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ご家族でのご来館
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この地図には、当館の情報およびいくつかの人気展
示物が掲載されています。詳しい情報が必要な場合
は、ビジター・エクスペリエンス・チームにお気軽
にお尋ねください。

イベントや展覧会の切符は、入り口ホールのインフォメーシ
ョンデスクで、展覧会開催中は、3階の展覧会切符デスクでお
買い求めいただくことができます。

ファミリーイベント
当館では、ギャラリーでの予約不要アクティビティを含め、
様々な年齢のお子様のアクティビティがいっぱいつまったフ
ァミリーイベントをたくさんご用意いたしております。詳し
くは、Exhibitions & events（展覧会・イベント） 案内書
をご覧いただくか、インフォメーションデスクでお尋ねくだ
さい。

手荷物一時預かり所, 0階
コートやカバンは、入り口ホールにある手荷物一時預かり所
にお預けいただくことができます。料金および重量制限がご
ざいます。

ファミリートレイル（探索）
一味違ったギャラリー探索をお楽しみいただけるよう、イン
フォメーションデスクに無料のトレイル案内書をご用意いた
しております。

寄付金の目安£1

インフォメーションデスク, 0、1、3階
インフォメーションデスクは、入り口ホールおよびタワー入
り口にあります。

当館の世界クラスの収蔵品は、皆様をスコットランドの歴
史、自然の驚異そして世界中の多様な文化の旅に誘います。
科学進歩の発見、そして何世紀にもわたる驚くべき精妙な美
術、デザインそしてファッションをお楽しみください。小さ
な生き物から巨大な宇宙船まで、そして古代から現代まで、
何千もの物語が皆様に発見されるのを待っています。

特別ツアー、視覚障害者のためのハンドリング（触覚）セッ
ションまたはBSL（英国手話）通訳者の手配も事前に承ってお
ります。
電話：0131 247 4040、ウェブサイト：nms.ac.uk/tours、電
子メール：tours@nms.ac.uk

地図

識別可能な登録済み補助犬の入館を歓迎いたします。
写真撮影
博物館内で撮影された写真は、ご自由にソーシャルメディア
にご利用ください。三脚や特別な照明をご使用になりたい場
合、または商業用の写真を撮影なさりたい場合は、インフォ
メーションデスクまでお越しください。
展覧会での写真撮影は許可されていません。
学校・団体利用
学校団体のご利用に関する詳細は、電子メール：
schools@nms.ac.uk まで、ガイド付きグループツアーのご案
内は、電子メール：tours@nms.ac.ukまで、ガイドの付かない
団体のご案内は、電子メール：groups@nms.ac.ukまでご連絡
ください。
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インフォメーションデスクおよびイベントホールには、ヒア
リングループを設置いたしております。ツアー用に「ヒア
リング・ヘルパー」ガイドシステムをご用意いたしておりま
す。詳しくは、入り口ホールのインフォメーションデスクで
お尋ねください。
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アクセス
全階へのエレベーター、身障者用トイレ、多目的トイレに加
え、インフォメーションデスクには貸し出し用車いすをご用
意いたしております。

Imagine（想像）, 世界文化、1階
年少のお子様をお連れのご家族のためのギャラリーです。こ
こでは、音楽、本の読み聞かせそして世界中からの展示物か
らヒントを得た工作などをお楽しみいただけます。
Adventure Planet（アドベンチャー・プラネット）、自然
界、5階
ここはキッズ探検隊が自然をもとにしたアクティビティ、問
題解決課題そしてゲームを通じて自然界に向き合う最適な場
所です。
発見ゾーン, スコットランド・ギャラリー、-1、1、3、5階
ゲームやパズルを楽しむばかりでなく、スコットランドの歴
史上の人物に扮装することもできます。

この地図に沿って、ご自由に当館をお楽しみください。また
は裏の人気展示物をたどりながら、当館の宝物をご観覧いた
だくこともできます。お子様連れの方は、入り口ホールのイ
ンフォメーションデスクにご用意いたしておりますファミリ
ートレイルをご利用ください。ファミリートレイルは、
nms.ac.uk/trails からダウンロードすることもできます。
開催中の展覧会を含めた今日のイベントをお探しの方は、
展覧会・イベント 展覧会・イベント の案内書またはインフ
ォメーションデスクをご利用ください。
当館のガイドブックは、ショップ、インフォメーションデス
クまたはオンラインショップでお買い求めいただけます。ご
来館中またはご家庭でお楽しみください。

科学技術ギャラリー、1、3、5階
Explore（探検）熱気球から Energise（エネジャイズ）.の巨
大なエネルギー車輪まで、インタラクティブ・ディスプレイ
や体験学習アクティビティをたくさん揃えたギャラリーです。
ベビーカー・ペビールーム（おむつ替え）
折りたたんだベビーカーは、入り口ホールの手荷物一時預か
り所でお預かりいたしております（有料）。6階を除き、全て
の階にベビールーム（おむつ替え）があります。

スコットランド国立博物館
の支援

お食事・お買い物

当館は慈善団体として、スコットランドの財宝を
管理し、それらに命を吹き込むために皆様からのご
寄付をお願いいたしております。今日ご来館中に、
当館を支援するご寄付をぜひお願いいたします。

お見逃しなく！

より楽しい 博物館体験

バルコニー・カフェ, 3階、10:00–16:45
お飲み物、スナック、ホームメードケーキおよび軽食など、
ごゆっくりお楽しみください。

オンラインで当館の収蔵品を探索
博物館の展示物について、もっと詳しく知りたいですか？博
物館の展示物について、もっと詳しく知りたいですか？

ミュージアム・ブラッセリー0階、10:00–17:00
地元の食材を利用したできたてのお食事、お子様用メニュ
ー、キッチンで毎日焼いているケーキ、そしておいしいコー
ヒーをご用意いたしております。

どうもありがとうございます。
オンラインでのご寄付は、 nms.ac.uk/supportus
で受け付けております。また館内にご寄付箱もご
用意いたしております。

無料ガイド付きツアー
収蔵品についてもっと深く知りたい方には、毎日催行の無料
ガイド付きツアーがございます。約1時間のこのツアーは、0
階入り口ホールの集合場所から始まります。
11:00スコットランド国立博物館発見ツアー
13:00スコットランド・ギャラリー・ハイライト
15:00 テーマ別ツアーの 内容は毎日変わりますので、詳細を
お尋ねください

スコットランド国立博物館 スコットランド慈善団体番
号：SC011130

ミレニアム時計, Discoveries（ディスカバリーズ）1階
壮大なミレニアム時計がまるで息を吹き返したように鳴ら
すチャイムをぜひお聞きください。チャイムは、11:00から
16:00まで毎時鳴ります。

ピクニック、0階
エントランスホール後部にあるグループスペースは、週末お
よび小中高校の学期休みの期間、ピクニックにご利用いただ
けます。詳しくは、スタッフにお尋ねください。

最新情報
最新情報の受信をご希望の方は、こちらからご登録くださ
い：nms.ac.uk/signup

博物館のギャラリー内では、飲食はお控えください。
ショップ
当館のショップは、ユニークなお土産物や心のこもったギフ
トの宝庫です。スコットランドのクラフト、ジュエリー、収
蔵物のテーマに沿った商品そしておもちゃや本もたくさん取
り揃えております。

リサイクルにご協力ください
この地図を使い終えご必要が亡くなった
方は、インフォメーションデスクにお戻
しください。
February 2019

• 入り口ホール、0階
• タワー入り口、1階
• 展覧会ギャラリー1入り口、3階
オンラインショップ：nms.ac.uk/shop

ギャラリーでModeマークをお探しください。

博物館トレイル
6つのファミリートレイルからお好きなものをダウンロード
する新しい方法で博物館をご探索ください。案内書をご覧に
なるか、ビジター・エクスペリエンス・チームにお尋ねくだ
さい。
nms.ac.uk/trails
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スコットランド国立博物館、エジンバラ
国立戦争博物館、エジンバラ城
国立航空博物館、イースト・ロジアン
国立農村生活博物館, イースト・キルブライド
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タワー・レストラン、5階、10:00–23:00（最終予約）
高い評価を受けたスコットランド料理と共にエジンバラの地
平線を望みます。ランチ、アフタヌーンティーそしてご夕食
に、毎日営業。
ご予約は、0131 225 3003または
tower-restaurant.com で承っております。

工作機械
歴歴史的な工作模型、機械およびエンジンなどがギャラリー
に展示されています。お見逃しなく。

Mode－携帯電話を使ったファッションガイド
当館のハイライトである ファッションと
スタイルを ギャラリー・オンライン nms.
ac.uk/mode でご覧になることができます。
クローズアップや360°画像で展示物を手に
取るようにご覧いただけます。

©© Pringle
Pringle of
of Scotland
Scotland Ltd/
Ltd/
National
National Museums
Museums Scotland
Scotland

© D N Anderson

National Museums Scotland（スコットランド国
立博物館）は、欧州の主要な博物館グループのひ
とつです。私たちの博物館4館への年間ご来館者は、
何百万人にも上ります。私たちは、世界でも最も
多様なコレクションを収蔵しています。これら収
蔵物のおかげで、私たちの国そして私たちを取り
巻く世界を探索、話し合いそして称賛することが
できるのです。

nms.ac.uk

本日のイベント、講演そして展覧会についての情報
は、<167>展覧会・イベントの 展覧会・イベントの
</ lの案内書をご覧になるか、ビジター・エクスペ
リエンス・チームにお尋ねください。

屋上テラスからの眺め、7階
屋上テラスからは、空に映えるエジンバラの風景がお楽しみ
いただけます。この風景は、大変良い思い出となるに違いあ
りません。裏の地図に記された青い線に沿って、階段をお上
がりください。 産業と帝国 ギャラリー、5階もしくは、スコ
ットランド・ギャラリーから屋上用エレベーターをご利用に
なることもできます。

階

スコットランド国
立博物館へようこ
そ
数々のギャラリーに展示された何千もの目を
見張る収蔵品、楽しいイベント、定期的に入
れ替わる展覧会、そしてゆったりとお食事が
楽しめるレストランを備えた当館は、各階で
皆様を新たな発見の世界に誘います。
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CERN加速空洞
Enquire（お問い合わせ）

階
屋上用エレベーター
全階に止まります

セミナー室

World Cultures（世界文化）
スタジオ1、2

美術、音楽そしてパフォーマンスを通じて人々がど
のように生活を営み、自分自身を表現するかを見せ
てくれる素晴らしい展示物をご覧ください。

Learning Centre

10 マッキントッシュによる本棚
Design for Living（生活の
ためのデザインｊ）

Industry and Empire
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Animal
Senses

Scotland（スコットランド）
地質学的始まりから今日に至るまでのスコットラン
ドの物語を探索してください。これまで何世紀もの
間に、一般のスコットランド人の生活はどのように
変わったでしょうか？
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パブロ・ピカソ作
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Making and Creating
(制作と創造

エレベーター
0–5階

Communicate

Exhibition galleries（展覧会ギャラリー）

学習イベントおよび楽しいアクティビティはここで
行われます。 展覧会・イベント の案内書をご覧い
ただくか、チームにお尋ねください。

Research
Library

Technology
by Design

スコットランドそして世界を変えた科学的発見およ
び技術の進歩を通じて、イノベーションの世界をお
楽しみください。

Perfomance
and Lives

Exhibition Gallery 1

Science and Technology（科学技術）

定期的に替わる展覧会を催しています。本日の展覧
会に関する情報は、 展覧会・イベント の案内書を
ご覧いただくか、ビジター・エクスペリエンス・チ
ームにお尋ねください。

Exploring
East Asia（東
アジアの 探検)

屋上用エレベーター

Survival

豪華な宝物、精妙なデザインそして最先端を行くフ
ァッションを通じて、創造力についての感動的な物
語をお楽しみください。

チンチン
Survival
(サバイバル）

11

階

スコットランドの偉大な業績そしてスコットランド
人が世界に与えた大きな影響をご覧ください。

13

バグパイプ吹きル
ースのヴィクトリ
ア十字章
Scotland: A
Changing Nation
(スコットランド：
変わりゆく国家）

14

博物館を探検

Art, Design and Fashion（美術、デザイン、
流行）

14

屋上用エレベーター

13

宇宙から絶滅寸前の種まで、地球と自然界の多様性
そして進化を探索してください。
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屋上用エレベーター
全階に止まります

T屋上テラス用エレベー
ター
Learning Centre 全階に止まります
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Kingdom of the Scots

6

マオリ族のカヌー
Facing the Sea
(海に向かって）

4

ヴィヴィアン・ウエスト
ウッド作ハリスツイー
ド・スーツ
Fashion and Style
(流行と様式）

3

羊のドリー
Explore（探索）

屋上用エレベーター
0–5階

イベントホール

ボニー・プリンス・チャ
ーリーの旅行用食器箱
Scotland Transformed（変
化したスコットランド）

Research Library（研究図書館）

階

Learning Centre
イベントホール

屋上テラス

Imagine

屋上テラスからは、空に映えるエジンバラのパノラ
マ風景がお楽しみいただけます。写真撮影に最適で
す。
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屋上用エレベーター
全階に止まります
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階段

ショップ

らせん階段

カフェ

集合場所

レストラン

Early People（古代
人）-1階への車いす
のアクセス

ピクニックスペ
ース
家族用

Gallery 3

ルイス島のチェス駒
Kingdom of the Scots（スコ
ットランド人の王国） 1階

エレベーター
0–5階

Hawthornden
Court
Gallery 4

Making It

ショップ

Group
space

屋上用エレベーター
全階に止まります
ショップ

2

Kingdom of the Scots

タワー入り口

階

ティラノサウルス・レックス
Animal World（動物界）

Explore

5

記号の説明

5

2

Entrance Hall

博物館
ブラッセリー

Kingdom of the Scots

チェインバーズ・ストリート入り口

階

屋上用エレベーター
全階に止まります

Beginnings

多大な参考文献、ジャーナルそして保管資料を利用
し、当館のテーマを探索してください。開館日：月
曜日から金曜日まで

1
Early People

1
エレベーター
0–5階

トラップレイン
宝物
Early People
（古代人）

