
 

 

東京都台東区上野公園園内及び周辺の博物館・美術館・動物園・寺社等文化施

設 13館園でつくる「上野ミュージアムウィーク実行組織連盟（2018年度幹事館：東京

国立博物館）」は、上野のれん会との共同主催により、2018年 5月 5日（土）から 20

日（日）まで、「国際博物館の日」記念事業 2018 上野ミュージアムウィークを開催い

たします。 

上野ミュージアムウィークは、文化施設を中心とした上野公園地区の地域振興事

業であり、期間中各文化施設が無料観覧日を設けたり、特別講演会、ガイドツアー

を実施したりするなど、さまざまな記念イベントを展開します。 

また、上野のれん会主催で、留学生を対象としたガイドツアーや、上野のミュージ

アムチケットが当たるくじ引きを実施します。また、今年は上野公園と街をつなぐパン

ダバスの無料運行を行います。加盟店舗では、お得にご利用いただけるサービスも

ご用意しております。 

多くの文化施設が集中する“歴史と文化の街”上野を横断的に、お得にお楽しみ

いただける 2週間です。 

つきましては、広報について、格段のご配慮を賜りますようお願い申し上げます。 

なお、本件につきましては、公式サイト（http://www.ueno-mw.com/）におきまして

も情報がございますので、ご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プレスリリース 
2018年 4月 3日  

東京国立博物館  
「国際博物館の日」記念事業 2018 

上野ミュージアムウィーク開催のお知らせ 
 

本件に関するお問合せ 

上野ミュージアムウィーク実行組織連盟 

2018年度幹事館 東京国立博物館 総務課：野口、田村  

〒110-8712 東京都台東区上野公園 13－9 

TEL:03-3821-9270  FAX:03-3821-9680 

E-mail: shog@jm.tnm.jp 

http: //www.tnm.jp/ 

※各事業に関するお問合わせは各施設に直接お問合わせください。 

                    



 

＜概要＞ 

毎年 5 月 18 日は国際博物館会議 The International Council of Museums（ICOM イコム／本

部はフランス・パリ）が定める博物館の記念日、「国際博物館の日（International Museum Day）」

です。「博物館は文化の交流、涵養および世界の人々の相互理解と協力、平和のための重要な手段

である」との ICOMの理念に基づいて、1977年に制定されました。 

 

博物館に、より親しんでもらうこと、博物館で働く人々と身近に触れ合えるようにすること、

博物館が社会に果たす役割を広く理解してもらうことなどを目的とした様々な記念事業が実施さ

れます。 

 

日本では 2002年に導入され、博物館・美術館など多くの文化施設を抱える上野地区では同年以

降、国際博物館の日の前後 1週間（土曜日から日曜日まで）を上野ミュージアムウィークとして、

無料観覧日の設定やガイドツアー・記念講演会・来館者プレゼントなど、「文化の街 上野」をお

得にご体験いただける様々な記念企画を実施しています。 

 

また、上野圏内の老舗飲食店をはじめとしたおよそ 80軒の店舗でつくる「上野のれん会」が共

同主催者となり、ガイドツアーや文化施設のチケットが当たるくじ引きなど、文化施設と連携し

た企画を展開しています。 

 

16回目となった昨年 2017年には、無料観覧日の利用者数のべ 16,700名以上（4施設）、記念イ

ベントにはおよそ 1850 名（8 施設 12 事業）のご参加をいただくなど、多くの方々のご注目、ご

期待を頂くイベントに成長してきました。 

17回目となる今年も、多くのイベントを企画して皆様をお待ちしています。 

 

＜組織＞ 

主  催：上野ミュージアムウィーク実行組織連盟（13施設） 

東京国立博物館（幹事館）、国立科学博物館、国立西洋美術館、東京藝術大学大学美

術館、東京都美術館、東京都恩賜上野動物園、上野の森美術館、旧東京音楽学校奏

楽堂、下町風俗資料館、東叡山寛永寺、旧岩崎邸庭園、国立近現代建築資料館、 

国立国会図書館国際子ども図書館 

共同主催：上野のれん会 

協  賛：一般財団法人 全国科学博物館振興財団 

協  力：東京都東部公園緑地事務所、台東区、公益財団法人 台東区芸術文化財団 

 

 

＜参考＞ 

国際博物館の日 公式サイト（英文）：http://network.icom.museum/international-museum-day 

 日本博物館協会 国際博物館の日事業：http://www.j-muse.or.jp/02program/projects.php?cat=8 

 



 

各施設で開催される記念イベントの一部をご紹介します。各イベントの詳細は上野ミュージア

ムウィーク、および各施設の公式ホームページをご確認ください。 

なお、各機関名の文頭に記載されている記号については、参考：「国際博物館の日」参加施設・機

関情報に、各イベント右側の欄の数字は各施設情報の企画番号に対応しています。 

＊印のイベントは事前のご予約が必要です。 

 

 

無料観覧日（※1） 

5月 18日（金） 

M-1 東京国立博物館 総合文化展のみ (1) 

M-2 国立科学博物館 常設展のみ (2) 

M-3 国立西洋美術館 常設展のみ (3) 

M-8 台東区立下町風俗資料館 常設展 (4) 

※1 通常時の入館が有料の施設について記載しています。 

常時無料の施設については、参考の各施設・各機関情報をご確認ください。 

記念ツアー・ガイドツアー 

5月 6日(日)、10日(木) 

M-13 東叡山寛永寺 特別参拝 ＊ (5) 

5月 8日（火）、10日（木）、15日（火）、17日（木） 

M-12 国際子ども図書館 国際子ども図書館ガイドツアー ＊ (6) 

5月 8日(火)、11日(金) 

M-6 上野動物園 ミュージアムウィーク特別ガイド サル・ウォッチ

ング  
(7) 

5月 13日(日)    

M-6 上野動物園、 M-2国立科学博

物館、 M-1 東京国立博物館 

上野の山でサルめぐり～国際博物館の日記念ツアー

～ ＊ 
(8) 

5月 18日（金）   

M-3 国立西洋美術館 ボランティアによるガイドツアー (9) 

5月 19日（土） 

M-5 東京都美術館 “とびラー”と巡る「建築ツアー」 (10) 

5月 29日（火）   

S-1 上野のれん会 ＜外国人留学生限定＞浴衣着付け教室つきガイドツ

アー＊ 
(11) 

コンサート 

5月 20日（日） 

M-2 国立科学博物館 上野学園大学ミュージアムコンサート (12) 



 

講演会・ガイダンス 

5月 18日（金） 

M-1 東京国立博物館 国際博物館の日記念ガイダンス「トーハクへようこそ」 (13) 

5月 19日（土） 

M-2 国立科学博物館 天文学普及講演会「天文ニュース解説」 (14) 

 

 

 

 

来館・来場者プレゼント 

5月 5日（土） 

M-4 東京藝術大学大学美術館 展覧会観覧の先着 50 名様にオリジナルグッズプレ

ゼント 
(15) 

5月 6日（日） 

M-7 上野の森美術館 展覧会入場者の先着 50 名様にオリジナルポストカ

ードプレゼント 
(16) 

5月 18日（金）   

M-3 国立西洋美術館 常設展入場者の先着 100 名様に美術館オリジナルグ

ッズプレゼント 
(17) 

M-5 東京都美術館 「プーシキン美術館展──旅するフランス風景画」

にご来場の先着 100 名様に展覧会オリジナルポスト

カードプレゼント 

(18) 

S-1 上野のれん会 お楽しみくじ引き（ミュージアムチケット等が当た

る！）(※2) 
(19) 

※2 ①上野ミュージアムウィークパンフレット、またはくじ引き参加券（上野ミュージアムウィーク

のホームページからプリント）②上野松坂屋のお買い上げレシート 500円分（当日）の２つをご

呈示いただいた方、先着 100 名。 

その他 

5月 1日（火）～31日（木）   

S-1 上野のれん会 UMWクーポンサービス (20) 

5月 14日（月）～20日（日） 

S-1 上野のれん会 パンダバス無料運行 (21) 

5月 18日（金）   

S-1 上野のれん会 国際博物館の日記念 街のお楽しみ無料デー (※3) (22) 

※3 上野ミュージアムウィークパンフレット、または上野ミュージアムウィークのホームページ「お

楽しみ無料デー」のページをプリントかモバイルをご呈示いただいた方。（お 1人様 1提示。クーポン

サービスの併用不可） 



 

 

 

施設名                 展覧会名称                 期間 

M-1東京国立博物館 創刊記念『國華』130周年・朝日新聞 140

周年 特別展「名作誕生－つながる日本美

術」」 

4月 13日(金)～5月 27日(日) 

 親と子のギャラリー「サルのひろば」 4月 17日(火)～5月 20日(日) 

M-2国立科学博物館 特別展「人体―神秘への挑戦―」 3月 13日（火）～6月 17日（日） 

M-3国立西洋美術館 日本スペイン外交関係樹立 150周年記念 

プラド美術館展 ベラスケスと絵画の栄

光 

2月 24日（土）～5月 27日（日） 

M-4東京藝術大学大学美術

館 

東西美人画の名作《序の舞》への系譜 3月 31 日（土）～5月 6日（日） 

M-5東京都美術館 特別展「プーシキン美術館展──旅するフ

ランス風景画」 
4月 14 日(土)～7月 8日(日) 

M-6東京都恩賜上野動物園  両生爬虫類館特設展示「ミヲマモル ─Dr.

ペトルの秘密の倉庫─」 

3月 26 日（月）～12月 28日

（金） 

M-7上野の森美術館 第 36回上野の森美術館大賞展 4月 27 日（金）～5月 8日（火） 

M-8下町風俗資料館 季節展示「下町の祭礼」 5月 8日(火)～6月 17日(日) 

 



 

やむを得ない事情により、開館日・開館時間を変更させていただくことがあります。 

最新の情報は各施設のホームページでご確認ください。 

※ 特に記載のない場合、入館・入園時間は閉館・閉園の 30分前までです。 

※ 企画番号は主催企画のみ記載しています。記載がない施設も、他施設主催のガイドツアーの

見学先などとして企画に参加しています。 

 

 

M-1：東京国立博物館 (Tokyo National Museum) 

 

縄文から近代まで、時代もジャンルも幅広い日本美術・考古とアジア各

地域の美術・考古の作品を展示。収蔵品の数は、国宝・重要文化財約 700

件を含む 11 万件超。教科書で見たあの作品にも出会えます。 

WEB http://www.tnm.jp/ 

開館情報 開館時間：9:30～17:00 

4月～9月の日曜日および祝・休日は 18：00まで 

金・土曜日は 21：00まで 

※特別展・イベント等の開催に伴い、開館時間は変更にな

る場合があります。詳細は Webサイトをご確認ください。 

4，5月の休館日：月曜日（4/2、4/30は開館） 

入館料 一般 620円、大学生 410円  

※高校生以下および満 18 歳未満、満 70 歳以上、障がい者

とその介護者各 1 名は総合文化展無料（入館の際に学生

証または年齢の確認できるもの、障害者手帳等をご提示

ください。） 

※特別展は別料金 

お問合せ (本件) 03-3822-1111(代表) 

(一般) 03-5777-8600（ハローダイヤル） 

企画番号 (1)、(8)、(13) 

 

M-2：国立科学博物館 (National Museum of Nature and Science) 

 

 

 

 

動物の剥製、ロケットなど多くのものが展示され、地球や生命、科学技

術の歴史について知ることができます。地球館 3階「大地を駆ける生命」

の展示室や 360度の迫力映像が見られる「シアター36○（さんろくまる）」

もおすすめです。 

WEB http://www.kahaku.go.jp/ 

開館情報 開館時間：9:00～17:00 金・土曜日は 9:00～20:00 

5/1～5/2、5/6は 18：00まで 

4/29～4/30、5/3は 20：00まで 

4，5月の休館日：月曜日（4/2、4/30は開館） 

入館料 一般・大学生 620円 

※高校生以下および 18 歳未満、満 65 歳以上、障がい者と

その介護者各 1 名は、常設展無料（入館の際に学生証ま

たは年齢の確認できるもの、障害者手帳等をご提示くだ

さい。） 

※特別展は別料金 

お問合せ (本件)Tel:03-5814-9865、 Email:renkyo@kahaku.go.jp 

(一般)03-5777-8600（ハローダイヤル） 

企画番号 (2)、(8)、(12)、(14) 

 



 

 

M-4：東京藝術大学大学美術館 (The University Art Museum, Tokyo University of the Arts) 

 

国宝・重要文化財を含む約 29,500件の作品を所蔵。教科書に載っている

有名な作品や、大家の若き日の習作など、年 1～2回の藝大コレクション

展にて所蔵品の一部を公開しています。様々な特別展にも積極的に取り

組んでいます。 

WEB http://www.geidai.ac.jp/museum/ 

開館情報 開館時間：10:00～17:00 

4，5 月の休館日：月曜日（ただし 4/30 は開館）、展示替期

間 

入館料 展覧会により異なります 

お問合せ (本件)03-5777-8600（ハローダイヤル） 

(一般)03-5777-8600（ハローダイヤル） 

企画番号 (15) 

 

M-5：東京都美術館 (Tokyo Metropolitan Art Museum) 

 
©東京都美術館 

日本初の公立美術館として 1926(大正 15)年に開館。今年も「プーシキン

美術館展」「没後 50年 藤田嗣治展」「BENTO おべんとう展－食べる・集

う・つながるデザイン」やアート・コミュニケーション事業など多彩な

プログラムを開催します。 

WEB http://www.tobikan.jp 

開館情報 開館時間：9:30～17:30  

特別展開催中の金曜日は 9:30～20:00 

4，5月の休館日：4/2、4/16、5/7、5/21 

特別展休室日：4/16、4/23、5/7、5/14、5/21、5/28 

入館料 無料（観覧料は展覧会により異なります） 

お問合せ (本件) 03-3823-6921 

(一般) 03-3823-6921 

企画番号 (10)、(18) 

 

 

M-3：国立西洋美術館 (The National Museum of Western Art) 

 

 

中世末期から 20世紀初頭までの西洋絵画を幅広く展示。印象派の絵画や

ロダンの彫刻などのフランスコレクションが充実しています。ロダンの

《考える人》やモネの《睡蓮》なども有名です。本館（重要文化財）は、

ル・コルビュジエが設計。2016年 7月に世界文化遺産に登録されました。 

WEB http://www.nmwa.go.jp/ 

開館情報 開館時間：9:30～17:30   
金・土曜日は常設展・企画展とも 20:00まで 

4/27～4/30、5/3～5/6は常設展は 21：00 まで 

4，5月の休館日：月曜日（4/30は開館） 

入館料 一般 500円、大学生 250円 

※高校生以下および 18歳未満、65歳以上、心身に障害のあ

る方及び付添者 1 名は常設展無料（入館の際に学生証また

は年齢の確認できるもの、障害者手帳をご提示ください） 

※企画展は別料金 

お問合せ (本件)03-3828-5144 

(一般)03-5777-8600（ハローダイヤル） 

企画番号 (3)、(9)、(17) 



M-6：東京都恩賜上野動物園 (Ueno Zoological Gardens) 

 

 
ジャイアントパンダの

シャンシャン 

1882 年（明治 15年）に開園した日本初の動物園。上野の山の緑あふれ

る東園ではジャイアントパンダ、アジアゾウ、ホッキョクグマ、ニシゴ

リラなど、蓮で名高い不忍池が広がる西園ではアイアイ、ハシビロコウ、

キリン、コビトカバなど、生物多様性に出会える生きたミュージアムで

す。 

WEB http://www.tokyo-zoo.net/ 

開園情報 9:30～17:00（入園は 16:00まで） 

4，5月の休園日：毎週月曜日（祝日のときは、翌日） 

4/2、4/30、5/14、5/28は開園。 

入園料 一般 600円、65歳以上 300円、中学生 200円 

※小学生以下、都内在住・在学の中学生は無料 

お問合せ (本件) 03-3828-5171 教育普及係 

(一般) 03-3828-5171 
企画番号 (7)、(8) 

 
M-7：上野の森美術館 (The Ueno Royal Museum) 

 

常設展はなく、年間通して近・現代美術から話題のマンガ展まで様々な

企画展や特別展を開催しています。本館横の上野の森美術館ギャラリー

では、小規模の展示ができるスペースとして個展なども開催しています。 

WEB http://www.ueno-mori.org/ 

開館情報 開館時間：10:00～17:00※展覧会により最終日の閉館時間

が変更される場合があります。 

4，5月の休館日：4/25、4/26、5/9、5/16、5/17、 

5/29〜6/5 

入館料 展覧会により異なります 

※喫茶店のみの利用は不可。別途入場料が必要です。 

お問合せ (本件) 03-3833-4191 

(一般) 03-3833-4191 

企画番号 (16) 

 

M-8：台東区立下町風俗資料館 (Shitamachi Museum) 

 

不忍池沿いに佇む、明治から昭和 30 年代までの下町の庶民の暮らしや

伝統・文化、台東区の歴史を後世に伝える資料館。1 階は大正時代の庶

民の暮らしを再現展示しています。見て、触って、感じてみてください。 

WEB http:// www.taitocity.net/zaidan/shitamachi/ 

開館情報 開館時間：9:30～17:30 

4，5月中の休館日：月曜日（ただし、月曜日が祝休日の場

合は開館、翌平日休館。） 

入館料 一般・大学生 300円、小中高校生 100円 

お問合せ (本件) 03-3823-7451 

(一般) 03-3823-7451 

企画番号 (4) 

 

 

 

 

 

 



M-9：台東区立旧東京音楽学校奏楽堂 (Sogakudo of the Former Tokyo Music School) 

 

明治時代に建てられた日本最古の洋式音楽ホールで、重要文化財指定。

かつて瀧廉太郎がピアノを弾き、山田耕筰が歌った由緒ある舞台です。

正面のパイプオルガンは、わが国最古の貴重なコンサート用オルガンで

明るくやわらかな音色が特徴。 

WEB http://www.taitocity.net/zaidan/sougakudou/ 

開館情報 保存活用工事のため休館中です。 

平成 30年 11月 2日(金)から一般公開を開始します。 

入館料 ― 

お問合せ (本件) 03-5826-7125（仮事務所 6月末頃まで） 

(一般) 03-5826-7125（仮事務所 6月末頃まで） 

03-3824-1988（7月初旬以降） 

企画番号 ― 

 

M-10：旧岩崎邸庭園 (Kyu Iwasaki-tei Gardens) 

 

国指定重要文化財。三菱財閥創設者岩崎彌太郎の長男で、第三代社長の

岩崎久彌の邸宅として、明治 29（1896）年に竣工。ジョサイア･コンドル

設計の洋館と撞球室、名棟梁大河喜十郎が手がけた和館大広間の３棟が

残っています。 

WEB http://www.tokyo-park.or.jp/park/format/index035.htm

l 

開園情報 開館時間：9:00～17:00 

4，5月の休園日：なし 

※現在、洋館外壁塗装と園地拡張工事中の為洋館外観と庭

の一部をご覧いただく事ができません。 

入園料 一般及び中学生 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 

※みどりの日は無料開園 

お問合せ (本件) 03-3823-8340 

(一般) 03-3823-8340 

企画番号 ― 

 

M-11：国立近現代建築資料館 (National Archives of Modern Architecture) 

 

日本の近現代建築に関する資料（図面や模型等）の海外流出や散逸を防

ぐため、情報収集、収集・保管、調査研究等を行うとともに、展示・普

及活動を通じて理解増進を図っています。 

WEB http://nama.bunka.go.jp/ 

開館情報 開館時間：10:00～16:30 

※展示期間中のみ開館（土・日・祝日含む）。但し、年末年

始（12/29～1/3）は休館。 

※次回の企画展は 6月～8月頃を予定しています。 

（詳細はＨＰをご確認ください） 

入館料 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：庭園入園料が必要です 

(M-10：旧岩崎邸庭園を参照) 

お問合せ (本件) 03-3812-3401 

(一般) 03-3812-3401 

 企画番号 ― 

 

 

 



 

M-13：東叡山寛永寺 (Kan’ei-ji Temple) 

 

江戸城の鬼門（東北）にあたる上野に建立された徳川将軍家の祈祷寺。

のちに 4 代将軍家綱公が埋葬されたことにより菩提寺としての機能もか

ねるようになりました。現在では 6人の将軍が眠っています。 

WEB http://www.kaneiji.jp/ 

開堂情報 根本中堂は毎日 10:00～16:00開堂 

※山内行事などの都合により閉堂されることがあります 

 入場料 参拝無料 

 お問合せ (本件) 03-3821-4440 

 (一般) 03-3821-4440 

 企画番号 (5) 

 

 

S-1：上野のれん会 (Ueno Noren-kai) 

 昭和 34（1959）年に有志の商店等で発足。上野の文化的伝統の再発見を

目指して、タウン誌「うえの」を毎月発行、「上野ミュージアムウィーク」

の共同主催など、上野の情報発信、文化普及に努めています。 

WEB http://uenonorenkai.com/ 

お問合せ (本件) 03-3833-8016 

企画番号 (11)、(19)、(20)、(21)、(22) 

 

M-12：国立国会図書館国際子ども図書館  

(International Library of Children’s Literature , National Diet Library) 

 

国際子ども図書館は、国内外の児童書とその関連資料に関する図書館サ

ービスを行う国立の児童書専門図書館です。明治 39（1906）年に帝国図

書館として建築された歴史的なルネサンス様式の建物（レンガ棟）も見

どころのひとつです。 

WEB http://www.kodomo.go.jp/ 

開館情報 開館時間：9:30～17:00 

4，5 月中の休館日：月曜日、国民の祝日（但し 5/5 は開

館）、第 3水曜日（4/18、5/16） 

入館料 無料 

お問合せ (本件)03-3827-2053 

(一般)03-3827-2053 

企画番号 (6) 




