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Wakayama City Museum

The Museum of Modern Art, Wakayama

Wakayama Prefectural Museum

Wakayama Historical Center

Wakayama Castle Tower
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2022 年 6 月開館予定
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本願寺鷺森別院

勝海舟寓居地の碑

藩校跡の碑

南方熊楠生誕地（銅像）

寄合橋

総本家駿河屋善右衛門

《春夏秋冬》レリーフ

京橋

表千家屋敷跡の碑

旧西本組本社ビル（登録有形文化財）

水門吹上神社

李梅渓の墓（市指定文化財）

加納諸平の墓（県指定文化財）

西岸寺の板碑（市指定文化財）

岡口門 (国重要文化財)

旧大村家住宅長屋門（県指定文化財）

陸奥宗光先生乃像

珊瑚寺

刺田比古神社

加田家住宅（登録有形文化財）

岡山の時鐘堂（県指定文化財）

《丹生都比賣命》《高倉下命》レリーフ

濱口梧陵翁之像

御前家住宅（登録有形文化財）

徳川吉宗生誕地の碑

報恩寺

Honganji Saginomori Branch

Katsu Kaishu’s
Temporary Residence Monument

Han (Clan) School Site Monument

Birth Place of
Minakata Kumagusu (Statue)

Yoriaibashi Bridge

Surugaya Confectionery

Relief ‘Four Seasons’

Kyobashi Bridge

Omote-Senke Residence Monument

Former Nishimoto-gumi Office Building
[Resistered Tangible Cultural Property]

Minato Fukiage Jinja Shrine

Yi Maegye’s Tomb
[City Designated Cultural Property]

Kano Morohira’s Tomb
[Prefecturally Designated Cultural Property]

Seiganji Temple’s Board Monument
[City Designated Cultural Property]

Okaguchi-mon Gate
[Important Cultural Property]

Former Omura Family’s Residence, Nagaya-mon Gate
[Prefecturally Designated Cultural Property]

Statue of Mutsu Munemitsu

Sango-ji Temple

Sasutahiko Jinja Shrine

Kada Family’s Residence
[Resistered Tangible Cultural Property]

Bell Tower at Okayama Hill
[Prefecturally Designated Cultural Property]

Reliefs of ‘Goddess Niutsuhime’ and ‘St. Takakuraji’

Statue of Hamaguchi Goryo

Misaki Family’s Residence
[Resistered Tangible Cultural Property]

Monument of Tokugawa Yoshimune’s Birth Place

Houon-ji Temple

信長に敗れた顕如が移住し、一時本願寺
となった
幕末に勝海舟が、加太浦などの砲台を検
分した際に滞在したことを記念した碑
紀州藩の藩校「学習館」があった

生物学、民俗学など様々な分野で功績を
残した「知の巨人」
昭和初期の橋で、和歌山城の外堀（市堀
川）にかかる
紀州徳川家御用達の菓子屋

林業（春）、漁業（夏）、柑橘（秋）、繊維（冬）を表
した保田龍門による1954年作レリーフ
武家屋敷が並ぶ三の丸と町人地をつな
ぐ、城の表玄関
表千家の歴代家元は、茶道頭として紀州
徳川家に仕えた
大正期に建てられたルネサンス様式のコ
ンクリート建築
畳１枚分の餅を切り分けて投げ配る祭り
で有名
紀州藩の民衆生活の規範となる父母状を
作成した儒学者
『紀伊続風土記』『紀伊国名所図会』を編
纂した国学者
大坂夏の陣で死んだ安藤重能の供養碑

元和 7 年（1621）に建立された二階建
ての門
東坂ノ上丁にあった武家屋敷の長屋門

日本の近代化に尽力した和歌山市出身の政治
家。保田龍門の習作から息子の春彦が制作
和歌山城代桑山重晴の墓がある

神主が吉宗の仮親になったという伝承が
残る
昭和初期の主屋や土蔵、茶屋が残る

吉宗のときに建立された、城下に時を報
せる鐘楼
古事記、日本書紀に伝わる女神、聖人を表
した保田龍門による1939年作レリーフ
「稲むらの火」で知られる実業家・政治
家を表した木下繁によるブロンズ像
昭和初期の建築で、外壁は屋久杉の皮で
葺かれている
吉宗は紀州藩5代藩主を経て、8代将軍と
なった
紀州徳川家初代頼宣の夫人瑤林院らの墓
がある



まちなかの博物館・美術館をめぐろう！
２館目以降は割引料金で入館できます（３日間有効）

歩いて回れ
る ！

自転車で回れる ！

和歌山市立
博物館
和歌山市の歴史や文化について、
原始から近現代まで 6つのコー
ナーに分けて展示。郷土に関す
るテーマの特別展や体験学習、
講座なども行っています。

月曜日、祝日の翌日（月曜日が
祝休日の場合は開館し、翌日が
休館日）、12月29日～1月3日、
臨時休館あり

駅チカ ！

上記金額は常設展・企画展の入館料。
20名以上の団体は割引適用。特別
展も団体割引が適用されます。障が
い者の方、高校生以下は入館無料。

わかやま
歴史館

和歌山城
天守閣
1958（昭和 33）年鉄筋コンク
リートで再建。紀州徳川家ゆか
りの書画や武器・武具などを展
示しています。大天守 3階から
は和歌山市街が一望できます。

和歌山城と和歌山市出身の先人
にスポットをあて、ゆかりの実
物資料や映像等を駆使してわか
りやすく解説しています。

南海和歌山市駅、JR 和歌山駅
からバスで約 8分「市役所前」
下車すぐ

南海和歌山市駅、JR 和歌山駅
からバスで約7分「和歌山城前」
下車徒歩 15分

おとなり

大人は高校生以上、小人は中学生以下。30名以上の団体は、別途団体割引
料金が適用になります。
土曜日は小人無料。障がい者の方は無料。

共通券　大人410円、小人200円

共通券　大人300円、小人150円

和歌山県立
博物館

和歌山県立
近代美術館
和歌山県ゆかりの芸術家を軸に、
近現代の美術を幅広く紹介。博
物館と一体の建物は黒川紀章の
設計で、お向かいの和歌山城天
守閣をモチーフにしています。

常設展は、和歌山県の歴史を7つ
のコーナーで展示しています。
特別展･企画展は、おもに和歌山
県ゆかりの文化財をテーマにし
て開催します。

一般280円、大学生170円

一般230円、大学生140円

一般350円、大学生240円

一般270円、大学生180円

上記金額は常設展の入館料。20名以上の団体は割引料金が適用になります。
特別展・企画展時も団体割引が適用されます。高校生以下、65歳以上、障
がい者の方、県内に在学中の外国人留学生 (外国人就学生を含む )は無料。

おとなり

073-436-8670

南海和歌山市駅、JR 和歌山駅から和歌浦口方面行きバスで約10分
「県庁前」下車、徒歩２分

073-436-8690

南海和歌山市駅から南西へ徒歩
5分

月曜日（月曜日が祝休日の場合は開館し、翌平日休館）
12月29日～ 1月3日、展示替え等の期間 12月29日～ 12月31日

午前 9時 30分～午後 5時（入館は午後 4時 30分まで）

和歌山市吹上一丁目4番 14号

午前 9時～午後 5時 30分（入館は午後 5時まで）

和歌山市一番丁 3番地和歌山市湊本町
三丁目2番地

午前 9時から午後 5時
（入館は午後 4時 30分まで）

一般・大学生100円

一般・大学生　80円
*わかやま歴史館のみは  大人100円、小人無料

073-422-8979 073-435-1044（平日のみ）073-423-0003

臨時休館・割引料金等については、各館のウェブサイトでご確認ください

天守閣のみ7月20日～8月31日は午後 8時まで（入館は午後 7時 30分まで）
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