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市内の名所を知りたい

想了解市内的名胜古迹
①姬路城
电话∶079-285-1146
从姬路车站北口（姬路城口）步行20分钟。
·入城时间 9:00～16:00
（4月27日～8月31日 到17:00为止）
·休城日
12月29日、30日
②好古园
电话∶079-289-4120
邻接姬路城西边的日本庭园。
·入园时间 9:00～16:30
（4月27日～8月31日 到17:30为止）
·休园日
12月29日、30日
③姬路市立美术馆
电话∶079-222-2288
邻接姬路城东边的红砖建筑。这里收集并展览着
乡土画家及国内外的各种名作。
·入馆时间 10:00～16:30
·休馆日
星期一（如逢节假日，则为下一工作日）、
12月25日～1月5日
④兵库县立历史博物馆 电话∶079-288-9011
位于姬路城的东北部，介绍兵库县的历史、文化、
文艺等。在这里还可以玩从前的老玩具，并体验
穿戴盔甲和十二单（古代宫廷妇女的一种礼服）
等。
·开馆时间 10:00～17:00（最后入馆时间至
16:30为止）
·休馆日
星期一（如逢节假日，则为下一工作日）、
年末年初 有临时休馆日
⑤姫路市立动物园
电话∶079-284-3636
邻接姬路城的东边，在这里可以观看到大约100
种、400头动物。
·入园时间 9:00～16:30
·休园日
12月29日～1月1日
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⑥姬路文学馆
电话∶079-293-8228
位于姬路城的西北部，展览乡土文学家和姬路城
历史的相关资料，并设有司马辽太郎纪念室。从
JR姬路车站北边乘坐神姬公共汽车，在“市之桥
文学馆前”下车。步行4分钟即到。
·入馆时间 10:00～16:30
·休馆日
星期一、
节假日的隔日（周六·周日、
节假日开馆）、
12月25日～1月5日
⑦樱山周边地区
有4所设施，在欣赏丰富的大自然的同时，可以
进行各种体验。
请在姬路车站北口（姬路城口）公共汽车终点站
④号乘车处，乘坐开往“太市”的神姬公共汽车。
去星星之子馆、科学馆，请在“星星之子馆前”
站下车，去儿童之馆请在“儿童之馆前”站下车，
去自然观察之森林请在“自然观察之森林”站下
车。
（1）星星之子馆
电话∶079-267-3050
·开馆时间 9:00～17:00
天体观望会举办两次（需报名）
19:00开始及20:00开始
·休馆日
8月和12月除外，每个月第2个星
期三（如逢节假日，则为隔日休）、
12月28日～1月4日
（2）姬路科学馆“阿童木之馆”
电话∶079-267-3001
·入馆时间 9:30～16:30
·休馆日
星期二（如逢节假日，则为隔日休）、
节假日的隔日、年末年初
（3）自然观察之森林 电话∶079-269-1260
·开园时间 9:00～16:30
·休馆日
星期一（如逢节假日，则为隔日休）、
12月28日～1月4日

①姫路城

☎079-285-1146
姫路駅北口（姫路城口）
から徒歩20分。
・入城時間 午前9時〜午後4時
（4月27日〜8月31日は午後5時まで）
・休城日
12月29日・30日

②好古園

☎079-289-4120
姫路城の西隣にある日本庭園。
・入園時間 午前9時〜午後4時30分
（4月27日〜8月31日は午後5時30分まで）
・休園日
12月29日・30日

⑥姫路文学館

☎079-293-8228
姫路城の北西にあり、郷土ゆかりの文学者や城
の歴史の展示、司馬遼太郎記念室があります。
JR姫路駅北側から神姫バスに乗車のうえ、
「市之橋文学館前」下車。徒歩4分。
・入館時間 午前10時〜午後4時30分
・休館日
月曜日、祝休日の翌日
（土曜・日曜
日、
祝休日は開館）、
12月25日〜
1月5日

⑦桜山周辺

☎079-222-2288
姫路城東隣の赤レンガの建物。郷土作家や国内
外の名品を収集、展示しています。
・入館時間 午前10時〜午後4時30分
・休館日
月曜日（祝日の場合は翌平日）、
12月25日〜1月5日

4つの施設があり、豊かな自然にふれながらさ
まざまな体験ができます。
姫路駅北口（姫路城口）バスターミナル④乗り場
から神姫バス「太市」行きのバスをご利用くだ
さい。星の子館、科学館は「星の子館前」、こ
どもの館は「こどもの館前」、自然観察の森は
「自然観察の森」のバス停で降りてください。

④兵庫県立歴史博物館

（1）星の子館

③姫路市立美術館

☎079-288-9011
姫路城の北東にあり、兵庫県の歴史・文化・芸
能を紹介しています。昔のおもちゃで遊んだり、
鎧甲や十二単などの着付け体験ができます。
・入館時間 午前10時〜午後5時
（入館は午後4時30分まで）
・休館日
月曜日（祝日の場合は翌平日）
、
年末年始 臨時休館あり

⑤姫路市立動物園

☎079-284-3636
姫路城の東隣にあり約100種、400点の動物
をみることができます。
・入園時間 午前9時〜午後4時30分
・休園日
12月29日〜1月1日

・開館時間

・休館日

☎079-267-3050
午前9時〜午後5時
天体観望会は午後7時〜と午後8時〜
の計2回（要申込）
8月と12月を除く毎月第2水曜日
（祝日の場合は翌日）、12月28日
〜1月4日

（2）姫路科学館「アトムの館」

・入館時間
・休館日

☎079-267-3001
午前9時30分〜午後4時30分
火曜日（祝日の場合は翌日）、
祝日の翌日、年末年始

（3）自然観察の森

・開園時間
・休園日

☎079-269-1260
午前9時〜午後4時30分
月曜日（祝日の場合は翌日）、
12月28日〜1月4日
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（4）兵库县立儿童之馆 电话∶079-267-1153
·开馆时间 9:30～16:30
·休馆日
星期二（如逢节假日，则为次工作日）、
每个月的月末、年末年初

（3）手柄山温室植物园 电话∶079-296-4300
·入园时间 9:00～16:30
·休园日
星期五（如逢节假日，则为前一天
休）、12月29日～1月1日

（4）兵庫県立こどもの館 ☎079-267-1153

（3）手柄山温室植物園

・開館時間 午前9時30分〜午後4時30分
・休館日
火曜日（祝日の場合は翌日以降の平日）、
月の末日、年末年始

・入園時間
・休園日

⑧书写山圆教寺
从姬路车站北口（姬路城口）公共汽车终点站⑩
号乘车站，乘坐开往“书写山索道缆车”的公共
汽车，至终点站书写山索道缆车站下车。
乘坐索道缆车4分钟，从山顶车站步行20分钟。
书写山园教寺的佛教建筑和自然风光极为和谐，
形成了美不胜收的景色。
索道缆车运行时间
8:30～17:00（根据季节，会有延长）
每个小时的00、15、30、45分发车
姬路市书写山索道缆车 电话∶079-266-2006

（4） 和平资料馆
电话∶079-291-2525
·入馆时间 9:30～16:30
·休馆日
星期一（如逢节假日，则隔日休）、
节假日的隔日（星期六、日、节假
日除外）、12月28日～1月5日

⑧書写山圓教寺

（4）平和資料館

姫路駅北口（姫路城口）バスターミナル⑩乗り場
から、「書写山ロープウェイ」行きのバスに乗
って終点書写山ロープウェイ下車。
ロープウェイで4分、山上駅から徒歩で20分、
書写山圓教寺は仏教建築と自然の調和がとれた
美しいところです。
・ロープウェイ運行時間
午前8時30分〜午後5時（季節延長あり）
出発は毎時00、15、30、45分
姫路市書写山ロープウェイ ☎079-266-2006

・入館時間
・休館日

⑨书写之乡·美术工艺馆 电话∶079-267-0301
请乘坐去书写山圆教寺相同的公共汽车。
·入馆时间 10:00～16:30
·休馆日
星期一（如逢节假日，则为隔日休）、
节假日的隔日（星期六、日除外）、
12月25日～1月5日
⑩名古山灵苑
电话∶079-297-5030
请从神姬公共汽车⑰⑱号乘车处乘车，在名古山
北口下车（途径横关）；或从⑤号乘车处乘车，
在车崎下车（今宿循环）。
·佛舍利塔开馆时间 8:40～16:30
·休馆日
12月29日～31日
⑪手柄山中央公园
从山阳电车手柄站步行10分钟。
（1）手柄山游园
电话∶079-296-0503
于令和2年（2020年）9月6日闭园
（2）市民游泳池
电话∶079-296-0503
于令和2年（2020年）9月6日闭园
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（5）水族馆
·入馆时间
·休馆日

电话∶079-297-0321
9:00～16:30
星期二（如逢节假日，则为隔日
休）、12月29日～1月1日

（6） 手柄山交流所
电话∶079-299-2500
·开馆时间 9:00～17:00
·休馆日
星期二（如逢节假日，则为隔日休）、
12月29日～1月3日
⑫自来水资料馆“水之馆” 电话∶079-264-0411
运用音像器材进行生动有趣的展览，寓教于乐地
让你学到有关水的知识。
·开馆时间 10:00～16:30
（需在下午4点前入馆）
·休馆日
星期一（如逢节假日，则为隔日
休）、 12月28日～1月4日
⑬埋藏文化遗产中心 电话∶079-252-3950
展示在市内出土的考古资料。在这里你可以学到
乡土历史。从姬路车站北口（姬路城口）公共汽
车终点站⑮号乘车处乘车，乘坐开往“见野古坟
群”的公共汽车，在“坂元”下车，步行3分钟。
·入馆时间 10:00～16:30
·休馆日
星期一（如逢节假日，则为隔日休）、
节假日的隔日（星期六、日、节假
日除外）、 12月28日～1月4日
姬路市观光问讯处（可用英语应答）
电话∶079-287-0003

⑨書写の里・美術工芸館

☎079-267-0301
書写山圓教寺に行く場合と同じバスを利用して
ください。
・入館時間 午前10時から午後4時30分
・休館日
月曜日（祝日の場合は翌日）、祝
日の翌日（土・日・祝日を除く）、
12月25日〜1月5日

⑩名古山霊苑

☎079-297-5030
神姫バス⑰⑱乗り場から名古山北口下車（横関
経由）又は⑤乗り場から車崎下車（今宿循環）
をご利用ください。
・仏舎利塔開館時間 午前8時40分〜午後4時30分
・休館日
12月29日〜31日

⑪手柄山中央公園
山陽電車手柄駅から徒歩10分です。
（1）手柄山遊園

☎079-296-0503
令和2年9月6日をもって閉園
☎079-296-0503
令和2年9月6日をもって閉園

（5）水族館

・入館時間
・休館日

☎079-296-4300
午前9時〜午後4時30分
金曜日（祝日の場合は前日）、
12月29日〜1月1日
☎079-291-2525
午前9時30分〜午後4時30分
月曜日（祝日の場合は翌日）、祝
日の翌日（土・日・祝日を除く）、
12月28日〜1月5日
☎079-297-0321
午前9時〜午後4時30分
火曜日（祝日の場合は翌日）、
12月29日〜1月1日

（6）手柄山交流ステーション ☎079-299-2500
・開館時間 午前9時〜午後5時
・休館日
火曜日（祝日の場合は翌日）、
12月29日〜1月3日

⑫水道資料館「水の館」 ☎079-264-0411
AV機器を使ったユニークな展示で楽しみなが
ら水について学べます。
・開館時間 午前10時〜午後4時30分
（入館は午後４時まで）
・休館日
月曜日（祝日の場合は翌日）、
12月28日〜1月4日

⑬埋蔵文化財センター

☎079-252-3950
市内で出土した考古資料を展示。郷土の歴史に
ついて学べます。姫路駅北口（姫路城口）バスタ
ーミナル⑮乗り場から、
「見野古墳群」行きのバス
に乗り
「坂元」下車、徒歩3分
・入館時間 午前10時〜午後4時30分
・休館日
月曜日（祝日の場合は翌日）、祝
日の翌日（土・日・祝日を除く）、
12月28日〜1月4日

（2）市民プール

姫路市観光案内所（英語対応） ☎079-287-0003
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