
※№は日本地図上の番号と対応しています

№ 博物館名 助成年度 所在地

北海道開拓記念館 総合案内／改定新版 S58／H5

北海道博物館展示案内「北東アジアの十字路」 R４

2 北海道立北方民族博物館 総合案内 H4 北海道網走市

3 釧路市立博物館 総合案内 S63 北海道釧路市

青森県立郷土館 総合案内／改定新版 S59／H8

　　〃　　 展示案内「海を行き交う人たち」 H24

5 岩手県立博物館 総合案内 H2 岩手県盛岡市

6 仙台市博物館 総合案内 S62 宮城県仙台市

62 東北歴史博物館 展示案内「共生と対立～海と大地をめぐる物語～」 H29 宮城県多賀城市

秋田県立博物館 総合案内 S61

　　〃　　展示案内「秋田の自然と人のくらし」 H21

8 山形県立博物館 総合案内 H1 山形県山形市

9 致道博物館 総合案内 H4 山形県鶴岡市

10 福島県立博物館 総合案内 S63 福島県会津若松市

栃木県立博物館 総合案内 S60

　　〃　　 展示案内「栃木の自然と歴史」 H13

12 群馬県立歴史博物館 総合案内 H3 群馬県高崎市

13 群馬県立自然史博物館 総合案内 H11 群馬県富岡市

57 ミュージアムパーク茨城県自然博物館 展示案内「自然のしくみ 茨城、そして地球」 H16 茨城県岩井市

埼玉県立自然の博物館 総合案内 H2

　　〃　　 展示案内「地球の窓・長瀞の自然」 H22

千葉県立中央博物館 総合案内 H2

　　〃　　 展示案内「豊饒の房総」 H26

16 神奈川県立博物館 総合案内 S59 神奈川県横浜市

54 神奈川県立生命の星・地球博物館 展示案内「地球、生命あふれる不思議な星」 H14 神奈川県小田原市

17 神奈川県立歴史博物館 総合案内 H8 神奈川県横浜市

18 新潟県立自然科学館 総合案内 H7 新潟県新潟市

58 フォッサマグナ・ミュージアム 展示解説「フォッサマグナってなんだろう」 H17 新潟県糸魚川市

19 富山県 立山博物館 総合案内 H8 富山県中新川郡立山町

60 富山市科学博物館 展示案内「水と風がつくる自然」 H25 富山県富山市

20 小松市立博物館 総合案内 H12 石川県小松市

21 福井県立博物館 総合案内 S62 福井県福井市

22 みくに龍翔館 総合案内 H5 福井県坂井郡三国町

56 福井県立恐竜博物館 展示案内「恐竜－6500万年の眠りからさめて」 H15 福井県勝山市

23 松本市立博物館 総合案内 S60 長野県松本市

市立 大町山岳博物館 総合案内 H5

　　〃　　 展示案内「北アルプスの自然と人」 H17

55 野尻湖ナウマンゾウ博物館 展示解説「ナウマンゾウの狩人をもとめて」 H14 長野県上水内郡信濃町

岐阜県博物館 総合案内 H1

　　〃　 　展示案内　「山の国、水の国　岐阜」 H19

4 青森県青森市

25

秋田県秋田市

岐阜県関市

15 千葉県千葉市

24 長野県大町市
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7

埼玉県秩父郡長瀞町14

11 栃木県宇都宮市

1 北海道札幌市
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26 岐阜市歴史博物館 総合案内 H10 岐阜県岐阜市

27 名古屋市博物館 総合案内 S58 愛知県名古屋市

28 豊橋市自然史博物館 総合案内 H7 愛知県豊橋市

29 斎宮歴史博物館 総合案内／改定新版 H3／H12 三重県多気郡明和町

61 三重県総合博物館 展示案内「南北の共存 東西の交流」 H27 三重県津市

滋賀県立琵琶湖博物館 総合案内 H9

　　〃　 　展示案内「古代湖とともに生きる」 R３

31 大阪市立博物館 総合案内 S57 大阪府大阪市

32 大阪市立自然史博物館 総合案内 S61 大阪府大阪市

33 堺市博物館 総合案内 H9 大阪府堺市

34 兵庫県立歴史博物館 総合案内 H1 兵庫県姫路市

35 兵庫県立人と自然の博物館 総合案内 H7 兵庫県三田市

36 神戸市立博物館 総合案内 S63 兵庫県神戸市

37 奈良県立橿原考古学研究所附属博物館 総合案内 S62 奈良県橿原市

38 和歌山市立博物館 総合案内 H6 和歌山県和歌山市

39 鳥取県立博物館 総合案内 S60 鳥取県鳥取市

40 和鋼博物館 総合案内 H13 島根県安来市

63 島根県立三瓶自然館 展示案内「峰々の記憶をたどって」 Ｈ30 島根県大田市

41 岡山市立オリエント美術館 総合案内 H4 岡山県岡山市

64 広島県立歴史博物館 展示案内「瀬戸内の交流～まちのにぎわい 人のつながり～」 R1 広島県福山市

42 土井ケ浜遺跡・人類学ミュージアム 展示解説「土井ケ浜遺跡の弥生人たち」 H10 山口県豊浦郡豊北町

59 萩博物館 展示案内「萩の町は屋根のない博物館」 H18 山口県萩市

43 徳島県立博物館 総合案内 H3 徳島県徳島市

44 瀬戸内海歴史民俗資料館 総合案内 S60 香川県高松市

65 愛媛県総合科学博物館 展示案内「山と海が育てた愛媛の産業」 R２ 愛媛県新居浜市

45 高知県立歴史民俗資料館 総合案内 H6 高知県南国市

九州歴史資料館 総合案内 S58 福岡県太宰府市

　　〃　　 展示案内「交流のかなめ　ふくおか」 H28 福岡県小郡市

47 佐賀県立名護屋城博物館 総合案内 H11 佐賀県唐津市

48 シーボルト記念館 展示解説「シーボルトの見たニッポン」 H6 長崎県長崎市

49 熊本博物館 総合案内 S59 熊本県熊本市

50 大分県立歴史博物館 総合案内 H12 大分県宇佐市

51 宮崎県総合博物館 総合案内 H11 宮崎県宮崎市

52 鹿児島県歴史資料センター黎明館 総合案内 S62 鹿児島県鹿児島市

沖縄県立博物館 総合案内 S61

　　〃　　 展示案内「海と島に生きる」 H23

30 滋賀県草津市

53 沖縄県那覇市

46


