を映像で知ることができます。
誕生して 46 億年の地球。大地や石が伝える太古のメッセー
ジをお楽しみください。

みどころ

みどころ

〒942-0001 上越市中央３丁目７番31号
025-544-6238（開館日以外の問合せ先：025-520-5629）
４月～11月の月～金曜日
（夏休み期間中及び祝日を除く）、
12月～３月
（三八朝市が開催される土・日曜日及び祝日を除く）
10:00～17:00（三八朝市の開催日は９:00～17:00）
なし ※近隣の船見公園駐車場（170台）あり
無料
https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/bunka/
raionzou.html

〒941-0056 糸魚川市大字一ノ宮1313番地
025-553-1880
1
 2月～２月の毎週月曜日・祝日の翌日、
年末年始
（12/28～１/４）
９：00～17：00（最終入館は16：30）
144台
一般500（400）
円／高校生以下無料
※
（）内は20名以上の団体料金
https://fmm.geo-itoigawa.com
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122
00

糸魚川歴史民俗資料館（相馬御風記念館）

124
00

長者ケ原考古館
長者ケ原考古館では、長者ケ原遺跡をはじめとし

糸魚川歴史民俗資料館は、通称「相馬御風記念
みどころ

みどころ

館」と呼ばれ、明治から昭和にかけて歌人、詩人、
自然主義評論家、作詞家、翻訳家、随筆家、郷

た市内の遺跡からの出土品を展示しています。縄
文から江戸時代まで、
糸魚川のあゆみをたどります。

土研究家、さらに良寛研究の第一人者として活躍した相馬御
風（そうまぎょふう）の関係資料を中心に、御風と親交のあっ
た人々の作品や古書画などのコレクションを収蔵・展示して
います。
〒941-0056 糸魚川市大字一ノ宮1383
025-553-1900
12月～２月の毎週月曜日、祝日の翌日、
年末年始（12/28～１/４）
９：00～17：00（最終入館は16：30）
80台
一般300（200）
円
※
（）内は20名以上の団体料金
※フォッサマグナミュージアムとの共通入館券あり
※高校生以下、各種障がい者手帳所持者無料
https://www.city.itoigawa.lg.jp/
dd.aspx?menuid=6174

〒941-0056 糸魚川市一の宮1-2-2
025-552-7471
毎週月曜日、祝日の翌日、年末年始（12/28～１/４）
９：00～16：30
なし ※糸魚川市民会館駐車場利用可
一般300（200）
円
※
（）内は20名以上の団体料金
※高校生以下、各種障がい者手帳所持者無料
https://www.city.itoigawa.lg.jp/gyofu/

122

119

123
00

塩の道資料館

125
00

関川関所 道の歴史館

糸魚川市と長野県松本を結ぶ約 120km の「塩の
道」
。背や牛に塩や海産物を載せて往来したボッカ
（荷運びの人夫）や牛方（うしかた）の人たちの
生活用具を収集し、展示しています。運搬具や日常生活用具
類、塩の道関係の資料が中心です。運搬具のコレクション
706 点は、特に貴重な資料として国の有形民俗文化財に指
定されています。

貴重な文献資料やジオラマを展示した「道の歴史
館」
、江戸時代の関所を再現した「関川の関」を
中心に道と関所を担ってきた役割や、人と物の交
流の歴史をたどる情報がいっぱいのミュージアム。
「道の歴史館」には大型スクリーンによる街道シアターで「北
国街道 歴史紀行」他を上映。また館内４台のパソコンクイ
ズにより歴史を楽しく学べます。

みどころ

みどころ

〒949-2112 妙高市大字関川272
0255-86-3280
冬期休館（12/１～４/９）
９:00～17:00（最終入館は16:30）
20台
大人500円／小・中学生300円
※団体割引有り
http://myhp.joetsu.ne.jp/sekigawa-sekisyo/

〒949-0554 糸魚川市大字山口552
025-558-2202
毎週月・火・水・木曜日、冬期休館（12月〜３月末）
９:00～16:00
30台
大人400円／小学生100円
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126
00

赤泊郷土資料館
みどころ

128
00

佐渡博物館
佐渡博物館は、佐渡の持つ貴重な自然、風土、

赤泊郷土資料館は、
「島の祭り」と「文化とくらし」
をテーマにした郷土資料館です。

みどころ

一つ目のテーマ「島の祭り」では、赤泊地区や佐
渡島内に伝承されてきた情緒あふれる素朴な芸能を紹介して

考古、歴史、美術、芸能などの資料を総合的に収
集、展示する総合博物館です。常設展では、佐渡

３億年の自然、歴史、文化を広く楽しむことができます。
また、日本画の巨匠・土田麦僊の資料、赤玉石など佐渡の

います。

岩石を集めたロックガーデン、旧浅島家住宅（移築した茅葺

二つ目のテーマ「文化とくらし」では、赤泊地区の民俗資料
を展示しており、生きてゆくための村人の苦闘の歩みを紹介

屋根の古民家）なども展示しています。

しています。

〒952-1311 佐渡市八幡2041番地
0259-52-2447
年末年始（12/29〜１/３）
８：30〜17：00
20台
大人500（400）
円／小・中学生200（160）
円
※
（）内は15名以上の団体料金
https://www.city.sado.niigata.jp/site/museum/
457.html

〒952-0711 佐渡市赤泊2458番地
0259-87-3141
年末年始（12/29〜１/３）
８：30〜17：00（最終入館は16：30）
30台
大人200（160）
円／小・中学生100（80）
円
※
（）内は15名以上の団体料金
https://www.city.sado.niigata.jp/site/museum/
465.html

128

126

127
00

佐渡国小木民俗博物館

129
00

史跡佐渡金山

1920（大正９）年に建てられた宿根木小学校の木
造校舎をそのまま残した博物館です。
館内では、国指定重要有形民俗文化財である「南
佐渡の漁撈用具」や「船大工用具及び磯舟」など、数多く
の民俗資料を主に展示しています。
また、当時の図面を参考に、実物大に復原された千石船「白
山丸（はくさんまる）
」を展示しています。

佐渡島には 50 を超える鉱山跡が現存し、この相
川の金銀山はその中でも主要な鉱山跡で、現在は
「史跡佐渡金山」として 400ｋｍを超える坑道の
一部を一般に公開しています。坑道跡、採掘・製錬施設跡
は国の重要文化財、史跡、近代化産業遺産に指定されており、
約 400 年に亘って鉱山界をリードした日本最大級の金銀山の
歴史が感じられます。

みどころ

みどころ

〒952-0612 佐渡市宿根木270番地2
0259-86-2604
12月〜２月の毎週月曜日、年末年始（12/29〜１/３）
８：30〜17：00（最終入館は16：30）
50台
大人500（400）
円／小・中学生200（160）
円
※
（）内は15名以上の団体料金
https://www.city.sado.niigata.jp/site/museum/
458.html

〒952-1501 佐渡市下相川1305
0259-74-2389
無し
8：30～17：30（最終入館は17：00）
（11～3月は8：00～17：00（最終入館は16：30））
550台
900円～
http://www.sado-kinzan.com/
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130
00

史跡佐渡奉行所跡

132
00

両津郷土博物館

江戸幕府が、佐渡金銀山と佐渡一国を治めるため
みどころ

みどころ

に相川に置いた佐渡奉行所を復元した施設です。
金銀山の管理と行政を行う役所（御役所）と、金

自然の優しい温もりにつつまれた両津郷土博物館
のテーマは、
「海」
「くらしと木」そして「祭」です。
それぞれゆったりとしたスペースに、各方面から集

められた資料がのびのびと展示されています。
※令和５年１月４日以降は、事前予約制とさせていただきます。
見学希望の方は、佐渡市教育委員会社会教育課佐渡学セ

や銀を選鉱する工場（勝場（せりば）
）をご覧いただけます。

ンター（0259-52-2447）までお電話ください。

〒952-0021 佐渡市秋津1596番地
0259-52-2447（佐渡市教育委員会社会教育課佐渡学センター）
年末年始（12/29〜１/３）
８：30〜17：00（最終入館は16：30）
50台
大人300（240）
円／小・中学生100（80）
円
※
（）内は15名以上の団体料金
https://www.city.sado.niigata.jp/site/museum/
460.html

〒952-1531 佐渡市相川広間町1番地1
0259-74-2201
年末年始（12/29〜１/３）
８：30〜17：00（最終入館は16：30）
10台
大人500（400）
円／小・中学生200（160）
円
※
（）内は15名以上の団体料金
https://www.city.sado.niigata.jp/site/museum/
463.html

133

131

131
00

新穂歴史民俗資料館
みどころ

説教人形やのろま人形などの郷土芸能資料や新穂
出身の土田麦僊・杏村らの遺作、玉作遺跡（弥
生時代～古墳時代）の考古資料などを展示してい

ます。
また、勾玉作り体験や、裂織り体験（タチバタ）もすること
ができます。
〒952-0106 佐渡市新穂瓜生屋492番地
0259-22-3117
毎週月曜日
（月曜日が祝日の場合は翌日）、冬期休館（12/１〜２月末日）
８：30～17：00（最終入館は16：30）
50台
大人200（160）
円／小・中学生100（80）
円
※
（）内は15名以上の団体料金
勾玉作り体験キット １個400円
裂織り体験 ２時間以内1,800円 以降、
１時間ごとに300円
https://www.city.sado.niigata.jp/site/museum/
462.html
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良寛の里美術館 … ………………………… 24
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新潟市歴史博物館（みなとぴあ）……… 57
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新潟分館 … …………… 58

新潟県立浅草山麓エコ・ミュージアム …… 74

【注意事項】
※…冊子内に掲載の情報は 2022 年８月時点のものです。
…
また、新型コロナウイルス感染拡大防止等のため、休館日・開館時間等が変更になる場合があります。
お出かけの際は、施設ホームページなどで最新の情報をご確認ください。
※冊子内に記載された価格は原則としてすべて税込価格です。
※冊子内に掲載された情報の無断転載や転用、二次加工、当冊子の販売・転売等は固く禁じます。

【施設のご利用に際してのお願い】
ミュージアムをご利用の際は、各施設の定める鑑賞ルールや案内表示を確認しましょう。展示物を傷めたり、他の
お客様の迷惑になったりしないよう、マナーを守ってお楽しみください。
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