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東京大空襲・戦災資料センターでは、団体や学校の見学用プログラムを設けております。 

観光、研修、修学旅行での平和学習、社会科見学などにぜひご活用ください。 

ただし、現在、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、団体・学校の受け入れにつ

いて従来とはやや異なる部分があります。 

以下の内容をご確認のうえ、お申し込みください。 

 

 

受け入れ可能人数および利用方法 

現在、原則として、2 時間ずつの時間枠（10：30～、12：30～、14：30～）を設定のうえ、

それぞれにつき入館者を 30 名までに制限しています（予約優先）。 

ただし、団体・学校の場合は以下の対応が可能です。 

 

◆30 名を超えての来館 

…利用する時間帯を貸切扱いにしたり、団体をグループ（30 名以内）に分けたうえで時

間帯をずらして入館したり（班行動などを含む）すれば、受け入れが可能です。できる

限り対応いたしますので、ご相談ください。 

 

◆100 名を超えての来館 

…利用時間帯のセンター貸切を前提としたうえで、必要に応じて近隣の貸会議室も併用

して、プログラムを組みます。後出の「100 名を超えての来館利用」をご確認のうえ、

詳細はご相談ください。 

 

◆オンラインによる利用・見学 

…学校や外部の会場とセンターをオンラインでつなぎ、来館利用時の基本プログラム（後

出）に対応した映像鑑賞、空襲体験のお話、学芸員による解説・展示紹介などをリモー

トで実施することができます。日程調整やインターネット環境の確認、料金などにつ

き事前の打ち合わせが必要になりますので、詳細は個別にご相談いたします。 

 

 

予約可能な曜日 

通常は火曜～日曜の 10 時 30 分～16 時に開館していますが、団体・学校のご利用で事前に

ご予約いただく場合は、この限りではありません。 

ご来館については、館内の清掃作業を実施する月曜 14 時までを除いて、各日 10 時～17 時



の間であれば対応いたします。 

オンライン利用の場合は、曜日・時間帯ともに上記以外でも相談に応じます。 

 

 

来館利用時の基本プログラム 

◇ガイダンス・映像鑑賞（30 分） 

…東京空襲に関するガイダンスを聞き、関連する映像作品を鑑賞します 

◇空襲体験のお話（ご希望の場合のみ、40 分） 

…実際に空襲を体験した方（体験者）が当時のことをお話します 

※お話を聞くには事前に申し込みが必要です（予約制） 

※体験者の方への謝礼・交通費として 5,000 円が必要です（応相談） 

  ★現在実施中ですが、新型コロナの状況によっては休止となる可能性があります 

◇展示見学（30 分） 

…ふたつの展示室を見学します 

※人数が多い場合は、2 グループに分け、ふたつの展示室を交代で見学します 

★ご希望により学芸員による展示案内を実施中ですが、新型コロナの状況によっては

休止となる可能性があります 

 

※すべての項目を利用した場合、所要時間は約 100 分程度です。 

※利用する項目やその順序はお客様のご都合に応じて調整いたします。お気軽にご相談く

ださい。 

 

 

料金 

◆入館料（人数分） 

一般成人（大学生以上）：300 円、中学生・高校生：200 円、小学生：100 円 

※障がい者手帳をお持ちの方と付き添いの方、センター維持会員の方、引率教員・添乗員

の方は無料です。 

※団体割引はありません。 

 

◆オンライン利用料 

（利用人数によらず）1 件：10,000 円 （ご相談に応じます） 



 

◆貸切料金 

ご利用の時間帯や利用方法によっては 2 時間枠を貸切にする必要があります。この場合、

貸切料金として別途 10,000 円がかかることがございます（ご相談に応じます）。 

 

◆空襲体験者への謝礼・交通費：5,000 円（体験者のお話をご希望の場合のみ） 

 

※（旅行社の方へ）クーポンは使用できません。現金か振込でのお支払いをお願いします。 

 

 

注意事項など 

◇新型コロナウイルスの感染状況、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の発出状況など

によっては、空襲体験者のお話や展示案内・質問対応を対面で実施できないことがござ

います。あらかじめご了承ください。 

◇予約の申込期日は特に設けておりません。ただし、お申し込み時点の状況によっては、

他のご予約などのため、申し込みをお受けできない場合もございます。あらかじめご了

承ください。 

◇ご見学の時間が通常開館の時間帯（火曜～日曜の 10 時 30 分～16 時）に重なる場合、一

般の来館者がご見学されていることもございます。貸切ではありませんのでご了承くだ

さい。団体同士についてはできるだけ重ならないように調整いたしますが、人数・スケ

ジュールによっては部分的に重なることもございます。あらかじめご了承ください。 

◇貸切バスでご来館の場合、明治通りから進開橋南詰で西側へ曲がり、少し進んだ先のス

ポーツ会館前の信号を左折すると、左車線のまま施設前に停車でき、便利です。 

◇バス用の駐車場はありません。お客様の乗降は施設前でできますが、ご見学中は回送し

ていただくか、近隣の駐車場（木場公園、夢の島公園など）の利用をお願いいたします。 

◇乗用車の駐車場は障がい者用のスペースしかありません。近隣のコインパーキングをご

利用いただくか、公共機関・タクシー・徒歩でのご来館をお願いいたします。 

◇事前の下見も承っております。また、リーフレットの事前送付もおこなっております。

ご希望の際はお申し付けください。 

◇映像は貸出をおこなっております（数量限定）。見学時に鑑賞する時間が確保できない場

合の事前学習など、ご都合に合わせてご利用ください。なお、貸出は宅配便でも可能で

すが、その場合、送料はご負担いただきます。 

◇センターには専属の通訳スタッフはおりません。日本語以外の話者がいらっしゃる場合、

通訳などの手配はそれぞれの団体でお願いいたします。なお、通訳が入る場合は、見学

時間を多めに（倍程度）見込んでください。 

◇センター周辺には空襲ゆかりの場所や慰霊碑・追悼碑などがあります。センターの見学



前／見学後にフィールドワークをご検討されている場合は、ご相談ください。 

 

 

100 名を超えての来館利用 

100 名を超える場合でも、平日であれば近隣の貸会議室（東京土建江東支部の貸会議室、

以下「土建会館」と略、センターより徒歩で約 4 分）を併用して、下記のような空襲体験

者のお話をいれた 2 通りの見学プログラムを組むことができます。 

この場合、最大 200 名までの利用が可能です。ただし、別途、貸会議室の使用料（1 部屋

2400 円）がかかります。目安として、150 名まで：2 部屋（4800 円）、200 名まで：3 部屋

（7200 円）です。 

 

１．体験者のお話を全員で聞くプログラム（ガイダンス映像、展示見学あり） 

 

＜流れ＞ 

全体を 2 グループ（A、B）に分けて、下図のようなプログラムを組みます （2 時間） 

所用時間の

目安 

A グループ B グループ 

A-1 A-2 B-1 B-2 

センターに入館 土建会館に入館 

15 分 展示室①見学 展示室②見学 ガイダンス、映像鑑賞（土建会館） 

15 分 展示室②見学 展示室①見学 

10 分 土建会館へ移動 

40 分 全員で空襲体験者のお話を聞く（土建会館） 

10 分 ガイダンス、映像鑑賞（土建会館） 

 

 

センターへ移動 

15 分 展示室①見学 展示室②見学 

15 分 展示室②見学 展示室①見学 

計 120 分 土建会館から退館 センターから退館 

 

A グループ 

【センター】展示見学（30 分） 

A-1：展示室①→展示室② A-2：展示室②→展示室① 

※2つの展示室を 15 分交代で見学 

    ↓ 

徒歩で土建会館へ移動（10 分） 

    ↓ 

【土建会館】空襲体験のお話（40 分） 

    ↓ 



そのまま 

【土建会館】ガイダンス、映像鑑賞（40 分） 

 

B グループ 

【土建会館】ガイダンス、映像鑑賞（40 分） 

↓ 

そのまま 

【土建会館】空襲体験のお話（40 分） 

    ↓ 

徒歩でセンターへ移動（10 分） 

  ↓ 

【センター】展示見学（30 分） 

B-1：展示室①→展示室② B-2：展示室②→展示室① 

※2つの展示室を 15 分交代で見学 

 

２．全体を 2 グループに分けて、それぞれ体験者（1 名ずつ）のお話を聞くプログラム 

  （展示見学あり、ガイダンス映像はなし） 

 

＜流れ＞ 

全体を 2 グループ（A、B）に分けて、下図のようなプログラムを組みます（1 時間 30 分） 

所 用 時 間

の目安 

A グループ B グループ 

A-1 A-2 B-1 B-2 

センターに入館 土建会館に入館 

20 分 展示室①見学 展示室②見学 空襲体験者 b さんのお話を聞く 

20 分 展示室②見学 展示室①見学 

10 分 土建会館へ移動 センターへ移動 

20 分 空襲体験者 a さんのお話を聞く 展示室①見学 展示室②見学 

20 分 展示室②見学 展示室①見学 

計 90 分 土建会館から退館 センターから退館 

 

A グループ 

【センター】展示見学（40 分） 

A-1：展示室①→展示室② A-2：展示室②→展示室① 

※2つの展示室を 20 分交代で見学 

    ↓ 

徒歩で土建会館へ移動（10 分） 



    ↓ 

【土建会館】空襲体験者 a さんのお話（40 分） 

 

B グループ 

【土建会館】空襲体験者 b さんのお話（40 分） 

    ↓ 

徒歩でセンターへ移動（10 分） 

  ↓ 

【センター】展示見学（40 分） 

B-1：展示室①→展示室② B-2：展示室②→展示室① 

※2つの展示室を 20 分交代で見学 

 

＜土建会館併用時の注意点＞ 

☆センターと土建会館を行き来する時間を見込んで組み立てています。 

★新型コロナウイルスの状況によっては、会議室の貸出休止や収容人数の制限がおこなわ

れる可能性もあります。 

☆移動の際は、センターのスタッフやガイドなどが誘導に加わります。 

☆土建会館前も、乗り降りを除いて路上停車できません。 

☆ご利用に関してご要望・ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。 

 

 

その他、特別な利用 

＜班行動・グループ行動でのご利用＞ 

学校の場合、班・グループ行動でのご利用も可能です。ご希望に応じて映像鑑賞なども付

けられます。お申し込みの際、その旨をお知らせください。 

 

＜派遣によるお話・授業＞ 

人数・旅程の都合でどうしても来館できない場合、学校や滞在先で、体験者のお話や映像

鑑賞、学芸員による解説などをおこなうこともできます。ご希望の場合は、お申し込みの

際にその旨をお知らせください。詳細は個別に相談させていただきます。ただし、状況に

よってはお引き受けできない場合もございますので、あらかじめご承知おきください。 

 

以上 


