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感染症等の影響で、休館（園）日、開館（園）時間等に変更が
ある場合があります。最新の情報は、各施設のHP等に
お問い合わせください。

● 千駄木・駒込ルート
● 目白台・小日向ルート
● 本郷・湯島ルート

文京区・文の京ミュージアムネットワーク

Bunkyo Museum Guide Map
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個性的で魅力ある
文化施設がいっぱい！

あなたも立ち寄ってみませんか？

文京区の

ガイド

美術館 庭園博物館

 1 印刷博物館
Printing Museum, Tokyo

印刷の歴史や仕組みなどを紹介
印刷を総合的に扱った本格的な博物館です。長い歴史の中で、コミュニケーション・メディ
アとして、社会や文化、歴史を支えてきた印刷の役割や意義、ならびにデジタル化の進展
によって大きく変わりつつある印刷の姿を、古今東西の印刷史料より紹介しています。

10：00～18：00（入場は17：30まで）／カフェ：9：00～19：00
レストラン：11：30～17：00
月曜日（ただし祝日の場合は翌日）
年末年始、展示替え期間（HPにてお知らせします）
カフェ：土・日・祝・年末年始／レストラン：日・祝・年末年始
一般 400円、学生 200円、高校生 100円、中学生以下及び70歳以上無料、
20名以上は団体割引（50円引き）（企画展期間中は入場料が変わります）
文京区水道1-3-3  トッパン小石川本社ビル
03-5840-2300（代）

アクセス JR 飯田橋駅 徒歩13分  江戸川橋駅 徒歩8分
後楽園駅 徒歩12分  ●4「トッパンホール・印刷博物館」徒歩5分

【Map:C-3】

人類の知と創造へのエネルギーを
感じさせるプロローグ

 2 宇宙ミュージアムTeNQ（テンキュー）
TeNQ Space Museum

見る、触れる、想像する、9つの宇宙体感！
心打つ星空、圧倒的な宇宙空間、最先端のサイエンス、宇宙からインスピレーションを受けた
カルチャーなど、いろいろな視点から心地よく宇宙を楽しめるエンタテインメントミュージアムです。
「宇宙を感動する」をコンセプトとした９つのエリアで、新しい宇宙との出会いをご体感ください。

アクセス JR水道橋駅 西口徒歩1分  水道橋駅 徒歩5分  後楽園駅 徒歩6分
●4「東京ドームホテル」／●5「ミーツポート」徒歩5分

【D-3】

シアター宙（ソラ）

［平日］ 11：00～21：00（最終入館20：00まで）
［土日祝・特定日］ 10：00～21：00（同上）
※特定日は春夏冬休みなど
なし ※整備休館・営業変更あり（公式サイトで確認できます）
一般 1,800円、4歳～中学生・65歳以上 1,200円、学生 1,500円
※入館は15分毎／前売料金は一律100円引き
※4歳未満の入館不可（ファミリーデーを除く）
※シニア・学生料金は要証明書
文京区後楽1-3-61 東京ドームシティ  
黄色いビル6階
03-3814-0109

【D-3】

シアター宙（ソラ）

23 永青文庫
Eisei Bunko Museum

大名細川家700年の歴史と出会う

10：00～16：30（入館は16：00まで）
月曜日（祝日の場合はその翌平日）、展示替期間、年末年始
一般 1,000円
シニア（70歳以上） 800円、大学・高校生 500円、
中学生以下無料  ※一部展覧会を除く
文京区目白台1-1-1
03-3941-0850

アクセス JR目白駅→ 「目白台三丁目」徒歩5分
江戸川橋駅、早稲田駅 各徒歩15分  ●11「目白台一丁目」徒歩4分

【A-2】

外観写真

武蔵野の面影をとどめる目白台の一画にひっそりとたたずむ美術館。
南北朝時代に始まり、肥後熊本藩の大名として栄えた細川家に伝わる
書画・陶磁器・武器武具などをテーマごとに展示しています。

 3 お茶の水 おりがみ会館
International Origami Center

いくつになっても楽しめる折り紙
1858年創業の染め紙と江戸千代紙の店・ゆしまの小林が、折り紙や
和紙文化を気軽に楽しめるよう開設しました。ギャラリーや手染め和紙
を製作する工房も見学でき、ショップでは折り紙・千代紙の販売をして
います。折り紙などの教室も開催しています（要予約）。

9：30～16：30
日・祝日、夏季休暇、年末年始
無料
文京区湯島1-7-14
03-3811-4025

アクセス JR 御茶ノ水駅 徒歩6分  新御茶ノ水駅 徒歩6分
末広町駅 徒歩7分  ●13「湯島一丁目」徒歩2分

【E-3】

 4 ギャラリー アーモ
Gallery AaMo

大人のための遊べるギャラリー
東京ドームシティらしい楽しさとライブ感に満ちた、大人のための遊
べるギャラリー。「and More」をキーワードに、最先端のメディア
アートから工芸やサブカルチャーまで、様々なジャンルを横断する欲
張りな文化の発信拠点です。

アクセス 水道橋駅 A3出口1分  JR水道橋駅 東口徒歩2分
後楽園駅 徒歩6分  ●5「ミーツポート」徒歩1分

【D-3】

催事により異なる
催事により異なる
催事により異なる
文京区後楽1-3-61 東京ドームシティ Gallery AaMo
03-5800-9999 
東京ドームシティわくわくダイヤル

29 旧岩崎邸庭園
Kyu-Iwasaki-tei Gardens

時の風が吹く庭園
明治29（1896）年、三菱第三代社長岩崎久彌の本邸として建てられまし
た。現存するのは洋館・撞球室・和館大広間の3棟。洋館・撞球室の
設計は英国人建築家ジョサイア・コンドル。和館は棟梁 大河喜十郎と伝
えられています。敷地全体が国の重要文化財に指定されています。

9：00～17：00（入園は16：30まで）
年末年始（12月29日～1月1日）
一般 400円、65歳以上 200円
（小学生以下及び都内在住・在学の中学生は無料）
台東区池之端1-3-45
03-3823-8340

アクセス JR御徒町駅（北口） 徒歩15分  湯島駅（出口1） 徒歩3分
上野広小路駅  上野御徒町駅 各徒歩10分

【E-2】

洋館外観

30 旧安田楠雄邸庭園
The Former Kusuo Yasuda House and Gardens

「築百年、大正の薫り残る邸宅。」

【E-1】

10：30～16：00（入館は15：00まで）
水・土曜日　※夏季・冬季休館あり
一般 500円、中高生 200円、
小学生以下無料（保護者同伴）
※イベント時、料金変更の場合あり
文京区千駄木5-20-18
03-3822-2699（水、土のみ）

玄関の佇まい

大正８年に建てられた近代和風住宅。安田財閥一族の安田楠雄氏逝去
後、公益財団法人日本ナショナルトラストに寄贈され保存が実現しまし
た。東京都指定名勝。安田家から寄贈されたお雛さま、五月飾りをはじ
め、四季のしつらえとイベントで和風住宅の空間の魅力を体験できます。

アクセス 千駄木駅 1番出口徒歩7分  ●19「特養ホーム千駄木の郷」徒歩1分

24 金土日館 岩田専太郎コレクション・岩田専太郎常設館
Sentaro Iwata Collection Kindonichikan Museum

希代の挿絵画家岩田専太郎の全てがここに
1920年挿絵画家としてデビュー以来、雑誌・新聞時代小説・現代小説
等で一世風靡し、昭和時代が生んだ挿絵画家の第一人者として50年
余りに亘って大衆を魅了し続けた専太郎。挿絵の原画・専太郎美人等、
鬼才の作品を順次展示公開。

12：00～15：30（入館は15：00まで）
金・土・日曜日
※年末年始、夏季休暇、展示替え期間中、臨時休館あり
一般 600円（500円）、小・中 300円（200円） ＊（　）は団体
文京区千駄木1-11-16
03-3824-4406（金・土・日曜日のみ）

アクセス 千駄木駅 団子坂口徒歩10分
●15「向丘二丁目」／●18「千駄木駅（団子坂下）」 各徒歩10分

【E-2】

31 小石川後楽園
Koishikawa Korakuen Gardends

林泉美に富む都内最古の大名庭園
1629年、水戸徳川家の江戸上屋敷に造られた回遊式庭園。小石川台地
の起伏を活かした地割には「海・山・川・田園」が表現されている。園
内は日本と中国の名勝を模した風景や文人墨客に因む建造物が配さ
れ、歩く毎に様々な景色が展開していく。国指定特別史跡・特別名勝。

9：00～17：00（入園は16：30まで）
年末年始（12月29日～1月1日）
一般 300円、65歳以上 150円
（小学生以下及び都内在住・在学の中学生は無料）
文京区後楽1-6-6
03-3811-3015

アクセス JR飯田橋駅東口、水道橋駅西口  後楽園駅 1番、飯田橋駅 A1・A3
各徒歩8分  飯田橋駅 C3徒歩3分  ●2「小石川後楽園入口」徒歩1分

【D-3】

戦災で焼失した唐門の復元が完了しました。
東門からもご入園可能です。

 5 講道館柔道資料館・図書館
Kodokan Judo Museum ＆ Library

柔道草創期の貴重な資料を展示
創始者嘉納治五郎師範の稽古衣や柔道の理念を表す「精力善用・自他
共栄」の掛軸、小説「姿三四郎」のモデルといわれている西郷四郎の稽古
衣など講道館柔道の発展を物語る写真や資料などを展示しています。
併設の図書館では柔道関係の書籍やDVD等が閲覧できます。

アクセス 春日駅 徒歩1分  後楽園駅 徒歩3分  JR水道橋駅 徒歩12分
1「文京シビックセンター」／●6「ラクーア」各徒歩1分

10：00～17：00（入館は16：30まで）

無料
文京区春日1-16-30
03-3818-4562

【D-3】

嘉納治五郎師範。
東洋初の国際オリンピック委員に就任。
東京招致運動にも尽力した。

土・日・祝、夏季休暇期間、年末年始

 6 史跡 湯島聖堂
Yushima Seido（the Mausoleum of Confucius at Yushima）

昌平坂学問所・近代教育発祥の地
元禄3年（1690）に五代将軍綱吉によって創建された孔子廟で、寛政9
年（1797）には昌平坂学問所（昌平黌）が開設されました。聖堂は江戸
時代、学問・教育の総本山として仰がれました。湯島聖堂は関東大震災
で焼失後、昭和10年（1935）に再建され、現在、公益財団法人斯文会が
保存管理しております。

9：30～17：00（冬は16：00まで）
土・日・祝日は大成殿公開（200円）
（10：00～閉門時間まで）
8月13～17日、12月29～31日
無料
文京区湯島1-4-25
03-3251-4606

アクセス JR 御茶ノ水駅 徒歩1分  新御茶ノ水駅 徒歩2分
●12「聖橋」徒歩2分

【E-3】

25 竹久夢二美術館
Takehisa Yumeji Museum

東京で、いつでも夢二に会える場所
大正ロマンの画家・竹久夢二の作品を3,300点所蔵。年3～4回行う
企画展では、館コレクションから選りすぐりの作品を展示し、常時200
～300点の夢二作品をご覧いただけます。併設の「夢二カフェ 港や」
は、美術館の庭を眺めながら、お茶やランチを楽しめます。

アクセス 根津駅、東大前駅 各徒歩7分

【E-2】

竹久夢二美術館外観

10：00～17：00
月曜日、展示替え期間中、年末年始
一般 1,000円、大・高生 900円、中・小生 500円
（弥生美術館と併せてご覧いただけます。）
文京区弥生2-4-2
03-5689-0462

 7 東京大学医学部・医学部附属病院 健康と医学の博物館
Museum of Health and Medicine, The University of Tokyo

最新の医学・医療を紹介
当館は、2011年1月に東京大学医学部・医学部附属病院の創立150
周年記念事業の一環で開館し、2019年4月にリニューアルオープン
しました。展示スペースは3つに分かれます。常設展では業績と歴史
を、企画展・特別展では最新の医学・医療を紹介します。

アクセス 本郷三丁目駅 徒歩8分  本郷三丁目駅 徒歩10分
東大前駅 根津駅 湯島駅 各徒歩12分

【E-2】

10：00～17：00
毎週水曜、年末年始　※水曜を含め祝日は開館
無料
文京区本郷7-3-1　東大病院・南研究棟1F
03-5841-0813（開館時間内）

 8 東京大学総合研究博物館
The University Museum, The University of Tokyo

東京大学が集積した学術標本を公開
400万点を超える学術標本を収蔵している本館は、収蔵庫や研究室の
一部をガラス張りにしたり、剥製や骨標本をありのまま展示するなど、
来館者が博物館活動のリアルな現場をのぞくことができる「研究現場展
示」をコンセプトとしています。

10：00～17：00（入館は16：30まで）
Webページをご確認ください
無料
文京区本郷7-3-1
050-5541-8600（ハローダイヤル）

アクセス 本郷三丁目駅 徒歩3分  本郷三丁目駅 徒歩6分

【E-3】

東京大学総合研究博物館外観

 9 東京大学総合研究博物館小石川分館
Koishikawa Annex, The University Museum, The University of Tokyo

重要文化財の建物をいかした大学博物館
東京大学現存最古の学校建築「旧東京医学校本館」（1876年創建、重
要文化財）を活用した博物館です。建築ミュージアムとして、常設展示
「建築博物誌／アーキテクトニカ」を公開中です。建築模型を中心とする
建築学系資料および身体空間にかかわる民族学系資料などが展示され
ています。

10：00～16：30（入館は16：00まで）
長期休館中（再開館日未定、要HP確認）
無料
文京区白山3-7-1
050-5541-8600（ハローダイヤル）

アクセス 茗荷谷駅 徒歩8分

【C-2】

東京大学総合研究博物館小石川分館外観

32 東京大学大学院理学系研究科附属植物園（小石川植物園）
Botanical Gardens, Graduate School of Science, The University of Tokyo

日本最古の植物園
植物学の研究・教育を目的とする東京大学の教育実習施設です。その
前身は徳川幕府が貞享元年（1684）に設置した「小石川御薬園」であり、
明治10年に東京大学が設立されると同時に附属植物園となった世界
有数の歴史を誇ります。

9：00～16：30（入園は16：00まで）
月曜日（祝日の場合は翌日）
年末年始（12月29日～翌年1月3日）
大人 500円（高校生以上）、
小人 150円（中学生、小学生）、
6歳未満は無料
文京区白山3-7-1
03-3814-0138（テープ案内）

アクセス 白山駅 徒歩10分  ●29「共同印刷」徒歩1分

【C-2】

10 東京都水道歴史館
Tokyo Waterworks Historical Museum

江戸東京400年の水道の歴史
東京都水道歴史館は、神田上水や玉川上水などの江戸上水から現在の
水道に至るまでの東京水道の歴史や技術を紹介しています。江戸時代
の水道管の実物や長屋の再現空間、世界有数のレベルに成長した東京
の近現代水道技術の展示などをご覧ください。

9：30～17：00（入館は16：30まで）
毎月第4月曜日
（月曜日が祝日又は振替休日の場合は、その翌日）
無料
文京区本郷2-7-1
03-5802-9040

アクセス JR 御茶ノ水駅  新御茶ノ水駅  本郷三丁目駅
JR 水道橋駅  各徒歩8分  ●8「順天堂病院前」徒歩3分

【E-3】

江戸の暮らしを感じられる長屋再現エリア

11 東洋学園大学 東洋学園史料室
Toyo Gakuen Archives, Toyo Gakuen University

壱岐坂を彩る女子高等教育の歴史
大正期、女子高等教育の進展を背景に創立した理系の旧制・東洋女子
歯科医学専門学校。戦後占領期の学制・医療改革による旧制高校併設
を経て、文系に転換した新制・東洋女子短期大学（英語科）。前身校を
含む東洋学園百年の大学史資料を保存、公開しています。

10：00～16：30
土・日・祝、本学の休業日（HPで確認できます）
無料
文京区本郷1-26-3　1号館9階
03-3811-1696

アクセス JR 水道橋駅 徒歩7分  本郷三丁目駅 徒歩5分
●3「東洋学園大学前」徒歩1分

【D-3】

芸術院会員・今井兼次の陶片壁画（1961年 東洋女子短期大学時代）
）賞観景市都区京文（」花菫のれくが間岩 ─ クイザモ・スクッニェフ「 館号1

12 東洋大学井上円了記念博物館
Inoue Enryo Memorial Museum, Toyo University

哲学の伝道者の生涯をたどる
東洋大学の歴史は、明治20年（1887）に井上円了が創立した私立哲
学館にはじまります。当館では、常設展において、近代日本を代表する
哲学者・井上円了の自筆ノート・原稿、愛用の品、収集品などを展示し、
哲学の普及に捧げたその生涯を紹介します。

月～金：9：30～16：45
土：9：30～12：45
日・祝日、年末年始、
大学が定める休業日（HPで確認できます）
無料
文京区白山5-28-20
03-3945-8764

アクセス 白山駅 徒歩5分  本駒込駅 徒歩5分  ●31「東洋大学前」徒歩3分

【D-2】

井上円了記念博物館入口

13 東洋文庫ミュージアム
Toyo Bunko Museum

モリソン書庫（2万4千冊）の前で記念写真を！
1924年、三菱第三代当主岩崎久彌氏が設立した日本最古・最大の東洋
学の研究図書館です。蔵書は国宝5点・重要文化財7点を含む約100万冊。
これらの貴重書は、ミュージアムと閲覧室にて一般公開されています。

ミュージアム：10：00～17：00（入館は16：30まで）
オリエント・カフェ：11：30～21：00
火（祝日の場合は翌平日）、展示替期間、年末年始、
その他臨時に休館することがあります。
大人 900円、シニア 800円、他各種割引あり
文京区本駒込2-28-21
ミュージアム        03-3942-0280
オリエント・カフェ  03-3942-0400

アクセス JR 駒込駅 徒歩8分  千石駅 徒歩7分
●24「昭和小学校（上富士前）」徒歩1分

【D-1】

敷地内には、レストラン“オリエント・カフェ”も併設されています。

27 日中友好会館美術館
Japan-China Friendship Center Museum

中国文化を紹介する企画展を開催

催事により異なる
中華レストラン：11：30～21：00
催事により異なる
催事により異なる
文京区後楽1-5-3
03-3815-5085

アクセス JR 飯田橋駅 徒歩7分  飯田橋駅 C3出口徒歩1分
●2「小石川後楽園入口」徒歩1分

【C-3】

年に数回開催される主催展では、伝統的な美術や民間芸術、現代アー
トなど、さまざまな角度から中国文化を紹介し、制作実演やミュージ
アムコンサート、ワークショップなどのイベントを企画しています。
主催展以外の時期は、貸会場として貸し出しをしており、中国に限ら
ず多様な展覧が開催されています。

14 日本医科大学済生学舎ギャラリー
Saisei Gakusha Gallery

済生学舎を前身とした日本医科大学の歴史
日本医科大学の前身である済生学舎は、明治維新から間もない明治9
年に医師の早期育成を目的として設立され、多くの医療人・医学研究
者を輩出しました。
済生学舎ギャラリーでは、小口忠太や野口英世をはじめ卒業生に関す
る歴史史料の一部を展示しています。

アクセス 千駄木駅、根津駅 各徒歩8分  東大前駅、本駒込駅 各徒歩8分
●15「向丘二丁目」徒歩2分

【D-2】

月～金　10：00～16：00（最終入館時間15：30）
土・日・祝日・年末年始・創立記念日
他（学内行事等により、休館日となることがあります）
無料
文京区向丘2-20-7
03-3822-2131（内線5196）　
03-5814-6837（直通）

15 日本女子大学成瀬記念館
Japan Women’s University Naruse Memorial Hall

女子高等教育120年のあゆみ
日本女子大学の創立者成瀬仁蔵の記念館。学園の歴史のほか、造形
芸術の分野などで活躍する卒業生を紹介する企画展を開催しています。
キャンパス内には文京区指定有形文化財「成瀬記念講堂」、「旧成瀬仁蔵
住宅」もあります。

10：00～16：30（土曜日は正午まで）
日・月曜日、祝休日、展示替期間中および
学園の休日
無料
文京区目白台2-8-1
03-5981-3376

アクセス JR目白駅 徒歩15分  護国寺駅 徒歩10分  雑司が谷駅 徒歩8分
「日本女子大前」  ●13「日本女子大前」 各徒歩1分

【A-2】

成瀬記念館

34 肥後細川庭園
Higo-Hosokawa Garden

旧熊本藩細川家下屋敷の池泉回遊式庭園
緑豊かな斜面林を活かした日本庭園内に建つ「松聲閣（しょうせいか
く）」は、かつては細川家の学問所として使われていました。現在は、
自由に見学できる２階展望所「山茶花」と１階の喫茶「椿」のほか、茶道
などの文化活動で利用できる、予約制の集会室があります。

アクセス 江戸川橋駅、早稲田駅 徒歩15分  「早稲田」徒歩5分／「ホテル椿山荘東京
前」徒歩5分  都電荒川線 早稲田駅 徒歩5分  ●11「目白台一丁目」徒歩5分

【A-2】

9：00～17：00（11月～1月は16：30まで）
※松聲閣の集会室は9：00～21：00（事前予約必要）
12月28日～1月4日
見学は、庭園・松聲閣とも無料
※集会室・呈茶は有料（直接お問い合わせください）
文京区目白台1-1-22
03-3941-2010

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

16 ファーブル昆虫館「虫の詩人の館」
Insect Museum of J.-H.Fabre

虫を通じて自然に親しむきっかけを
「ファーブル昆虫記」や昆虫に関するさまざまな展示があり、館内には
ファーブルの生家が再現されています。また、標本作成教室や昆虫教室、
昆虫採集観察会を開催するなど、子どもたちが虫や自然に親しむきっか
けづくりをめざしています。

13：00～17：00
土・日曜日
無料
文京区千駄木5-46-6
03-5815-6464（開館日のみ）

アクセス 千駄木駅、本駒込駅 各徒歩10分  「動坂下」徒歩2分
●20「千駄木小学校」徒歩1分

【D-1】

館長の奥本大三郎先生と楽しいひと時を
過ごす未来の昆虫博士

17 文化庁 国立近現代建築資料館
National Archives of Modern Architecture, Agency for Cultural Affairs

近現代建築資料アーカイブの中核施設
図面やスケッチなどの建築資料は、我が国の建築の歴史や文化を伝える
資料として注目されています。貴重な建築資料が散逸しないように収集、
整理、保管するとともに展覧会（通常、春・秋）等を通して公開しています。

アクセス 湯島駅 徒歩8分  ●6「湯島四丁目」徒歩7分

【E-2】

10：00～16：30（展示期間中）
展覧会開催中のみ開館
※但し、月曜日、年末年始は休館
（詳細はHPをご確認ください）
湯島地方合同庁舎正門から（平日のみ）：無料
都立旧岩崎邸庭園から：一般 400円（庭園入園料）
文京区湯島4-6-15
（湯島地方合同庁舎内）
03-3812-3401

18 文京区立森鷗外記念館
Mori Ogai Memorial Museum

鷗外没後100年・開館10周年！
文豪・森鷗外が過ごした旧居「観潮楼」跡に建ち、鷗外の業績を著作、
原稿、書簡、遺品資料などを通して紹介しています。常設展、特別展
のほか鷗外にまつわるイベントも開催。図書館、カフェ、ショップもゆっ
くりお楽しみいただけます。

10：00～18：00（入館は17：30まで）
カフェ：10：30～17：30（L.O.17：00）
毎月第４火曜日・年末年始・展示替え期間・燻蒸期間
通常展示 300円、中学生以下無料
（特別展示料金は企画により異なる）
文京区千駄木1-23-4
03-3824-5511

アクセス 千駄木駅 １番出口徒歩５分  ●19「特養ホーム千駄木の郷」徒歩５分

【E-1】

19 文京ふるさと歴史館
Bunkyo Museum

文京区の歴史・文化にふれる

アクセス 本郷三丁目駅  春日駅 各徒歩5分  ●23「菊坂通り」徒歩6分

【D-3】

文京区の歴史・文化やくらしに関する資料を「まちの風景」・「くらしの風景」・
「文化の風景」の3テーマ構成によりわかりやすく展示。さらに、ビデオ映像
やジオラマなどにより、楽しく学べます。樋口一葉など文京ゆかりの文学
者のコーナーもあります。

一般 100円、団体（20名以上） 70円
※特別展開催中は別途定める  ※森鷗外記念館との相互割引あり
65歳以上・中学生以下・友の会会員無料、
障害者手帳等提示で本人と介護者1名無料
文京区本郷4-9-29
03-3818-7221

10：00～17：00
月曜日（祝日の場合その翌日）、第4火曜日、全館燻蒸期間、年末年始

20 三菱史料館
The Mitsubishi Archives

三菱の歴史をわかりやすく展示
公益財団法人三菱経済研究所の付属施設。1996年に三菱創業125周年
を記念して開館しました。創業以来の史料を保管し、経済史の研究者など
に幅広く利用されています。展示室ではパネルで三菱の歴史を解説し、史
料展示を行っています。

10：00～16：30（入館は16：00まで）
土・日・祝日、年末年始など
無料
文京区湯島4-10-14
03-5802-8673

アクセス 湯島駅 徒歩7分  本郷三丁目駅 徒歩10分

【E-2】

三菱史料館全景

21 公益財団法人 野球殿堂博物館
The Baseball Hall of Fame and Museum

野球の過去と現在をわかりやすく紹介
1959年に開館した日本野球界全体で運営する野球専門博物館。野球界に貢献し功労者
として表彰された「野球殿堂入りの人々」の肖像レリーフを飾る他、プロアマを問わず野
球に関する様々な資料を収蔵・展示。5万冊以上の蔵書を持つ図書室も公開しています。

平日 13：00～17：00　土日祝 10：00～17：00
※東京ドームでのプロ野球開催日は、18：00まで
※最終入館は閉館の30分前まで
月曜日（祝日、東京ドーム野球開催日、春・夏休み期間中
は開館）、12月29日～1月1日
大人 600円、高・大学生 400円、小・中学生 200円、
65歳以上 400円  
※20名以上団体割引有り
文京区後楽1-3-61
03-3811-3600

アクセス JR 水道橋駅 徒歩5分  後楽園駅 徒歩5分  春日駅 徒歩8分
（東京ドーム21ゲート右） ●5「ミーツポート」／●6「ラクーア」各徒歩3分

【D-3】

野球殿堂ホール

28 弥生美術館
Yayoi Museum

挿絵・イラストレーションの殿堂
大正・昭和を代表する挿絵画家の作品を中心に、企画展を年3～4回開
催。大正ロマン・昭和モダンあふれる古きよき時代の文化を堪能でき
る美術館です。大正末期から昭和初期に一世を風靡した高畠華宵の作
品も常設展示しています。竹久夢二美術館を併設、入口は同じです。

アクセス 根津駅、東大前駅 各徒歩7分

美術館入口

10：00～17：00
月曜日（祝日の場合は開館）、展示替え期間中、年末年始
一般 1,000円、大・高生 900円、中・小生 500円
（竹久夢二美術館と併せてご覧いただけます。）
文京区弥生2-4-3
03-3812-0012

【E-2】

35 六
りく

義
ぎ

園
えん

Rikugien Gardens

和歌の心息づく雅な大名庭園
江戸幕府第五代将軍・徳川綱吉の側用人柳澤吉保が、元禄15年
（1702）に築庭した『回遊式築山泉水』の大名庭園です。和歌の趣味
を基調とした繊細で温和な日本庭園で、池をめぐる園路を歩きながら、
四季折々に移り変わる景色をお楽しみいただけます。

アクセス JR 駒込駅 徒歩7分  千石駅 徒歩10分  ●25「六義園入口」徒歩1分

【C-1】

藤代峠からの眺望

9：00～17：00（入園は16：30まで）
年末年始（12月29日～1月1日）
一般 300円、65歳以上 150円
（小学生以下及び都内在住・在学の中学生は無料）
文京区本駒込6-16-3
03-3941-2222

 Twitter（@RikugienGarden）：
https://twitter.com/RikugienGarden

22 わだつみのこえ記念館
The Museum Wadatsuminokoe

不再戦・平和を発信するアーカイブ館
アジア・太平洋戦争の戦争犠牲者に関する資料を広く収集。日本戦没
学生の遺稿集『きけ わだつみのこえ』に収録された日記・手紙などの
原資料を中心に、遺品や遺影、関係する文書・書籍・映像資料のほか、
日本戦没学生記念会（わだつみ会）関係の資料も保存し展示しています。

アクセス 本郷三丁目駅 徒歩7分  東大前駅 徒歩10分
●23「菊坂通り」徒歩7分

【E-2】

13：00～16：00
月・水・金
祝日・年末年始・夏季休館あり
団体は、日時については相談に応じます。
無料
文京区本郷5-29-13 
赤門アビタシオン1階
03-3815-8571

26 トーキョーアーツアンドスペース本郷
Tokyo Arts and Space Hongo

国内外の作家の「今」の表現に出合える！
若手・中堅アーティストの活動支援を行う「トーキョーアーツアンドス
ペース」の拠点のひとつとして、若手アーティストの個展、国内外での
滞在制作の成果発表展、国際文化交流展や同時代のアーティストによ
る企画など、様々なジャンルを扱ったプログラムを開催しています。

11：00～19：00（入館は18：30まで）
月曜日（祝日の場合はその翌平日）、年末年始
展示替え休館の場合あり
無料（イベントにより異なる）
文京区本郷2-4-16
03-5689-5331

アクセス JR 御茶ノ水駅  JR 水道橋駅  本郷三丁目駅 各徒歩7分
●4「宇佐美本郷ビル前」／●8「順天堂病院前」 各徒歩3分

【E-3】

１ 石川啄木終焉の地 歌碑・顕彰室
Memorial to Ishikawa Takuboku Monument and Gallery

アクセス 茗荷谷駅 徒歩7分  「小日向四丁目」／「白山二丁目」徒歩5分
●27「第一中学校」／●28「播磨坂」徒歩3分

【Map:C-2】

◀歌碑

顕彰室▶

9：00～17：00
年末年始・特別閉室時
無料
文京区小石川5-11-8
03-5803-1174
（アカデミー推進課観光担当）

平成27年3月に石川啄木終焉の地に建立しました。歌碑には啄木
の故郷岩手県姫神山の石を使用し、啄木が最後に創作した二首の直
筆原稿を陶板で再現しました。併設の顕彰室では直筆原稿の複製や
写真・パネル等で啄木の足跡を紹介しています。

２ 樋口一葉ゆかりの 旧伊勢屋質店
The Former Iseya Pawn Shop

本郷・菊坂にある旧伊勢屋質店は、明治期の蔵・見世・座敷からな
る歴史的建造物です。また生活に困窮した樋口一葉が通ったといわ
れる、ゆかりの建物です。建物所有者である跡見学園女子大学との
協働により、建物内部を一般公開しています。

12：00～16：00（最終入場は15：30）
（１）金曜日・土曜日・日曜日
（２）11月23日（一葉忌）
※ このうち年間60日程度公開。年末年始・大学行事日等
による休館あり。詳細は跡見学園女子大学HPに掲載。
無料
文京区本郷5-9-4
03-3941-7420
（跡見学園女子大学 
   文京キャンパス事務室）

アクセス
春日駅 徒歩5分  本郷三丁目駅 徒歩7分
後楽園駅 徒歩7分
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 ●7「文京小石川クリニック（三田線春日駅）」徒歩5分 ●24／ 「菊坂下」徒歩2分

【D-2】

33 鳩山会館
Hatoyama Hall

大正ロマンと歴史を実感できる貴重な洋館

10：00～16：00（入館は15：30まで）
月曜日（但し、祝日は開館しその翌日は休館）
なお、1～2月、8月と年末は休館します
大人 600円、学生 400円、小人 300円
65歳以上 500円、障がい者 400円
文京区音羽1-7-1
（入口は音羽通りに面した正門です）

アクセス 江戸川橋駅、護国寺駅 各徒歩8分  ●9「関口二丁目」徒歩5分

【B-2】

03-5976-2800庭から建物を見る

当館は元総理大臣鳩山一郎の邸宅で戦後政治の舞台として重要な役割
を担いました。2024年に築100年を迎える大正ロマン漂う「バラと
ステンドグラス｣の洋館。鳩山家4代の記念品・愛蔵品を展示し、政
治と歴史が体感できます。一郎が愛した「ピース」をはじめバラの品
種も多く、5月と11月に見頃を迎えます。
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西門西門

後楽公園後楽公園

小石川小石川
運動場運動場

東京ドーム東京ドーム
ホテルホテル東門東門

文京区役所
文京シビックセンター

文京区役所
文京シビックセンター

アカデミー文京アカデミー文京

礫川公園礫川公園

清和公園清和公園

元町公園元町公園

本郷給水所公苑本郷給水所公苑

文京区民センター文京区民センター
真砂中央図書館真砂中央図書館

弓町弓町
　本郷教会　本郷教会

文京区文京区
男女平等センター男女平等センター

西片公園西片公園

礫川地域礫川地域
活動センター活動センター

シビックホールシビックホール
春木町公園春木町公園

新花公園新花公園

アカデミー湯島アカデミー湯島

切通公園切通公園

お茶の水公園お茶の水公園

池之端門池之端門

教育センターb-lab教育センターb-lab
（青少年プラザ）（青少年プラザ）

総合体育館総合体育館
　湯島地域活動センター　湯島地域活動センター

湯島総合センター湯島総合センター
湯島図書館湯島図書館

東京ガーデンパレス東京ガーデンパレス

本郷中央教会本郷中央教会

小日向公園小日向公園

水道端図書館水道端図書館

江戸川橋体育館江戸川橋体育館

文京総合文京総合
福祉センター福祉センター

竹早公園竹早公園新大塚公園新大塚公園

久堅公園久堅公園

教育の森公園教育の森公園

小石川図書館小石川図書館

アカデミー茗台アカデミー茗台

大塚地域大塚地域
活動センター活動センター

植物園植物園
入口入口

窪町東公園窪町東公園

大塚窪町公園大塚窪町公園

大塚仲町公園大塚仲町公園
文京スポーツセンター文京スポーツセンター 分館入口分館入口

←至JR目白駅

←至JR目白駅

江戸川公園江戸川公園

目白台運動公園目白台運動公園
関口台　関口台　
公園公園

関口三丁目公園関口三丁目公園

  音羽地域  音羽地域
活動センター活動センター

目白台目白台
　総合センター　総合センター

アカデミー音羽アカデミー音羽

目白台図書館目白台図書館

鳩山会館鳩山会館
入口入口

大塚公園大塚公園
みどりのみどりの
図書室　図書室　

大塚坂下町公園大塚坂下町公園

六義公園六義公園

駕籠町公園駕籠町公園

千石公園千石公園

文京宮下公園文京宮下公園

六義公園運動場六義公園運動場

千石図書館千石図書館
アカデミー千石アカデミー千石

大原地域活動センター大原地域活動センター

東京諸聖徒教会東京諸聖徒教会

白山公園白山公園

丸山新町公園丸山新町公園

西片町教会西片町教会

向丘地域活動センター向丘地域活動センター
アカデミー向丘　アカデミー向丘　

東京聖テモテ教会東京聖テモテ教会 不忍通りふれあい館不忍通りふれあい館
　根津地域活動センター　根津地域活動センター
　根津図書室　根津図書室

根津教会根津教会

ハチ公と上野英三郎博士像ハチ公と上野英三郎博士像

神明北公園神明北公園

神明公園神明公園

駒込公園駒込公園

動坂公園動坂公園
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神明都電車庫跡公園神明都電車庫跡公園

勤労福祉会館勤労福祉会館
　本駒込図書館　本駒込図書館

保健サービスセンター保健サービスセンター
本郷支所本郷支所

特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム
文京千駄木の郷　文京千駄木の郷　

汐見地域活動汐見地域活動
センターセンター
本郷図書館本郷図書館

駒込地域駒込地域
　活動センター　活動センター

入口入口

和敬塾本館和敬塾本館 東京カテドラル東京カテドラル
聖マリア大聖堂聖マリア大聖堂

椿山荘椿山荘

関口芭蕉庵関口芭蕉庵

旧磯野家住宅旧磯野家住宅
銅御殿）銅御殿）

しばられ地蔵しばられ地蔵
（林泉寺）（林泉寺）

切支丹屋敷跡切支丹屋敷跡

赤門赤門
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法真寺法真寺

徳田秋声旧宅徳田秋声旧宅
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北野神社北野神社
（牛天神）（牛天神）

東京ドーム東京ドーム

樋口一葉旧居跡樋口一葉旧居跡

井上哲次郎旧居跡井上哲次郎旧居跡
樋口一葉終焉の地樋口一葉終焉の地

宮沢賢治旧居跡宮沢賢治旧居跡

求道会館求道会館

源覚寺源覚寺
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宇宙ミュージアム TeNQ

東京都
水道歴史館

史跡 湯島聖堂

野球殿堂博物館

Gallery
AaMo

文京ふるさと
歴史館印刷博物館

講道館
柔道資料館
・図書館

東洋学園大学
東洋学園史料室

東京大学総合
研究博物館

お茶の水
おりがみ会館

三菱史料館

国立近現代
　　建築資料館健康と医学の

博物館

わだつみのこえ
記念館

日本女子大学成瀬記念館

東京大学総合研究博物館
小石川分館

東洋大学
井上円了記念博物館

日本医科大学
済生学舎ギャラリー

文京区立
　森鷗外記念館

ファーブル昆虫館
「虫の詩人の館」

東洋文庫
ミュージアム
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長期休館中（再開館日未定）長期休館中（再開館日未定）

35 六義園

30 旧安田楠雄邸庭園

43 肥後細川庭園

鳩山会館
33

東京大学大学院
理学系研究科附属植物園
（小石川植物園）

32

石川啄木
終焉の地 歌碑・顕彰室

1

旧伊勢屋質店
2

旧岩崎邸庭園
29

小石川
後楽園

31日中友好会館美術館

27

トーキョーアーツ
アンドスペース本郷

26

永青文庫 23

弥生美術館
竹久夢二美術館25

28

金土日館
24

関口・目白台エリア

 印刷博物館

 日本女子大学
成瀬記念館

 永青文庫

 鳩山会館

1

15

23

33

34 肥後細川庭園

印刷工房では、金属活字を用いた活版
印刷の体験ができます

日本で最初の女子大学のあれこれが
わかります

国宝8件、重要文化財34件を含む約
94,000件を所蔵。レトロな建物も見
どころ

春は桜と華やかなバラ、秋は香りのバ
ラと紅葉が楽しめます

緑豊かな日本庭園では、11月下旬か
らモミジなどが美しく紅葉します

後楽園・春日エリア

2  宇宙ミュージアムTeNQ

4  Gallery AaMo

5  講道館柔道資料館・図書館

21 野球殿堂博物館

27 日中友好会館美術館

31 小石川後楽園

宇宙をテーマにしたセレクトショッ
プ「TeNQ宇宙ストア」は、TeNQに
入館しなくてもご利用いただけます
様々なジャンルの展覧会を1～3ヶ
月ごとに切り替えて展開していき
ます

500畳敷大道場での柔道稽古を見
学席からご覧頂けます

東京ドーム21ゲート右。映像シア
ターや図書館もあり

中国文化を中心に多様な展覧やイ
ベントを開催します

国から特別史跡・特別名勝の二重指
定を受ける池泉回遊式の大名庭園

警察署 税務署
交番 保健所
消防署 老人ホーム
郵便局 神社
その他の官公署 寺院
病院 史跡・旧跡・名勝
学校 区役所

根津・千駄木エリア

25 竹久夢二美術館 竹久夢二作品を3,300点収蔵し、年
3～4回企画展を開催

16  ファーブル昆虫館
「虫の詩人の館」

虫を超拡大して見られる「虫Mega
ネくん」がある！

18  文京区立
森鷗外記念館

常設展示では鷗外の生涯をたどり、
特別展で鷗外の様ざまな活躍を知
る！

24 金土日館
江戸浮世絵美人画最後の相承者、岩
田専太郎の約800点にものぼる作
品を所蔵

30 旧安田楠雄邸庭園 邸内から四季の移ろいを感じるお
庭をご覧下さい

14  日本医科大学
済生学舎ギャラリー

敷地内にある川端康成が題字を書
いた夏目漱石旧居跡の碑もぜひご
覧ください

28 弥生美術館 昭和初期に活躍した挿絵画家・高
畠華宵や個性豊かな企画展が人気

白山・本駒込エリア
12  東洋大学
井上円了
記念博物館

東洋大学が所蔵する歴史資料、美
術品などを公開

13  東洋文庫ミュージアム
東洋の歴史と文化をよく知るため
の資料がそろっています。

35 六義園
桜、ツツジ、紅葉など、四季折々の
花々と季節によって表情の変わ
る庭園をお楽しみください

9  東京大学総合研究博物館
小石川分館
長期休館中（再開館日未定）

東京大学の学校建築をいか
した建築ミュージアムで、
「建築博物教室」を随時開催

32 東京大学大学院
理学系研究科附属植物園
（小石川植物園）

約4,000種類の植栽と自然
な樹形の樹木が見どころ

小石川エリア

文京区内には、個性豊かな美術館・
博物館と、

緑あふれる庭園がたくさんありま
す。

マップを片手に、歴史・

アート・自然をめぐる散歩に

出かけてみませんか？

各施設のおすすめ・
見どころ情報を、
エリア別にご紹介します。

500m

NN

Bunkyo Museum Guide Map

2022　2023

〈都営地下鉄〉
　― 大江戸線
　― 三田線

　 JR線
　― 都電荒川線

凡　　例
文京
ミューズネット
施設

 博物館・その他施設
 美術館・アートセンター
 庭園・植物園・旧邸

◆ 文京区ゆかりの文人関連施設
〈東京メトロ〉
　― 丸ノ内線
　― 有楽町線
　― 南北線
　― 千代田線
　― 東西線
〈Bーぐる〉※番号順に周回します
- - - -千駄木・駒込ルート
- - - -目白台・小日向ルート

るぅ運行情報サイト  https://bunkyo.bus-go.com/

料　金 大人・子ども各100円
問合せ 日立自動車交通 03-5682-1122

文京区区民課 03-5803-1387

 運行中！文京区コミュニティバス「B－ぐる」
区内に点在する文化・観光施設、病院、地下鉄の駅などをめぐるコミュ
ニティバス「B－ぐる」が運行しています。
この機会にぜひB－ぐるで区内施設を巡ってみませんか？

Bーぐるバス停
- - - -本郷・湯島ルート

湯島・本郷エリア

17  文化庁 国立近現代
　建築資料館

世界的に注目される日本の近
現代建築を図面やスケッチな
どを通して紹介します

20 三菱史料館 「三菱のあゆみ」をロビーにて
放映中

29 旧岩崎邸庭園 歴史や見どころを記載した案
内板を各所に設置しています

7  東京大学
　健康と医学の博物館

医学・医療の歴史から、東大で
行われている最新の研究まで
紹介する博物館

8  東京大学
　総合研究博物館

学術標本を媒体とした知の体
験の「場」が本館の最大の魅力

19 文京ふるさと歴史館
実物資料や映像資料を通し
て、文京区の歴史・文化を楽し
く学べます

22 わだつみのこえ
　記念館

展示室内に映像資料や記録映
画などを視聴できる一隅があ
ります

3  お茶の水
　おりがみ会館

染め紙屋から始まったおりが
み会館では、今でも職人が紙
を染める工房を見学できます

6  史跡 湯島聖堂
都心の中の緑豊かな場所で
「江戸」を感じることができま
す

10  東京都水道歴史館
入館無料。江戸̶東京400年、
大切な水道の歴史をご紹介し
ます

11 東洋学園大学
　東洋学園史料室

壱岐坂に面したタイル壁画
フェニックス・モザイクは建
築家今井兼次の作品

26 トーキョーアーツ
　アンドスペース本郷

1928年に職業紹介所として
建てられ、その建物を利用し
たアートスペース

文京区では、毎年、文京ミューズネット
施設をより深く知っていただくためのイ
ベントを開催しております！魅力あふれ
る区内の文化施設について皆さまにご
紹介します。
イベントの開催日時や詳細等について
は、区HPをご覧ください。
また、文京ミューズネットマップ電子版
も区HPよりご覧いただけます。

▲区HP
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この地図の作成に当たっては、国土地理院発行の
数値地図（国土基本情報）電子国土基本図（地図情報）及び
数値地図（国土基本情報）電子国土基本図（地名情報）を使用した。


