
博物館・資料館の名称 所在地・問い合わせ先 主な資料

千葉県の歴史・文化を学ぶ主な博物館・資料館資料編

千
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県
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歴
史
・
文
化
を
学
ぶ
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な
博
物
館
・
資
料
館

千葉県立関宿城博物館
野田市関宿三軒家143-4
04-7196-1400１

河川の歴史民俗関係資料，関宿藩
関係資料

野田市郷土博物館
野田市野田370                     
04-7124-6851２

考古･歴史･民俗資料 , しょうゆ関係

資料 , 童謡作曲家山中直
なおはる

治資料

流山市立博物館
流山市加1-1225-6                 
04-7159-3434３

考古資料・民俗資料・歴史資料・永
井コレクション

松戸市立博物館
松戸市千駄堀671                      
047-384-8181４

歴史，考古，民俗

市立市川歴史博物館
市川市堀之内2-27-1
047-373-6351５

歴史・民俗資料

浦安市郷土博物館
浦安市猫実1-2-7
047-305-4300６

民俗・歴史資料・貝類標本

船橋市郷土資料館
船橋市薬円台4-25-19
047-465-9680７

考古・民俗・歴史資料

船橋市飛
とび

ノ台
だい

史跡公園博物館
船橋市海神4-27-2 
047-495-1325８

飛ノ台貝塚及び船橋市内縄文遺跡
出土資料

八千代市立郷土博物館
八千代市村上1170-2
047-484-9011９

考古・民俗・歴史資料

千葉県立中央博物館
千葉市中央区青葉町955-2
043-265-3111１０

自然誌関係資料，歴史資料

千葉県立美術館
千葉市中央区中央港1-10-1
043-242-8311１１

千葉県関係近・現代美術資料

千葉市立郷土博物館
千葉市中央区亥鼻1-6-1
043-222-8231１２

千葉氏関係資料・歴史・民俗資料

千葉市美術館
千葉市中央区中央3-10-8
043-221-2311１３

房総ゆかりの美術資料，日本文化の核を
形成する近世以降の美術品・現代美術

千葉県立房総のむら
栄町竜角寺1028
0476-95-3333１４

伝統文化の継承と体験学習の場，県
内各地の出土遺物

成田山霊光館
成田市土屋238
0476-22-0234１５

美術・郷土玩具・考古・民俗・

古
こもんじょ

文書・昆虫標本・植物標本

国立歴史民俗博物館
佐倉市城内町117
043-486-0123１６

考古・歴史・民俗資料

千葉県立中央博物館大利根分館
香取市佐原ハ4500
0478-56-0101１７

利根川の自然と歴史関係資料・房
総の農業関係資料

芝山町立芝山古墳・はにわ博物館
芝山町芝山438-1
0479-77-1828１８

考古資料

芝山はにわ博物館
芝山町芝山298
0479-77-0004１９

考古資料（はにわ等），歴史・民俗
資料

袖ケ浦市郷土博物館
袖ケ浦市下新田1133
0438-63-0811２０

考古・民俗・歴史・アクアライン
関係資料

木更津市郷土博物館金のすず
木更津市太田2-16-2
0438-23-0011２１

考古・宗教・学芸・美術・民俗資料

君津市立久
く る り

留里城
じょうし

址資料館
君津市久留里字内山
0439-27-3478２２

久留里藩関係資料

茂原市立美術館・郷土資料館
茂原市高師1345-1
0475-26-2131２３

茂原市ゆかりの美術・郷土資料

睦沢町立歴史民俗資料館
睦沢町上之郷1654－ 1
0475-44-0290２４

考古・農業民俗資料・小分書・仏
像彫刻・復元民家

千葉県立中央博物館大多喜城分館
大多喜町大多喜481
0470-82-3007２５ 城

じょうかく

郭関係資料・武器・武具等の武
士関係歴史資料

千葉県教育振興財団　文化財センター展示室
大多喜町森宮8-3
0470-82-2425２６

考古資料

いすみ市郷土資料館
いすみ市弥正93－1
0470-86-3708２７

古美術・考古・歴史資料

館山市立博物館
館山市館山351-2
0470-23-5212２８

里見関係資料・考古・歴史・民俗
資料・八犬伝関係資料

鴨川市郷土資料館
鴨川市横渚1401－ 6
0470-93-3800２９

通貨・切手・書籍・文書・生活文化・
産業

鋸南町歴史民俗資料館
鋸南町吉浜516
0470-55-4061３０

考古・歴史・民俗資料・

菱
ひしかわもろのぶ

川師宣関係・醍
だ い ご し ん べ え

醐新兵衛関連資料
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