
古典の日記念 京都市平安京創生館3
こてんのひきねん きょうとしへいあんきょうそうせいかん
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◆9:00～16:30　◆年末年始休館　
◆一般500円・中～高校生300円・小
学生250円　◆地下鉄東西線 京都
市役所前駅すぐ　◆075-231-5335

◆10:00～16:30　◆年末年始休
館　◆一般800円・65歳以上600
円・大学生600円・中～高校生300
円・小学生200円　◆地下鉄烏丸
線 今出川駅から徒歩約8分　
◆075-241-0423

◆9:00～16:00　◆無休（神社諸行事時
は休館）　◆無料　◆市バス 御香宮前
から徒歩約２分　◆075-611-0559

◆9:00～16:30　◆水曜（祝日の場合
は翌平日）・12/29～1/3休館　
◆一般300円・中高生200円・小学
生100円　◆京都バス 岩倉実相院
から徒歩約２分　◆075-781-7984

◆10:00～17:00　◆月曜（祝日は翌
日）・年末年始休館　◆一般700円・
高校生400円・小～中学生300円　
◆市バス 東山安井から徒歩約7分　
◆075-531-3773

◆10:00～17:00　◆日曜・祝日・６月
～7月・8/13～17・12/1～2/3休館　
◆一般500円・中～大学生300円・
小学生200円　◆市バス 西本願寺
前からすぐ　◆075-342-5345

◆3/20～5/25、9/20～11/25のみ開館9：00～16:30
◆一般500円・小中学生300円　◆市バス 東寺東門前から徒歩1分　
◆075-691-3325

◆10:00～17:00（入場は16：50まで）　◆火曜（祝祭日の場合はその翌日）・年末年始休
館　◆無料　◆市バス 丸太町七本松から徒歩１分／市バス 千本丸太町から
徒歩約５分　◆075-812-7222

◆8:30～16:30(開門8:00)　◆無休　◆一般600円・中～大学生
500円・小学生400円　◆京阪 清水五条駅から徒歩約10分　
◆075-561-6980

◆9:00～16:30　◆無休　◆一般300円・高～大学生200円・小
～中学生100円　◆市バス 博物館三十三間堂前から徒歩約10分　
◆075-561-3802

◆8：45～16：00　◆12/29～12/31休城　※12・1月の毎週火曜と12/26～28・
1/1～1/4（時間変動有）は庭園のみ公開　◆一般600円、中高生350円、小学生
200円　◆地下鉄東西線 二条城前駅からすぐ　◆075-841-0096

相国寺
承天閣美術館

伏見城跡出土
遺物展示室

史跡岩倉具視幽棲
旧宅・対岳文庫

霊山歴史館
（幕末維新ミュージアム）

六波羅蜜寺文化財宝物館

豊国神社宝物館

風俗博物館
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しょうこくじじょうてんかくびじゅつかん

ふしみじょうせきしゅつどいぶつてんじしつ

しせきいわくらともみゆうせい
きゅうたく・たいがくぶんこ

りょうぜんれきしかん
（ばくまついしんみゅーじあむ）

ろくはらみつじぶんかざいほうもつかん

とよくにじんじゃほうもつかん

ふうぞくはくぶつかん

幾度も焼失、そのたび再建
を繰り返してきた本能寺。
織田信長の御廟があり、歴
史好きが絶えず訪れる。大
寶殿には信長に危険を告
げたという香炉「三足の蛙」
などを展示。

墨蹟・絵画など多くの文化
財を収蔵。金閣寺、銀閣寺
は相国寺の塔頭で、館内に
伊藤若冲筆の鹿苑寺大書
院旧障壁画を移設展示。

御香宮神社社務所内に、
伏見城跡から出土した瓦
100点余りを公開している。
中でも家紋入りの金箔瓦
は出土例が少なく貴重。

岩倉具視が３年間幽棲し、
坂本龍馬らと密会した邸
宅。対岳文庫で資料を展
示するほか、週末を中心に
無料ガイドや講座を実施。

幕末・明治維新の専門歴
史博物館。坂本龍馬や倒
幕派志士、新選組など幕府
側、どちらの資料も数多く、
双方の視点から楽しめる。

徳川家康が造営、桃山様
式の豪華さを誇る。1867年、
徳川慶喜が二の丸御殿で
大政奉還を表明、武家政
権終焉の舞台となった。

全国に先駆けて明治２年に64の番組小学校
がつくられた京都。明治から昭和の教科書
や学校所蔵の美術工芸品などを展示する。

『源氏物語』主人公、光源
氏の大邸宅を1/4スケール
で復元。華やかな貴族たち
の暮らしを体感しながら、
平安時代を学べる。

京都五山第二位の
美術品がそろう

伏見城の絢爛豪華さに
思いを馳せる

明治維新への
足跡をたどる

日本の夜明けを
感じ取る

江戸時代の始まりと終わりを見ていた城

京都発祥、日本の近代学校教育

平安・鎌倉の歴史の中心に立つ寺

人々に愛された太閤秀吉の神社

源氏物語絵巻の
世界を立体展示！

京都市学校歴史博物館16 きょうとしがっこうれきしはくぶつかん

東寺宝物館本能寺大寶殿 410 とうじほうもつかんほんのうじだいほうでん

寺宝約2万5000点。国宝「兜跋毘沙門
天立像」、重文「千手観音立像」、空海
の書跡などを収蔵。展覧会は春・秋2回
の開催。

空也上人が開山。西国第十七番札所。
宝物館では念仏を唱える空也上人像、
平清盛坐像など重要文化財を間近で
見ることができる。

「ほうこくさん」の名で慕われる神社。重
文「豊国祭礼図屏風」は秀吉七回忌の
臨時祭を描く。国宝・唐門は伏見城遺
構と伝わる。

弘法さんゆかりの密教美術作品災禍をくぐり抜けた寺宝の数々

羅城門跡（京都市南区）
らじょうもんあと

◆毎月25日・1/1・4/10～5/30・11月上旬～12月上旬・12/1・2月上旬
～3月下旬のみ開館9：00～16：00　◆一般300円・中～高校生250円・
小学生150円　◆市バス 北野天満宮前からすぐ　◆075-461-0005

北野天満宮宝物殿6
きたのてんまんぐうほうもつでん

平安時代中期に創建、学問の神様とし
て名高い菅原道真公を祀る北野天満
宮。宝物殿には菅原道真公愛用と伝わ
る「松風硯」などを所蔵している。

天神さんの宝物

羅城門復元模型（JR京都駅前 北口広場）
らじょうもんふくげんもけい

11年もの間、京都のまちを戦火に巻き込んだ応仁の乱。
将軍家の後継争いが発端という従来の説が、近年の研
究で疑問視されるなど話題が尽きません。上御霊神社前
に残る「応仁の乱勃発の地」碑や、戦乱の刀槍の傷跡が
残る千本釈迦堂本堂など史跡を巡り、歴史の謎に思いを
馳せましょう。

平安京創生館（京都アスニー1階）で
北野天満宮所蔵の国宝「北野天
神縁起絵巻（承久本）」部分複製を
常設展示しています。菅原道真公
の生涯や死後の雷神伝説など迫
力ある描写で見ごたえがあります。

織田信長に次いで天下統一を遂げた豊臣秀吉は、京都
に壮大な聚楽第を築くほか、大規模な土木工事を行いま
す。洛中をぐるりと囲む御土居堀を築き、寺を強制移転さ
せて「寺町」「寺之内」を造成するなど、現在の京都のまち
の基盤は秀吉によってつくられました。

応仁の乱の史跡を巡る アスニーで国宝絵巻（レプリカ）常設展示中！豊臣秀吉の京都大改造 column 3 column 2column 4

◆9:00～16:30　◆水
曜（祝日は翌日）・12/28～
1/4休館　◆一般200
円・小～高校生100円

（京都市内の小中学生は土・日
曜無料）　◆阪急 河原町
駅から徒歩約５分　
◆075-344-1305

平安京から大政奉還まで――、
みやことしての京都のまちの歴史は、まさに日本の歴史そのものです。
歴史が学べる博物館等を巡って、京都のまちの歴史を体感しましょう。
いざ、時空を超え、悠久の歴史絵巻へ。

※　　　は博物館ではありません。※時間はすべて受付・入場時間となります。

◎ダウンロードURL　www.ar-rajomon.jp
◎対応OS　iOS 9以上、Android 5.0以上
　GPSとコンパスが必須です。 ダウンロードは各STORE若しくはホームページから。
◎ARに関するお問い合わせ　☎075-681-3417（京都市南区役所地域力推進室）

◆JR京都駅烏丸口（中央口）より東へ徒歩すぐ

京都市生涯学習総合センター
（京都アスニー）１階

◆市バス 羅城門から徒歩すぐ

博物館で歴史を巡る

2016年11月に移設された、平安京のシンボル「羅城門」
の10分の1サイズ模型。京都タワーと一緒に撮影できる写
真スポットとして人気を集めています。平安時代の京都のまちを詳細に復元した「平安京

復元模型」では、空中の鳥になった気分で平安京
が体感できます。鳥羽離宮の復元模型も。

平安京の全景や街並みが見られる『バーチャル平
安京』（立命館大学開発）を操作して実際に平安京を歩
いている気分を味わいましょう。

平安貴族の普段着、袿（うちき）・狩衣（かりぎぬ）を着て
記念撮影！ 貴族の遊びや古典にまつわる漫画や絵
本も自由にお楽しみいただけます。

実際の羅城門は京都市南区にありました。現在は跡地
である公園内に石碑が立っています。

スマホで南区観光アプリ「ＡＲ西寺・羅
城門」をダウンロードし、羅城門跡や周
辺バス停付近で使用すると、画面を通
して360度、羅城門が再現されます。

平安京を体感しよう！

京都アスニーは、大内裏（平安宮）「造酒司（みきのつかさ）」跡地にあります。
造酒司は酒や酢を製造する役所で、アスニー前の地面には酒蔵の
柱穴跡が示されています。

足もとに感じる平安京column 1

巨大模型その
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現代の玄関口・
JR京都駅で
平安京を体感！

◆9:00～16:40　◆無休　◆本堂・
霊宝殿共通 一般600円・高～大学
生500円・小～中学生400円　
◆市バス 上七軒から徒歩3分　
◆075-461-5973

千本釈迦堂
大報恩寺霊宝殿

7
せんぼんしゃかどう
だいほうおんじれいほうでん

本堂は鎌倉時代建立で国
宝。京洛最古の木造建築と
される。霊宝殿には重文の
本尊釈迦如来坐像や快慶
作の十大弟子像を有する。

慶派彫刻が並ぶ名刹
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元離宮二条城15
もとりきゅうにじょうじょう


