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https://www.kanjimuseum.kyoto/book/（団体専用フォーム）

075-757-8686tel . 075 -531-0340fax.

資料請求・下見予約／団体受付Contact

イベントや講座の情報を発信

公益財団法人日本漢字能力検定協会お問い合わせ

漢字ミュージアム

Information

Access

無料（手帳提示） ¥800  ¥300 ¥500

障がい者大　人

無料

未就学児中学生・小学生大学生・高校生［入 館 料］

［開館時間］ 9：30～17：00　※入館は16：30まで

［割引制度］ ・20名以上の団体は、1名につき100円引（団体引率者は10名につき入館料1名免除）
・小中高生の修学旅行・課外学習グループ割（2名以上）1名につき100円引
・小中高生1名以上と同伴の大人は、1名につき300円引（大人2名まで）
・障がい者の介護人（1名）免除
※複数の割引制度の併用は不可

［　所在地　］

［　電　　車　］

［　バ　　ス　］

〒６０５-0074 京都府京都市東山区祇園町南側５５１番地（京都市元弥栄中学校跡地）

京　阪　電　車　　京阪本線『祇園四条駅』６番出口から八坂神社方面へ徒歩５分
阪　急　電　車　　阪急京都線『河原町駅』木屋町南出口から八坂神社方面へ徒歩８分
地下鉄東西線　　『東山駅』２番出口から東大路通を南へ徒歩１０分

京 都 市 バ ス　　１２・３１・４６・８０・１００・２０１・２０２・２０３・２０６・２０７系統『祇園』下車すぐ
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七条通

［休 館 日］ 月曜日（休館日が祝日の場合は、翌平日に振替）

修学旅行・特別活動における、タクシー利用の班行動に対応するため、一時駐車場をご用意しています。ご希望の際は事前にお問い合わせください。



好好奇心に おうしい 出会新 奇心に おうしい 出会新
公益財団法人 日本漢字能力検定協会は、2016年に京都祇園の京都市元弥栄中学校跡地に

「漢検 漢字博物館・図書館（漢字ミュージアム）」を開館しました。

当協会は、日本語・漢字に関する「普及啓発・支援活動」「調査・研究活動」「日本語能力育成活動」という

3つの公益事業活動を通じて、すべての人の“学び”を支えることを理念としています。

漢字ミュージアムは「普及啓発・支援活動」の一翼を担い、日本で初めての日本語・漢字に関する専門博物館として、

漢字の面白さ・楽しさ・奥深さを体感しながら学べる展示を通じて、

修学旅行生や国内外の観光客のみなさまへ、漢字文化の魅力を発信していきたいと考えています。

公益財団法人 日本漢字能力検定協会は、2016年に京都祇園の京都市元弥栄中学校跡地に

「漢検 漢字博物館・図書館（漢字ミュージアム）」を開館しました。

当協会は、日本語・漢字に関する「普及啓発・支援活動」「調査・研究活動」「日本語能力育成活動」という

3つの公益事業活動を通じて、すべての人の“学び”を支えることを理念としています。

漢字ミュージアムは「普及啓発・支援活動」の一翼を担い、日本で初めての日本語・漢字に関する専門博物館として、

漢字の面白さ・楽しさ・奥深さを体感しながら学べる展示を通じて、

修学旅行生や国内外の観光客のみなさまへ、漢字文化の魅力を発信していきたいと考えています。

社会生活に必要な日本語・漢字の能力を高め、

広く日本語・漢字に対する尊重の念と認識を高める。

ロゴについて
丸の中に「子どもも大人も、たくさんの人々が
日々集うミュージアムになる」という思いをこ
めました。直線は、京都の通りの特徴である
格子路を表現。色は、京都の建築物に多く採
用されている弁柄色に、さらに明るさを加え
ました。

体験型展示
触れる・学ぶ・楽しむ展示を通して、いくつも
の驚きや発見を生み出す体験型ミュージアム
です。日本の漢字文化を国内はもとより世界
へと広く発信し、「漢字って面白い！」と感じ
る子どもや大人が増えるよう、未来につなが
る知的好奇心を刺激します。

中学校跡地
漢字ミュージアムは、京都市元弥栄中学校
（平成23年閉校)跡地に開館しています。京
都には、地域教育の礎として全国に先駆けて
番組（住民自治組織）小学校を設立した、教
育への熱い思いがあります。

日本漢字能力検定協会の理念公益財団法人 

3つの公益事業活動を通じて、

すべての人の“学び”を支えます。

日本語・漢字能力の
育成

日本語・漢字の
学習を促進

・漢字博物館・図書館の運営
普及啓発・支援活動

・漢字・日本語キュレーションサイト・検索サイトの運営
・機関誌の発行
・講演会・講座の開催
・漢字文化啓発イベント
・教材の発行　など

日本語能力育成活動
・検定・テストの実施
・漢検
・BJT
・文章検　など

調査・研究活動
・漢字文化研究
・研究論文の顕彰
・教育研究への助成　など

日本語・漢字への
興味関心を喚起

四条通に面していた弥栄中学校（当時）

詳細は本冊子を
ご参照ください。

公益財団法人  日本漢字能力検定協会　https://www.kanken.or.jp/
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1階は、映像、グラフィック、資料に触れる
ハンズオン装置など、体験を通じて漢字の
歴史を理解できる展示です。2階は、どこか
らでも楽しめる自由動線。タッチパネルの
ゲームなど、遊びながら漢字に親しむこと
で漢字への関心を高めます。

❶体験型の施設
漢字の歴史を学べる30メートルの歴史絵
巻や、砂や青銅器から電子書籍にいたるま
で、書く行為の移り変わりを追うことので
きる展示があります。また、（公財）東洋文
庫協力のもと、中国で発掘された本物の
甲骨※を見ることができます。
※現在確認できる最古の漢字が書かれて
います。

❷漢字の学びを深める展示 時間、人数、予算に応じて、漢字の学びを
深めるためのワークショップ（詳細はP.7）
や講演会を開催することも可能です。講演
会は中学生・高校生の団体来館（30名以
上）が対象です。30分程度で、漢字文化
研究所員が講師を担当します。

❻カスタマイズ可能

館内はバリアフリーに対応しており、最新
型多機能トイレ、エレベーター、授乳室、
救護室の設置の他、車いすやベビーカーを
貸し出しています。また、海外の方向けの
音声ガイドや体験シート（英語・中国語・
韓国語）もご用意しています。

❼多様な来館者に対応

館内に図書館があり、漢字に関する辞書
や専門書を豊富に取りそろえていますの
で、調べもの学習の場としてご活用いただ
けます。絵本・漫画・図鑑など、小学生対
象のものもあります。
※貸し出しはしていません。

❽調べもの学習ができます

館内での活動の様子は、カメラやビデオで
撮影していただけます。来館者のみなさん
の思い出として、またご担当者の報告資
料・学校だより・WEBサイトなどの素材と
してご活用ください。
※展示物に一部撮影不可あり

❾思い出を撮影

10集合や荷物置き場に

1時間あたり350人までの受け入れが可能で
す。1階と2階に分かれて見学を開始すること
で、混雑を避けたり、他の来館者を気にせず
過ごしたりできます。
また、班別行動でも入館料割引があり、ご相
談いただければ敷地内に乗車タクシーを一時
駐車できます。

❸少人数から大人数まで対応

八坂神社、知恩院、建仁寺、清水寺に近い
立地のため、修学旅行の班別行動の際の
チェックポイントとしても便利です（当日は
何度でも再入館可）。ご担当者様が当日常
駐できるように、机とイスもご用意できま
す。

冷暖房・最新型トイレなどの設備も充実し
た屋内施設のため、雨・風・気温に左右さ
れず楽しむことができます。

❺天候を気にしない

漢字ミュージアムが選ばれる の理由10
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❹チェックポイントとして便利

多目的室にて、館内見学の前後に昼食（持
参されたお弁当）をとることができます。
館内見学中の荷物一時預かりも対応しま
す。
※修学旅行や特別活動で団体来館（20名
以上）する学校が対象。ご相談ください。
※スクール形式で90席、シアター形式もし
くは机イス撤去で130人まで利用可。



遊び・楽しみ・学べるフロア
漢字の仕組みや特徴が遊びのツールとなる、テーマパークのような展示エリア。
遊びながら漢字に親しめます。写真撮影スポットもご用意しています。

見て・聴いて・触れるフロア
映像やグラフィック、資料に触れるハンズオン装置などの体験的な手法を用いて、
日本語を書き記す文字として発展・変容してきた漢字の歴史を楽しく学べます。

2F1F

撮影スポット
も充実！

こんな漢字が
あるって

初めて知った！

遊びながら
学べる！

大人でも楽しめるように
なっていて感心しました。

生き物　漢字図鑑
動物や植物の名前が漢字で書かれたプレートを、
合う生き物の絵に貼ってみましょう。

6さあ、漢字ミュージアムへー新しい好奇心に出会おうー5

漢字で国名
この国、どう書く？
国旗スタンプを押して、国名の
漢字表記を見てみよう。

多目的室
見学団体は昼食場所や荷物置き場としても利用で
きます。（要予約）

書く素材と道具の進化
砂や青銅器から紙、電子書籍まで、書く行為の移り
変わりを追うことができます。

漢検ラウンジ
日本漢字能力検定協会の事業や主催イベントを
ご紹介しています。

本物の甲骨文字を見てみよう
中国の河南省安陽市にある“殷墟”から発掘され
た本物の甲骨を展示。（協力：東洋文庫）

今年の漢字
清水寺で揮毫された迫力の大書。年末の恒例行
事「今年の漢字」の実物です。

甲骨文字占い
入館時にもらえる体験シートをこすると「今日の占
い」が出てきます。

踊る甲骨文字テーブル
巨大な甲骨に手をかざして、漢字のルーツである甲
骨文字を見つけてみましょう。

乾拓であそぼう
日本や中国の古銭の上に紙を置いて、色鉛筆でこ
すってみよう。

象形文字を探し出そう
イラストに触れると、現在使われている漢字に姿を
変えます。

体で漢字をつくろう
自分の体を使って漢字になっ
てみよう。写真は、モニター画面
に登録できます。

おもしろ漢字ばなし
画数の多い漢字や「々」は何なのかなど、
知ってびっくり漢字のエピソード。

巨大湯のみ
魚へんの漢字が並ぶ巨大な湯の
みに入って記念撮影。

本物の甲骨文字を見てみよう
乾拓であそぼう
象形文字を探し出そう
漢字回転すし
巨大湯のみ記念撮影コーナー
四字熟語であそぼう
漢字の読みと音
漢字の書体
体で漢字をつくろう
ゲームで漢検コーナー
漢字の筆順

見る展示 触れる展示2F　展示一覧

漢字かな交じり文であそぼう
生き物  漢字図鑑
部首組み合わせタッチパネルかるた
暮らしの道具の漢字たち
引いてみよう  漢字辞典
漢字と京都 漢字京めぐり
漢字と京都 祇園祭
にっぽん生まれの漢字「国字」
方言漢字
おもしろ漢字ばなし
漢字の成り立ち／漢字をつくろう
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【60分編】

おすすめ
見学コース

漢字ミュージアムの

映像と音で、漢字の世界にいざないます。
「漢字ってなに？」を約10分間隔で上映。

シアター

全長３０メートル。前半は中国での漢字
の歴史が書かれ、後半は日本でどのよう
に漢字が使われてきたかなどが紹介さ
れています。

漢字の歴史絵巻

来館者全員にお渡しする体験シートには、「甲
骨文字占い」がついています。さらに、自分の名
前を万葉仮名やひらがな・カタカナの「もとの
字」で表すスタンプを押すことができます。

体験シート体験シート

柱の上から下まで全面に『大漢和辞典』（大修
館書店）に採録された約５万字の漢字が書かれ
ています。自分の名前の漢字や、見たことのない
漢字を探してみましょう。

漢字５万字タワー

シアター

漢字の歴史絵巻

漢字５万字タワー

子ども向けの漢字に関する本や本格的な調査
研究用の辞典など、さまざまな本があります。調
べ物学習に利用することができます。

図書館

回ってくるすしを取ると、そのネタに
なっている魚の漢字クイズがスター
ト。正解するとその漢字の魚が、大
画面モニターに登場して元気よく泳
ぎ始めます。

漢字回転すし

象形文字・指事文字・会意文字・
形声文字など、漢字の成り立ちを
ヒントに、自由な発想と遊び心で自
分だけの漢字を作ってみましょう。

お題の部首とカードを組み合わせて正しい
漢字を完成させるゲームです。最大4人で対
戦できます。

部首組み合わせ
タッチパネルかるた

体験シート

図書館

漢字回転すし

部首組み合わせ
タッチパネルかるた

漢字の学びを深めるためのワークショップを開催しています。
※小学生以上、２０名以上が対象。日時や班分けはご相談ください。

5万字タワーで

おもしろい

漢字を発見！

漢字の成り立ちが
わかった！

親子で楽しめる！

ここまで
20分

ここまで
60分

ここまで
45分

2階へ

テーマの異なる企画展を年間およそ4回開催。
詳しくは漢字ミュージアムWEBサイトをご覧ください。
https://www.kanjimuseum.kyoto/
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漢字をつくろう漢字をつくろう

団体向け特別ワークショップ 企画展
30分
100円～

50分～
300円

「漢字缶バッジを作ろう！」
好きな漢字、自分の名前など、
オリジナル缶バッジを作ることが
できます。

「消しゴムはんこを作ろう！」
書体のうつりかわりを学びながら
はんこを作ります。 



（小学校高学年  愛知県）
自分の字を（万葉仮名）スタンプ
で押すのが楽しくて「こうやって書
くんだなぁ」と思い、わくわくしま
した。

（京都府  公立小学校）
実際にさわれるのでよい。漢字
の歴史が分かりやすい。
子どもが興味を持てる展示物で
すばらしい。

（茨城県  公立中学校）
漢字歴史絵巻、甲骨文字、青銅
器は、国語・社会の学習に活用
できる。

（大阪府  旅行会社）
外国の観光客の方々は、自分や
友人の名前を漢字で書きたいと
よくおっしゃるので、漢字の歴史
を紹介しながら楽しく過ごせそ
うです。

（三重県  公立小学校）
「へぇ～」と思ったり、次々と見た
くなるポイントが上手にコーナー
として作ってあるので、子どもた
ちがやりたくなるだろうと感じた。

（中学生  京都府）
色んなゲームがあったり、
成り立ちがわかったりして
楽しかったです。

（小学校高学年  大阪府）
漢字の勉強ができたし、楽しく
学べるというのはいいことだな
と思った。漢検も受けているけ
どより頑張ろうと思った。また来
たい。

（高校生  大阪府）
自分の知らない漢字がたくさん
あり、良い体験をしました。

（60代  福井県）
館内がきれいでスタッフの人の
説明もわかりやすく感動しまし
た。友人や姉妹とまたぜひ来館
したいです。漢字の魅力にはま
りました。

（40代  滋賀県）
勉強嫌いの息子が夢中でクイズ
を解いていました。国語嫌いな
のに楽しんでいる姿が見られて
嬉しかった。

（大阪府  公立小学校）
体験シートが何種類かあるの
で、班で友達と見比べながら体
験できるのがよかったです。

教員・旅行会社担当者へのアンケート
（2017年・2018年来館）から抜粋

来館者へのアンケート
（2018年来館）から抜粋

小学校
中学校

旅行会社

（埼玉県  公立中学校）
日々の学校での学習内容につい
ての展示もあり、教員という立場
から、生徒にぜひ宣伝したいと
感じました。

来館団体からの声

来館者からの声

（兵庫県  公立小学校）
漢字のことをこんなにも楽しく
学べるのは、とても魅力的だと
思いました。

（50代  京都府）
とても楽しかった。
時間が足りなかった。

（40代  大阪府）
子供向けだと思っていましたが、
大人も楽しめました。また、漢字
を学びたいと思います。

（40代  福岡県）
“動”と“静”のバランスが良く、
老若男女すべてが楽しめる知的
施設でした。

（福井県  旅行会社）
思っていたよりずっと楽しかった。
一日中ゆっくりといたいです。
漢字嫌いな子も好きになりそうな
工夫がいっぱいで、ゲーム感覚で
学べそうですね。

団体ご担当者様 ご予約からご来館までの流れ

カフェやお土産も充実

【見学＋ワークショップ】

小学生  6,000円
入館料200円×30名

（20名以上100円引適用後）

合計
15,000円

ワークショップ  9,000円
消しゴムはんこ 300円×30名

小学生30名 の場合教員2名＋

利用例
1

教員0円
教員証提示で
入館料免除

【見学】

大　人  28,000円
入館料700円×40名

（20名以上100円引適用後）

合計
28,000円

大人40名 の場合添乗員2名＋

添乗員0円
名刺提示で
入館料免除

ワークショップなし
利用例
2

Cafe倭楽
コーヒー、京野菜と漬物を使っ
たサンドイッチなどがそろう。
ミュージアムチケット提示で割
引あり。

祇園祭ぎゃらりぃ
漢字ミュージアムのオリジナル
クリアファイルは5種類ありま
す。来館記念やお土産にいか
がですか？

109 さあ、漢字ミュージアムへー新しい好奇心に出会おうー

先生方の休憩場所としても最適。幅広い世代に人気の漢字グッズも充実しています。

開館時間外や休館日の貸切、出張ワークショップについてはご相談ください。
当日スムーズにご案内するため、20名以上で来館される場合はぜひ事前にご予約ください。

〈電 話〉 漢字ミュージアム団体予約係　075-757-8686
〈WEB〉 団体専用フォーム　https://www.kanjimuseum.kyoto/book/

確定次第お知らせください。予約キャンセル料は発生しません。

①団体名   ②来館予定日   ③来館人数と内訳   ④ご担当者の電話番号
⑤（旅行代理店経由でお申し込みの場合）クーポン利用の有無
⑥オプションのご希望（以下のページをご参照ください。）
・ワークショップ（P.7下）や漢字講演会の開催（P.4「創」）
・多目的室の利用（P.4「食」）
・駐車場の利用（P.3「大」）

◆入館チケットについて…ご提示いただくと、当日は何度でも再入館が可能です。
　※入館料免除の対象：学校教育利用の引率教員、添乗員、ガイド、運転手、カメラマン
◆体験シートについて…漢字により親しんでいただくために、来館者全員に「体験シート」をお渡ししています。
　甲骨文字占いをしたり、自分の名前を万葉仮名スタンプで押したりできます。
　英語版・中国語版（簡体字）・韓国語版もご用意しています。
◆利用例

◆班別行動について…児童・生徒自身で班ごとに入館料をご精算ください。
　修学旅行・特別活動の児童・生徒同士2名以上のご来館で、1名あたり入館料を100円割引します。
　「校外学習のしおり」など確認できるものをご提示ください。

［営業時間］ 9：30～19：00　［定休日］ 月曜（祝日の場合は翌平日）

お電話もしくはWEBサイトからご予約ください。

ご希望の場合、教員や旅行関係者の方は入館料免除で下見をしていただけます。
券売にて名刺をご提示ください。

予
約

下
見

ご担当者の方は、来館時に現金もしくはクーポン(旅行代理店と当館契約のもの)にて一括で
ご精算ください。人数分のチケットと体験シートをお渡しします。

来
館

ご来館が未定の場合も資料を無料で発送します。資料請求について

最終日時や人数について

予約時にお伝えいただきたいこと

わ らく



漢字ミュージアムへあ、さ
ー新しい好奇心に出会おうー

食

調

撮

創
学

楽

大

天集

優

https://www.kanjimuseum.kyoto/book/（団体専用フォーム）

075-757-8686tel . 075 -531-0340fax.

資料請求・下見予約／団体受付Contact

イベントや講座の情報を発信

公益財団法人日本漢字能力検定協会お問い合わせ

漢字ミュージアム

Information

Access

無料（手帳提示） ¥800  ¥300 ¥500

障がい者大　人

無料

未就学児中学生・小学生大学生・高校生［入 館 料］

［開館時間］ 9：30～17：00　※入館は16：30まで

［割引制度］ ・20名以上の団体は、1名につき100円引（団体引率者は10名につき入館料1名免除）
・小中高生の修学旅行・課外学習グループ割（2名以上）1名につき100円引
・小中高生1名以上と同伴の大人は、1名につき300円引（大人2名まで）
・障がい者の介護人（1名）免除
※複数の割引制度の併用は不可

［　所在地　］

［　電　　車　］

［　バ　　ス　］

〒６０５-0074 京都府京都市東山区祇園町南側５５１番地（京都市元弥栄中学校跡地）

京　阪　電　車　　京阪本線『祇園四条駅』６番出口から八坂神社方面へ徒歩５分
阪　急　電　車　　阪急京都線『河原町駅』木屋町南出口から八坂神社方面へ徒歩８分
地下鉄東西線　　『東山駅』２番出口から東大路通を南へ徒歩１０分

京 都 市 バ ス　　１２・３１・４６・８０・１００・２０１・２０２・２０３・２０６・２０７系統『祇園』下車すぐ

漢字
ミュージアム
漢字

ミュージアム
漢字

ミュージアム
漢字

ミュージアム

八坂神社
徒歩1分
八坂神社
徒歩1分

高台寺
徒歩20分
高台寺
徒歩20分

知恩院
徒歩10分
知恩院
徒歩10分

平安神宮
徒歩25分
平安神宮
徒歩25分

※京都市バス（京都駅前ー祇園）

京阪電車

京阪電車

阪急電車

地下鉄東西線

JR奈良線

徒歩

徒歩

徒歩

徒歩

すぐ約18分

約2分 約5分

約50分

約43分

約8分 約10分

約10分

約5分

河原町駅

東山駅山科駅

梅田駅

淀屋橋駅

京
都
駅

漢
字
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

東
福
寺
駅

祇
園
四
条
駅

建仁寺
徒歩8分
建仁寺
徒歩8分

清水寺
徒歩30分
清水寺
徒歩30分

七条通

［休 館 日］ 月曜日（休館日が祝日の場合は、翌平日に振替）

修学旅行・特別活動における、タクシー利用の班行動に対応するため、一時駐車場をご用意しています。ご希望の際は事前にお問い合わせください。


