
Yamaguchi Prefectural Art Museum

山口県立美術館
山口県にゆかりのある作家の日本画・洋画・彫刻を中心に収蔵。
1～2ヶ月ごとの展示替えによるコレクション展でご紹介しています。

郷土ゆかりの作品にふれる、緑豊かな美術館

■コレクション展
山口県立美術館の収蔵品を中心に、テーマごとに作品をご紹介する小企画展。

■特別展
詳しい展覧会スケジュールにつきましては、山口県立美術館ホームページをご覧いただくか、もしくはお
電話で山口県立美術館までお問合せください。

香月泰男の「シベリア・シリーズ」をはじめ、松田正平、小林和作の作品や戦後日本を代表する写真家の
オリジナルプリントなどの所蔵作品約4,200点(寄託品を含む)は、1～2か月ごとに展示替えを行うコレクシ
ョン展にて随時テーマごとにご紹介しています。なかでも、室町時代の雪舟とその後継者である雲谷派
の画家や、森寛斎、狩野芳崖などの日本美術は、24畳の展示室で、畳の上に座ってゆっくりご鑑賞いた
だくことができます。

展示室 A 展示室 B 展示室 C

※当日の展示内容は、こちらの写真とは異なります。

■その他の施設

ロビーから望む野外彫刻の並ぶ中庭《県美の森》は、四季折々の表情をお楽しみいただけます。ミュージ
アムショップは、チケットをお持ちでない方もご利用いただけるスペースです。

観覧料
１８歳以下および高等学校、中等教育学校、特別支援学校に在学する方、学校団体見学における引率の先生方は無料。
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新型コロナウイルス感染拡大防止のため、展覧会
スケジュールが変更となる場合があります。
最新情報は、当館ホームページ「お知らせ」をご
確認ください。



所在地 〒753-0089 山口県山口市亀山町3-1

TEL: 083-925-7788   Fax:083-925-7790

ホームページ https://www.yma-web.jp/

開館時間 9：00～17：00 (入場は16：00まで)

休館日 月曜日

※月曜日が祝日・休日の場合は開館
※特別展開催中のファーストマンデー(第1月曜)は開館

年末年始、展示替え、館内整備等による臨時休館期間

※詳しくは、ホームページをご覧いただくか、お電話でお問い合わせください。

アクセス 電車の場合 ： JR新山口駅から山口線に乗り換え山口駅下車、徒歩約15分

お車の場合： ［山陽自動車道］ 防府東ICから車で約25分

［中国自動車道（広島方面から）］ 山口ICから車で約15分

［中国自動車道（九州方面から）］ 小郡ICから車で約25分

学芸員が作品解説をしながら、展示室をツアー形式でめぐります。
開催中の展覧会や、子どもの学年に合わせたトークで、より深く、楽しく鑑賞することが出来ます。
人数が多い場合は、数グループに分けて行います。

来館 退館

ロビーにて
来館時案内

(約10分)

グループに分かれて

ギャラリートーク

自由に鑑賞

自由に鑑賞

◇ギャラリートーク

プラン１

プラン2

◇来館時案内
展示室に入る前にロビー等で、美術館の概要、鑑賞マナー、展覧会の内容と見どころを学芸員が紹介
します。(約5～10分)

ロビー集合
あいさつ
(約5分)

■見学モデルプラン

(約60～90分)

(約45～60分)

修学旅行など学校団体で山口県立美術館をご利用される場合には、学年や人数にあ
わせた学芸員によるギャラリートーク、鑑賞プログラムを実施いたします。

〈美術館でできること〉

プラン3

プラン4

自由に鑑賞

自由に鑑賞

学校見学の申し込み方法：
山口県立美術館ホームページをご覧ください。または、お電話にてお問い合わ
せください。
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※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、学校団体を含む団体の受け入れをできない場合があります。



Hagi Uragami Museum

山口県立萩美術館・浦上記念館
浮世絵、東洋陶磁、陶芸の3つの分野を専門とする美術館です。
“浮世絵“や萩焼をはじめとする”やきもの”の作品を展示しています。

■普通展示（山口県立萩美術館・浦上記念館の収蔵品展示）

■特別展示
展覧会スケジュールおよび内容については、山口県立萩美術館・浦上記念館ホームページをご覧いた
だくか、お電話(0838-24-2400)またはFAX(0838-24-2401)にて美術館までお問合せください。

普通展示では収蔵品を定期的に入れ替えながらテーマ展示しています。山口県立萩美術館・浦上
記念館は1996年に開館。2010年には陶芸の振興を目的に陶芸館を増築。
歌川広重、葛飾北斎らの浮世絵、中国・朝鮮・日本などの東洋陶磁、400年の歴史を有する萩焼を

はじめとする近現代の陶芸作品を収蔵しています。
外国人観光客向旅行ガイド「ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン」では、2つ星の観光施設と

して紹介されています。

浮世絵 東洋陶磁 陶芸

※掲載の作品は常設展示ではありません。
展示内容については、美術館までお問い合わせください。

■その他の施設

カフェ、ミュージアムショップ、レファレンスコーナー、多目的トイレ、車いす兼用エレベーター

萩城下町に隣接する専門美術館

18歳以下、高等学校、中等教育学校、特別支援学校に在学する方、学校団体引率の先生方は無料。

■観覧料

世界遺産「萩城下町」に隣接する美術館
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所在地 〒758-0074 山口県萩市平安古町586-1
TEL: 0838-24-2400   Fax: 0838-24-2401

ホームページ https://www.hum.pref.yamaguchi.lg.jp/

開館時間 9:00～17:00 (入場は16:30まで)

休館日 月曜日（月曜日が祝日・休日の場合は開館）
年末年始、展示替え等による臨時休館期間
※詳細は美術館までお問い合わせください。

アクセス [新山口駅から]
・直行バス「スーパーはぎ号」（約60分）で萩・明倫センター下車、徒歩約5分
・防長バス（約70～80分）で萩バスセンター下車、徒歩約12分
[山口宇部空港から]・[萩・石見空港から]
・萩近鉄タクシー（乗合タクシー）約70分（利用前日までの要予約）

[JR山陰本線]
・JR萩駅から萩循環まぁーるバス（西回り）約30分
・JR東萩駅から萩循環まぁーるバス（東回り）約30分
・JR玉江駅から徒歩約20分

[自動車]
・「中国自動車道」美祢東JCT経由、「小郡萩道路」絵堂ICから約20分
・「山陰自動車道」三見ICから約10分、国道191号沿い

◇学校見学の申込方法

来館時に美術館の概要や鑑賞マナーを職員が紹介します。(約5～10分)

山口県立萩美術館・浦上記念館は、萩城下町に隣接しています。
平成27年7月には、萩市にある萩反射炉・恵美須ヶ鼻造船所跡・大板山たたら製鉄

遺跡・萩城下町・松下村塾の5つの資産が「明治日本の産業革命遺産」として世界遺産
登録されました。
美術館を拠点として、萩反射炉・恵美須ヶ鼻造船所跡・萩城下町・松下村塾の4つの

資産を自転車で観光することが可能です。

お電話(0838-24-2400)にてお問い合わせください。
展示内容、駐車場や来館時のご案内など承ります。

山口県立萩美術館・浦上記念館の収蔵品について

◆東洋陶磁

世界に３点しかない葛飾北斎の美人大首絵「風流無くてなゝくせ 遠眼鏡」や歌川広重の
「東海道五十三次之内」をはじめ、江戸時代から明治時代にかけて活躍した代表的な浮世絵
師の名品を有しています。約1ヶ月ごとに、歴史や風俗、シリーズなどのテーマを変えなが
ら作品を入れ替えています。

当館の東洋陶磁は前近代における中国・朝鮮・日本の陶磁器が中心で、中国陶磁は新石器
時代から明時代まで、朝鮮陶磁は高麗時代と朝鮮時代、日本陶磁は萩焼を核に江戸時代のも
のでそれぞれ構成されています。今日も多くの人々を魅了する古陶磁をテーマに沿って展示
しています。

◆陶芸
萩焼400年の伝統技法を受け継ぎながら、つねに革新性を追及してきた山口県の陶芸作品

を展示しています。茶碗を中心とした江戸時代の萩藩御用窯の精品から、山口県ゆかりの近
現代陶芸家の作品、また赤間硯や金工の作品等、工芸分野の作品も企画性を持たせながらご
紹介しています。

◇来館時案内 (要事前予約)

◆浮世絵

18歳以下および
学校団体の引率の先生は

無料
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秋吉台国際芸術村 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本最大級のカルスト台地「秋吉台」は、三億年前に海の中で生まれたサンゴ礁が長い年
月をかけて形を変えた石灰岩でできており、特別天然記念物、国定公園に指定されています。
2015 年には日本ジオパークに認定されました。 
その秋吉台のふもとに、音楽、美術、ダンス、演劇など幅広い芸術文化の創作・発表・交流の
場として 1998 年に秋吉台国際芸術村は開館しました。 
国内では珍しい「宿泊施設のある文化施設」として、合宿や研修など滞在型の催物に活用さ
れています。 

また、世界的な建築家の磯崎新が設計しており、建築物としても見どころのある施設です。 
萩・長門、山口、下関などの観光地に 1 時間以内でアクセスできる好立地。観光の拠点と

してもご利用いただけます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATA 

●住 所：山口県美祢市秋芳町秋吉 50 
●T E L：0837-63-0020 
●ホームページ：https://aiav.jp 
●施設見学時間：午前 9 時～午後 5 時 
●入 館 料：無料 
●休 館 日：年末年始 
●駐 車 場：250 台（臨時駐車場を含む）、  

大型バス 3 台 無料 
●レ ス ト ラ ン：最大 100 席、食事のみの利用も可能 
●交 通：小郡萩道路秋吉台 I.C.から車で 5 分 
 

以下はコロナ禍前の DATA 及び説明であり、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、

団体利用の受入れの制限、施設収容人数の制限、一部の施設やサービスを停止している

場合があります。事前にお問い合わせください。 
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●コンサートホール  約 300 席 
秋芳洞を模してデザインされたホール空間は響きがよく、 
声楽や弦楽器の演奏に適しています。 
地元産の石材を使用して作られたロビーでは、探せば化石 
が見つかります。 
 

●研修室 3 室 
二階吹き抜けの広い空間は、制作意欲を掻き立ててくれ 
ます。うち 1 室は舞踊などに利用できるよう、鏡と弾性 
床仕様。 

 
●スタジオ 7 室 
 
●ギャラリー  
 
●宿泊室 36 室 

和室 28 室、洋室 8 室、最大 100 名まで宿泊可能。豊かな自然の中の簡素なしつらえ 
は、日常の煩わしさから解き放ってくれます。 

 

●近隣観光地 

<秋芳洞> 車で 5 分 

・日本屈指の大鍾乳洞「秋芳洞（あきよしどう）」のなりたち 

や生物など、自然や歴史について学習できます。 

ジオガイドによる案内も ※要事前予約 

・洞内観光コース約 1ｋｍ 

・入洞料＋ジオツアー代 

 

<秋吉台> 車で 10 分 

・ウォーキング、ロゲイニング等の利用も可能です。 

・ウォーキングについては、初心者から中級者まで、数種類 

のコースがあります。（所要時間 60～120 分） 

・ロゲイニングでは、自然の大切さだけでなく、考える力、 

チームワークなど、教育的集団行動を学ぶこともできま 

す。（所要時間 180 分） 

 

<長登銅山跡・文化交流館> 車で 10 分 

・奈良時代から昭和 35 年まで採掘されていた、日本最古の銅山跡です。 

東大寺の大仏鋳造の銅も産出していたといわれています。 

・交流館団体入館料（団体 20 名以上）：大人 250 円、小中学生 100 円 

・銅山跡探検（片道約１ｋｍ、標高差 100ｍ、徒歩往復 90 分）無料 

・近世・近代鉱山跡見学（1 周 800ｍ、30 分）無料 

 

<美祢市化石館・美祢市化石採集場（美祢市歴史民俗資料館）> 車で 20 分 

・山口県は日本有数の化石の産地。その中でも特に、美祢市を中心とした一帯に集中
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しています。2 億 3000 年前の地層で、採集体験ができます。 

・所要時間 60 分～、体験料無料 

 

<秋吉台サファリランド> 車で 20 分 

・放し飼いの動物を間近に観察できるエサやりバス、ふれあい広場でのエサやり体験

などが人気。 

 

<別府弁天池（名水百選）> 車で 15 分 

 

※料金・実施時期・受入人数等、詳細については美祢市観光協会 

（TEL：0837-62-0115）にお問い合わせください。  
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1912（明治45）年に防長教

育博物館として開館して以来、

総合博物館として理工・地

学・植物・動物・考古・歴史・

天文の各分野の約３６万点

の資料を収蔵しています。

やまぐちで学ぶ、やまぐちを学ぶ

山口県立山口博物館

屋内には、ロボット、恐竜の

骨格標本、体験型機器など、

屋外には、SL機関車などを

展示。 「常設展」の他、夏季

には大規模な「特別展」、秋

には「サイエンスやまぐち」、

そして年数回「テーマ展」など

を開催しています。

展示内容や体験的な機器の使用などは、変更になる場合があります。

マスコットキャラクター
「なっとくん」

子どもは
無料だよ！
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入
館
説
明

集
合

ワークシート

■コース例

◇見学コース◇
修学旅行のスケジュールに合わせていろいろな見学方法
が可能です。ご希望のコース内容を選択することができます。

自由観覧コース（30分～60分）

ワークシート学習コース（30分程度）

分野別解説 ワークシート

解説コース＋ワークシート学習（60分程度）

体験活動 分野別解説

体験コース＋解説（60分程度）

ワークシート

分野別解説

体験活動

自由観覧 ・入館説明時と退館前に集合を行います。
・館内では自由に観覧できます。
・観覧時間は30分から60分程度で自由に設定できます。

・学年に応じたワークシートで学習します。
・見学用のボードは1人1枚お貸しすることもできます。
・筆記用具を持参してください。 ・実施時間は30分程度です。

・7分野の希望する分野に関して、展示資料等を解説します。
・解説時間は、1分野15分～20分以内です。
・学校での授業に対応するなど、内容は相談に応じます。

・短時間の体験活動として「葉脈標本づくり」「化石レプリカ
づくり」等を用意しています。

・体験時間は20分～30分です。

※新型コロナウイルス感染拡大防止対策を行っています。必ず事前にホームページで
最新の情報を確認の上、電話でご相談ください。

●住 所：山口県山口市春日町8-2

●電話番号：083-922-0294

●開館時間：9時00分～16時30分

（入館は16時00分まで）

●休 館 日：毎週月曜日（祝日の場合は翌日）、

年末年始、全館消毒時等

●駐 車 場：近隣文化施設用バス１５台（無料）

●交 通 車：山口ICから車で約15分、小郡ICから約20分

JR：JR「新山口駅」から山口線に乗り換え、

「山口駅」下車。徒歩約20分（約1.5㎞）

バス用駐車場


