
原爆落下中心地公園の北側、小高い丘の上にあり、
高さ9.7メートルの平和祈念像、水を求めてさまよった
少女の手記がきざまれた平和の泉などがあり、世界
各国から贈られた平和のモニュメントも建ちならび、
世界恒久平和を願う長崎市のシンボルゾーンとなっ
ています。祈念像前での「自分たちの平和祈念式
典」も実施していただけます。公園の近くには長崎原
爆資料館や浦上天主堂、如己堂などがあります。

被爆の惨状をはじめ原爆が投下されるに至った
経過、被爆から現在までの長崎の復興の様子、
核兵器の歴史、そして核兵器のない平和希求ま
でをストーリーを持たせて分かりやすく展示され
ています。被爆者体験講話等が行える平和学習
室や、原爆記録映画を上映しているビデオルー
ムなどもあり、核兵器の脅威と非人道性、戦争の
悲惨さを訴えています。

所在地 長崎県長崎市 所在地 長崎県長崎市

電話 長崎市みどりの課　095-829-1171 電話 長崎原爆資料館　 095-844-1231

FAX 同上　095-829-1235 FAX 同上　095-846-5170

交通アクセス
長崎自動車道多良見ICから長崎バイパス「平和
公園方面」終点下車。約5分

交通アクセス
長崎自動車道多良見ICから長崎バイパス「平和
公園方面」終点下車。約5分

駐車場 有 駐車場 有

駐車場料金等 有料 駐車場料金等 バス：最初の１時間５００円、その後３０分ごと５００円

開館時間 （駐車場営業時間）　地上：終日　地下：7:00～20:00 開館時間
８：３０～１７：３０（５月～８月は、～１８：３０　８月７日～
９日は、～２０：００）

見学所要時間 特に決まっていない。 見学所要時間 特に決まっていない。

受入人数 制限無し 受入人数 制限無し

休館日 年中無休 休館日 年末（図書室・ホールは別途）

料金 無料 料金 一般　200円（団体160円）、小・中学生・高校生 100円（同80円）

予約の必要性 無 予約の必要性 必要

予約申込方法 予約申込方法 電話

施設アドレス 施設アドレス genbaku@city.nagasaki.lg.jp

観光ＨＰ紹介 http://www.at-nagasaki.jp/syugaku/ 観光ＨＰ紹介 http://www.city.nagasaki.lg.jp/peace/

平和公園、平和祈念像　　　長崎① 長崎原爆資料館　　　　　長崎②

施
設

施
設



平成１７年１１月に開館。建物は江戸時代長崎
の行政・司法・外交など幅広い役割を果たして
いた長崎奉行所立山役所を、ほぼ同じ場所に
復元しています。国の重要文化財や美術品をは
じめとする、約４万８千点の収蔵品を「見る」だけ
でなく「体験する」ことを重視した展示で、長崎そ
して日本の海外交流史を、わかりやすく楽しく学
ぶことができます。

江戸時代、鎖国令により幕末に開国されるまで
の約２００年間、日本で唯一外国に開かれてい
た場所が、この出島です。日本の近代化に大き
な役割を果たした「出島」。平成８年から本格復
元に着手し、平成１８年３月までに全２５棟のう
ち、１０棟が復元されています。

所在地 長崎県長崎市 所在地 長崎県長崎市

電話 095-818-8366 電話 出島総合案内所　095-821-7200

FAX 095-818-8407 FAX 095-821-7200

交通アクセス
長崎自動車道多良見ICから長崎出島道路経由
諏訪神社方面約10分

交通アクセス
長崎自動車道長崎IC・ながさき出島道路から約
３分

駐車場 有 駐車場 無　　但し、バス乗降場あり

駐車場料金等 有料　バス６００円／３０分 駐車場料金等 無

開館時間 8:30～19:00（入館は18:30まで） 開館時間
8：00～18：00（4/27～5/6、7/20～10/9、1/31～2/14
8：00～19：00）（最終入場は閉場の20分前まで）

見学所要時間 特に決まっていない 見学所要時間 特に決まっていない

受入人数 特に制限無し 受入人数 制限無し

休館日
第3火曜日（ただし、祝日の場合は翌日が休館日となりま
す）、6月無休、7/2、8/6、12/27は休館

休館日 年中無休

料金 おとな600円（団体480円）、小中高校生300円（同240円） 料金
大人510円（団体410円）、高校生200円（同120円）、小・中学生100
円（同60円）

予約の必要性 必要 予約の必要性 事前の問い合わせ必要

予約申込方法 郵送またはＦＡＸ 予約申込方法 電話

施設アドレス 施設アドレス dejima@city.nagasaki.lg.jp

観光ＨＰ紹介 http://www.nmhc.jp/index.html 観光ＨＰ紹介 http://www.city.nagasaki.lg.jp/dejima/

施
設
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長崎歴史文化博物館　　　　長崎③ 出島　　　　　長崎④

info-his@nmhc.jp



グラバー園は、眼下に広がる長崎港の大パノラマを見下ろす絶景
地として知られる南山手の丘に立地しています。昭和32年、三菱重
工業株式会社長崎造船所より旧グラバー住宅及び庭園の寄贈を
受け、その後、外国人居留地であったこの地区に存在していた国
指定重要文化財の旧グラバー住宅・旧リンガー住宅・旧オルト住宅
を核に、市内の6つの明治期の洋館を移築復元し、昭和49年に、
「グラバー園」として開園。長崎に生きた外国の人達の暮らしぶりに
迫り、彼らが目にした風景、風を体感できる自然溢れる空間が魅力
です。また、花の名所としても知られており、１年中、様々な種類の
花が咲いています。

正式名を「日本二十六聖殉教者天主堂」といい、フランス人神父に
よって西坂の丘で殉教していった26聖人へ祈りを捧げるために建
てられた教会堂です。そのため、その正面は西坂の丘に向けられ
建てられています。いわゆる「ゴシック調」の教会で、現存する木造
教会では日本最古のものとされ、昭和8年に国宝に指定されていま
す。創建時には、内部にフランス製ステンドグラスが配されていまし
たが、その多くは原爆によって大破し、現在は当時のものと復元さ
れたものとが混在しています。それでも、今でも美しい光を堂内に
集め、素晴らしい祈りの空間が作り出されています。

所在地 長崎県長崎市 所在地 長崎県長崎市

電話 095-822-8223 電話 ０９５－８２３－２６２８

FAX 095-823-3359 FAX

交通アクセス 長崎自動車道長崎IC・ながさき出島道路から約５分 交通アクセス 長崎自動車道長崎IC・ながさき出島道路から約5分

駐車場 無 駐車場 無

駐車場料金等 駐車場料金等

開館時間
8:00～18:00（4/27～5/5、7/19～10/9は8:00～21:30、12/22～12/25は
8:00～21:00）（最終入場は閉園の20分前まで・夜間開園あり） 開館時間 8:00～18:00（最終入場は、閉堂の１５分前まで）

見学所要時間 特に決まっていない 見学所要時間 特に決まっていない

受入人数 制限無し 受入人数 制限無し

休館日 年中無休 休館日 無休

料金
大人610円（団体510円）、高校生300円（同240円）、小・中学生180
円（同140円） 料金 大人600円、中高生400円、小学生300円　

20以上団体　大人500円、中高生300円、小学生200円

予約の必要性 事前の問い合わせ必要 予約の必要性 不要

予約申込方法 電話 予約申込方法

施設アドレス nagasaki@glover-garden.jp 施設アドレス

観光ＨＰ紹介 http://www.glover-garden.jp/index.html 観光ＨＰ紹介 http://www1.bbiq.jp/oourahp/index.html
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グラバー園　　　　　長崎⑤ 大浦天主堂　　　長崎⑥



所在地 所在地 長崎県松浦市

電話 一般社団法人 島原半島観光連盟　0957-62-
0655

　 電話
一般社団法人まつうら党交流交社0956-27-
9333

FAX 同上　0957-62-0680 FAX 同上　　0956-27-9334

交通アクセス 長崎自動車道諫早ＩＣから島原まで車で６０分 交通アクセス
長崎自動車道　武雄北方ICから車で60分
西九州自動車道　佐々ICから車で30分

駐車場 施設によって異なります。ご確認下さい。 駐車場 有

駐車料金 無料 駐車場料金等 無料

開館時間 メニューによって異なります。 開館時間 メニューによって異なります。

見学所要時間 同上 見学所要時間 同上

受入人数 同上 受入人数 同上

休館日 同上 休館日 同上

料金 同上 料金 同上

予約の必要性 必要 予約の必要性 必要

予約申込方法 電話 予約申込方法 電話＆FAX

施設アドレス 施設アドレス kouryu-1ban@matsuurato.jp

観光ＨＰ紹介 http://www.shimakanren.com

taiken@gamadas.jp

http://www.honmono-taiken.jp

島原半島育旅（いくたび）体験　　長崎⑦ 松浦ほんなもん体験　　　　長崎⑧

施
設

施
設

長崎県島原半島一帯（島原半島観光連盟の事
務局所在地は、長崎県島原市平成町1番地1
雲仙岳災害記念館内）

温暖な気候と豊かな自然に恵まれた島原半島
ジオパークには、農林漁業体験はもちろん、
雲仙岳噴火災害被災遺構を地元ガイドと巡る
火山災害学習、地元限定伝統料理づくり体験
など、教育旅行に対応した約３０種類の体験メ
ニューがあります。

長崎県の北部・北松浦半島での農林漁業体験
や島まるごと体験等の多岐にわたる、約９０種
類もの体験プログラムがあります。また、約500
戸の民家で農漁村民家ステイ体験が可能で、１
度に最大1,700名まで受入可能となっています。

観光HP紹介



所在地 長崎県佐世保市 所在地 長崎県佐世保市

電話 総合案内ナビダイヤル　0570-064-110 電話 宮地区公民館　0956-59-2676 （平日のみ）

FAX 同上　0956-27-0912 FAX

交通アクセス 西九州自動車道佐世保大塔ICから車で１０分 交通アクセス 西九州自動車道佐世保大塔ICから車で１５分

駐車場 有 駐車場 有

駐車料金 バス2,500円／日、普通車800円／日 駐車料金 無料

開館時間 9:00～22:00（21:00入場締切・場内施設は別途）
※季節や曜日により異なる

開館時間 9:00～17:00

見学所要時間 ３時間 見学所要時間 １時間

受入人数 特に決まっていない 受入人数 ２０名

休館日 年中無休 休館日 年末年始

料金 料金 無料

予約の必要性 必要 予約の必要性 必要

予約申込方法 電話またはＦＡＸ 予約申込方法 電話

施設アドレス 施設アドレス

観光ＨＰ紹介 http://www.huistenbosch.co.jp 観光ＨＰ紹介

施
設

施
設

ハウステンボス　　　　　長崎⑨ 無窮洞　　　　　長崎⑩

第二次世界大戦中に当時の宮村国民学校の
先生と生徒たちの手により掘られた防空壕
で、教壇を備えた教室のほか、台所や非常階
段なども造られています。空襲の際には全校
生徒約600人が避難できる広さがあり、当時生
徒として実際に携わった方が、ボランティアガ
イドとしてご案内します。

「ハウステンボス」とは、オランダ語で「森の
家」。自然と人間とが調和の中で共存してきた
オランダの国土造りの知恵と哲学に学んで生
まれました。下水処理場での再利用水の生産
をはじめ全長3.2㎞の地下共同溝、大規模太
陽光発電設備やソーラーシップなどの環境設
備を見学することができ、専任のスタッフがご
案内します。

教育旅行ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ：大学生3,700円、高校生・中学生3,000円
小学生2,000円、教員2,000円（入場・ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ対象施設１日利用）

むきゅうどう



民泊先では宿泊や食事に加えて、各家庭で本
物の農林漁業体験ができ、民泊実践者との交
流時間を多くとることができるのが特徴です。さ
らに、全軒長崎県から簡易旅館業を取得してい
ることに加えて、賠償責任保険加入や安全衛生
講習会の受講を義務付けており、安心安全な民
泊体験を提供しています。

市原島南県崎長地在所長崎県島原市平成町１-１地在所

　一般社団法人　南島原ひまわり観光協会
0957-65-6333話電5555-56-7590話電

0957-65-6336XAF0555-56-7590XAF

交通アクセス 長崎自動車道諫早ＩＣから車で６０分 交通アクセス 長崎自動車道諫早ＩＣから南島原まで車で９０分

有場車駐有場車駐

料無金料車駐料無等金料場車駐

。すまりな異てっよにーュニメ間時館開）でま00:71、は館入（00：81～00：9間時館開

上同間時要所学見いないてっま決に特間時要所学見

上同数人入受し無限制数人入受

休館日 年中無休（メンテナンスによる休みの日あり） 休館日 同上

料金
大人1000円（団体800円）、高校生・中学生700円（同５６０円）、小
学生500円（同400円） 料金

大人（中学生以上）：8,000円（税別　1泊2食＋
体験料込）

要必性要必の約予要必性要必の約予

ルーメ・XAF法方込申約予話電法方込申約予

施設アドレス info@udmh.or.jp 施設アドレス kankou@himawarinet.ne.jp

観光ＨＰ紹介 http://www.udmh.or.jp/ 観光ＨＰ紹介 http://himawari-kankou.jp/

島原災害学習（雲仙岳災害記念館）　　長崎⑪ 南島原農林漁業体験民泊　　長崎⑫ 

施
設

施
設

大地の鼓動に触れるジオミュージアムです。雲
仙・普賢岳噴火による災害の事実と噴火から
復興への道のりを、生きた教材として提供して
います。火砕流・土石流をＣＧ合成で立体的に
表現した「平成噴火シミュレーション」や直径14
メートルのドーム型スクリーンなど最新の施設
と映像で学ぶことが出来ます。



所在地 長崎県長崎市 長崎県長崎市

電話 やまさ海運（株）　095-822-5002 095-828-4134

FAX 同上　　095-822-5243 ＦＡＸ 095-828-4124

交通アクセス
長崎自動車道長崎IC・ながさき出島道路から約
３分　長崎港発

長崎自動車道長崎IC・ながさき出島道路から約
15分

駐車場 有（長崎港周辺駐車場をご利用ください） 有

駐車場料金等 施設によって違います。確認してください。 無料

開館時間 メニューによって異なります。 開館時間 9:00～16:30

見学所要時間 約１５０分 見学所要時間 約50分

受入人数 ご相談ください 受入人数 ご相談ください

休館日 同上 休館日 毎月第2土曜

料金
15〜30名　2,800円＋240円
31名以上　2,400円＋240円 料金 大人（高校生以上）：800円、 小・中学生：400円

予約の必要性 必要 予約の必要性 有

予約申込方法 電話・ＦＡＸ・メール 予約申込方法 電話

施設アドレス info@gunkan-jima.com 施設アドレス

観光ＨＰ紹介 http://gunkan-jima.com/index.html 観光ＨＰ紹介
http://www.mhi.co.jp/company/facilities/history/
index.html

交通アクセス

所在地

電話

軍艦島上陸クルーズ　　　　長崎⑬ 長崎造船所史料館　　　長崎⑭

施
設

施
設

駐車場

駐車料金等

「軍艦島」と呼ばれる端島（はしま）は、海底炭鉱の
島として日本の近代化を支えた島です。現在、上
陸クルーズが運航されており、眼前に迫るビル群
の廃墟が石炭鉱業の栄枯盛衰を物語っています。
石炭から石油へと日本のエネルギー変遷を学ぶ
上で貴重な産業遺産です。「明治日本の産業革命
遺産」として世界文化遺産登録が決定しました。

明治31年（1898）に建てられた木型場を史料
館として使用しています。安政４年（1857）から
続く長崎造船所の歴史をたくさんの資料で見
ることができます。木型場は「明治日本の産業
革命遺産」として世界文化遺産に登録されて
います。



1893年中国清朝政府と華僑によって中国国外
で唯一中国人により建立された孔子廟。併設の
中国歴代博物館には、北京故宮博物院及び国
立中国歴史博物館提供の国宝級の文化財を展
示しています。

所在地 長崎県佐世保市 長崎県長崎市

電話 0956-28-4187 095-824-4022

FAX 0956-28-4107 ＦＡＸ 095-824-4025

交通アクセス 西九州自動車道佐世保中央ICから車で7分
長崎自動車道長崎IC・ながさき出島道路から約
5分

駐車場 有 有

駐車場料金等
大型バス30分まで無料、30分～4時間まで600円
以降1時間おき300円

有料

開館時間
「海きらら」9:00～18:00（11〜2月は17：00まで）
遊覧船の出航時刻につきましてはお問い合わせください。

開館時間 8:30～17:30（入館は閉館の30分前まで）

見学所要時間 九十九島遊覧船60分　「海きらら」60分〜90分 見学所要時間 特に決まっていない

受入人数 ご相談ください 受入人数 ご相談ください

休館日 年中無休

sh-yoyaku@pearlsea.jp

休館日 年中無休

料金

※15名以上　
　高校生860円、中学生860円、小学生520円
海きらら
　高校生1,150円、中学生580円、小学生580円

料金
大人600円（団体480円）、高校生400円（同320円）、
小・中学生300円（同240円）

予約の必要性 有 予約の必要性 有

予約申込方法 ＦＡＸ・メール 予約申込方法 電話

施設アドレス 施設アドレス rekidai-museum@mxa.cncm.ne.jp

観光ＨＰ紹介 http://www.pearlsea.jp/ 観光ＨＰ紹介

九十九島パールシーリゾート　　　　長崎⑮ 孔子廟・中国歴代博物館　　　長崎⑯

駐車場

駐車料金等

交通アクセス

所在地

電話

施
設

施
設

「凪の海」と呼ばれるほど静かな海に囲まれた西
海国立公園。その公園内にある九十九島パール
シーリゾートには、美しい島々を堪能できる遊覧船
と、九十九島周辺の海にすむ生き物達を集めた水
族館「海きらら」があります。操船体験ができるヨッ
トセイリングや、海との一体感を味わうことのできる
シーカヤックなどのマリン体験もあり、九十九島を
色んな角度から楽しむことができます。



オランダ商館医として1823年（文政6年）に来日
したシーボルトは、診療所兼学塾であった鳴滝
塾を開いて高野長英などの多くの日本人に近
代医学を伝え、日本の近代化に大きく貢献しま
した。シーボルトの愛用品や日本の産科女医第
一号の一人娘イネに関する興味深い資料も展
示しています。

普段は見ることが出来ない水族館の裏側をス
タッフの案内で見学し、水族館の運営を学ぶ
バックヤードツアーや餌やり体験、飼育に使う水
の循環・ろ過のしくみを学ぶこともできます。

所在地 長崎県長崎市 長崎県長崎市

電話 095-823-0707 095-838-3131

FAX 095-823-0170 ＦＡＸ 095-838-3134

交通アクセス
長崎自動車道長崎IC・ながさき出島道路から約
20分

長崎自動車道多良見ICから約15分

駐車場 有（普通乗用車13台、大型バス不可） 有

駐車場料金等 無料
バス：最初の１時間1,000円、その後1時間ごと500円
（最大2,000円）

開館時間 9:00～17:00（入館は16:30まで） 開館時間 9:00～17:00

見学所要時間 特に決まっていない 見学所要時間 特に決まっていない

受入人数 ご相談ください 受入人数 ご相談ください

休館日 年末年始、月曜日（祝日は開館） 休館日 年中無休

料金 大人100円（団体80円）、小中学生50円（同30円） 料金 大人510円（団体410円）、幼児・小中学生300円（同240円）

予約の必要性 有 予約の必要性 有

予約申込方法 電話 予約申込方法 電話

施設アドレス siebold@city.nagasaki.lg.jp 施設アドレス aquarium@aioros.ocn.ne.jp

観光ＨＰ紹介 http://www.city.nagasaki.lg.jp/kanko/ 観光ＨＰ紹介 http://penguin-aqua.jp/

交通アクセス

所在地

電話

シーボルト記念館　　　　長崎⑰ 長崎ペンギン水族館　　　長崎⑱

施
設

施
設

駐車場

駐車料金等



所在地

電話 一般社団法人 島原半島観光連盟 0957-62-0655

FAX 同上　0957-62-0680

交通アクセス
長崎市より車で90分
（中核施設である雲仙岳災害記念館まで）

島原半島ジオパーク学習　　長崎⑳

有駐車場

無料駐車場料金等

開館時間 受入時間　9:00～17:00

見学所要時間 特に決まっていない

受入人数 全クラス対応

休館日

料金

予約の必要性 無　案内が必要な場合は有

予約申込方法 電話

施設アドレス

観光ＨＰ紹介 http://www.unzen-geopark.jp

施
設

島原半島ジオパークは、火山を通じて地球の
歴史を楽しく学び感じとることができる野外博
物館です。地形・地層に限らず、湧水や土壌と
いった大地の恵みを利用する人々の暮らしや
歴史・文化もジオパークに含まれます。島原半
島は、世界ジオパーク国内第1号認定です。

info@unzen-geopark.jp

長崎県島原半島一帯（島原半島観光連盟の
事務局所在地は、長崎県島原市平成町1番
地1　雲仙岳災害記念館内）

魏志倭人伝にその名が登場する一支国、かつ
て、大陸との交流の要所として栄えた島に2010
年3月オープンしました。壱岐の通史絵巻や魏
志倭人伝の世界を展示するスペースや、約
40,000冊の考古学の報告書や歴史書等の閲覧
が可能です。

所在地 長崎県壱岐市芦辺町深江鶴亀触515番地1

電話 0920-45-2731

FAX

交通アクセス 郷ノ浦港・芦辺港から車で20分

一支国博物館　　　長崎⑲

駐車場

駐車場料金等

普通車98台 障害者用３台 大型観光バス７台 

無料

開館時間 8:45～17:30（最終入館は17:00）

見学所要時間 特に決まっていない

受入人数 ご相談ください

休館日 毎週月曜日

料金
一般/400円(320円）　高校生/300円(240円）　小中学生
/200円(160円）　(　)は、20名以上

予約の必要性 団体見学（及び案内）の場合必要

予約申込方法 電話予約の上、書類（団体見学申込書）提出

施設アドレス

観光ＨＰ紹介 http://www.iki-haku.jp/

施
設

0920-45-2749


