
はじめに

　本資料は、2016 年春現在のアメリカ合衆国における

博物館入館料を調査し、結果を一覧表にまとめたもので

ある。2014 年春にまとめた「アメリカ合衆国の博物館

入館料に関する調査（1）」1【以下、（1）と表記】、2015 年

春にまとめた「アメリカ合衆国の博物館入館料に関す

る調査（2）」２【以下、（2）と表記】の続編であり、（1）（2）

と同様、博物館入館料の無料／有料を決定する要因を解

明し、国際比較を行うための基礎資料として位置付けら

れる。

　本資料は、以下のような方法で作成した。調査対象館

を抽出するために『地球の歩き方』のうち「シカゴ」「ボ

ストン」「アメリカ南部」（いずれも 2014 ～ 15 版）に掲

載された博物館をもれなく選び出した３。その内訳は、

「シカゴ」24 館、「ボストン」71 館、「アメリカ南部」88

館である。重複を避けるため、（1）（2）に記載した館は

原則、省略したが、入館料の変更等補足すべき点がある

３館については再録し、館名欄に【（2）と重複・再調査】

と注記した。2012 年以降に刊行されたアメリカ合衆国

を対象とする『地球の歩き方』シリーズのうち、「ニュー

ヨーク」についての調査は今後の課題である。また『地

球の歩き方』が扱っている地域・館には偏りがあるこ

とが予想されるため、（1）～本稿（3）で調査した館が、

Lonely planet 等の国外で刊行されているガイドブック掲

載館、アメリカ博物館同盟（AAM）やアメリカ動物園

水族館協会（AZA）加盟館園とどの程度重複している

かを調べる必要がある。

　今回扱った地域では、どこまでを博物館とみなすか判

断の難しいケースが目立った。具体的には、個人邸宅、

記念館、公園内の植物園、歴史的建造物が集積した博物

館的現地、店舗を兼ねたもの等である。

　本資料作成の途上で発見したアメリカ合衆国の広義の

博物館における入館料の傾向と、特に様々な入館無料あ

るいは割引制度について、（1）（2）で取り上げた項目に

合わせて、以下、列記しておく。

１．今回調査した 183 館中、（2）と重複する３館を除いた
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180 館中、誰でも無料の館は 42 館（23.0％）であった。う

ち 4 館は商業施設を兼ねていると判断できる。また３館

は無料であるが、寄附が推奨ないし歓迎とされている４。

その他の館では、入館料は（1）（2）で扱った館と同様、

乳幼児ないし子どもに対して無料、シニア、ユース、学

生に対しては若干の割引、軍人に対しては無料ないし割

引とする傾向が全体を通して見られる。軍人に対する無

料ないし割引は広範にみられるが、その家族に対する割

引を行う館は、後述「16」の Blue Star Museums 加盟館で

あるケースが多い。先住民が無料となる館は、今回調査

した中では見当たらなかった。

　大学博物館関係では、コロンビアカレッジが運営す

る現代写真美術館（MoCP）、シカゴ大学の美術部門ス

マート美術館、チャゼン美術館（ウィスコンシン大学マ

ディソン校附属美術館）、ウィリアムズカレッジ美術館

は誰でも無料、マサチューセッツ工科大学の MIT 博物

館は同窓生とそのゲスト、９−６月の毎月最終日曜日、

MIT の全教職員・スタッフ・学生は無料である５。ロー

ザ・パークス博物館はトロイ大学の運営と推定されるが、

入館料は有料である６。

　シニアの年齢区分では、60 歳、62 歳、65 歳以上とす

る３タイプの館に分散しているが、55 歳以上とする館

も４館存在する。チケットのオンライン割引を行ってい

る館はボストン茶会事件船と博物館、オーチャードハウ

スの 2 館である。また、複数館の共通割引券は多数、企

画されている。

２．上述の通り、無料としつつ寄附を推奨ないし歓迎

すると明記している館が３館あった。USS コンスティ

テューション号博物館は、推奨寄附額を提示しつつも、

「いくらでもうれしい」と記している７。

３．（1）（2）同様、団体利用には大半の館で割引料金が適

用され、学校団体は特に優遇されるが、ガイドツアーな

どの教育プログラムは有料となる場合が多い。また一般

の団体に対しては、リーダーまたはガイドとバス等の運

転手が無料に、学校団体の場合は児童・生徒 10 人程度に

１人の付添（chaperone）が求められて無料になるケース

が多く、教員も無料、館側から要請される付添の人数を

超える大人は有料割引になる場合が多い。オールド・ス

ターブリッジ・ビレッジのように 30 人を超える大人の団

体のリーダーと運転手には無料ランチが提供されるケー

スもある８。

４．スミソニアン協会所属博物館は今回はない。

５．地元居住者に対する優遇については、完全に無料と

しているのはピーポディ・エセックス博物館（セーラム

郡居住者は無料）９だけであり、ペギー・ノートバート

自然博物館は木曜日をイリノイ州居住者に対して寄附制

としている10。

　地元居住者に対する無料日・時間を設けている例とし

ては、ニューオリンズ美術館が水曜日をルイジアナ州

居住者に無料にしており、これは Helis Foundation の支

援による。テネシー州のスタックス・アメリカンソウ

ル博物館（シェルビー郡居住者には火曜日午後１−５

時を無料）、メンフィス・ロックンソウル博物館（シェ

ルビー郡居住者には火曜日を原則無料）、Free Tuesday 

Afternoon（Tennessee Tuesdays）を設けているメンフィ

ス動物園（17 歳以上のテネシー州居住者は 3 月を除き火

曜日午後２時−閉園まで無料）の 3 館は無料の日時には

16 歳以下の子どもに対して親の付添が必要としている11。

また、クーリエ美術館はニューハンプシャー州居住者に

土曜日午前 10 − 12 時を無料とし、この時間帯に入館す

ればその日は午後も無料という制度を取っている12。ま

た、ピーボディ・エセックス博物館は、セーラム郡通勤

者には火～金曜日の 10 − 17 時を無料としている13。

　学校に対しては、ボストンの旧州議事堂が市内公立学

校の利用を全て無料としている14。また、ペギー・ノー

トバート自然博物館はイリノイ州内の学校（K-12）、プ

レスクール、ヘッドスタートグループの団体見学、州内

のホームスクールグループの生徒（３人以上）は無料と

している15。マサチューセッツ州のヘリテージ・ミュー

ジアム＆ガーデンズはサンドイッチ郡の公立学校が団体

予約した場合には無料とし、また郡内の私立学校とデイ

ケア施設には、年度ごとに１枚、下見用無料券を提供し

ている。

　なお、地域限定だが所得制限を伴うものは、別途「10

の①・③」に記載した。また地域限定での教育者に対す

る優遇は「13」に記載した。
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６．各館の Members は、ほぼ例外なく年中何度でも無

料で入館でき、Members 制度を持つ館が大半であるの

は、（1）（2）と同様である。シカゴ子ども博物館は Member 

Mornings として、金・土の朝 9 −10 時を members 専用に

している16。

７．毎月特定の曜日や時間帯を入館無料ないし割引とす

る館は、今回の調査でも一定数見られた。また（1）（2）

同様、特定の日時での無料・割引開放に対して特定の企

業をスポンサーとして持つ館もある。以下、具体的に館

名・無料時間帯・スポンサーとその業種を列記する。

・シカゴ子供博物館：木曜日午後５−８時　Target Free 

Family Night　18名以上要予約　ターゲット（Target、小売

業）の支援による。

　第１日曜日　Free First Sundays　15歳以下無料

　第２土曜日　Play For All　障害を持つ子と家族は無

料17

・グレスナー邸（グラスナーハウス博物館）：水曜日は誰

でも無料18

・ボストン子共博物館：Target Fridays　金曜日午後５−

９時は誰でも入館＄１　ターゲット

　金曜日夜の＄１入館　Target $1 Friday Nights　毎年

50,000人以上が利用19　ターゲット

　Last Hour Discount　金曜日を除く毎日、閉館１時間前

の入館は半額

　なお、ボストン子供博物館は「節約のための方法

（Ways to Save）」というページを作っているほか、多

　言語による節約入館案内チラシもHPに掲載してい

る20。

・ボストン現代美術館： ICA Free Thursday Nights　木

曜日午後５−９時

　Play Dates　12月を除く毎月最終土曜日、12歳以下の

子を連れた大人２人まで　Vivien and Alan Hassenfeld 

and the Hassenfeld Family Foundationと、Holly and David 

Bruceの支援による21。ハッセンフェルドは、全米2位の

玩具メーカー、ハズブロの創業者一族。

・ピーボディ・エセックス博物館：午後５時以降＄10（日中

は大人＄18）22

・ニューベッドフォード捕鯨博物館：第２木曜日　AHA! 

Nights（Art, History & Architectureのcultural nights）

ダウンタウンの無料文化イベントと文化機関のコラボ

レーションで博物館も入館無料23

・オッジェン美術館：木曜日午前10時−午後５時はルイ

ジアナ州居住者は無料、Helis Foundationの支援によ

る24。

・戦艦カイロ（ヴィクスバーク国立軍事公園）：Fee-Free 

Days　国立公園週間等に無料日の設定がある25。

・ブルックス美術館：FREE Wednesdays　水曜日は寄

附のみ（１ペニーから任意の額で入館可）26

８．（1）で取り上げたコロラド州の Scientific and Cultural 

Facilities District（SCFD）〔科学文化施設区域〕のような、

特別区域において税金を利用して入館無料を実現してい

る例は今回の調査対象地域では見当たらなかった。

９．（1）で取り上げたハマー美術館のように、大口の寄

附により、年間を通じて無料を実現している館は、今回

の調査では発見できなかった。

10．社会的に不利益を被っている人びとへの支援として

は、以下のようなものがある。なお、公的支援の詳細は、

（2）の「10」を参照されたい。

①公的機関によって発行されている福祉カード等を提示

することで、割引で入館できる制度

・Museums For All【シカゴ子供博物館】：博物館・図

　書館サービス協会・子ども博物館協会の主導で、

2015年11月からEBTカード対象の低所得で福祉サー

ビスの行き届かない、15歳以下の子どもを含む家族

が６人まで＄３で入館できる制度をイリノイ州で唯

一導入している。この“Museums For All”導入の理

由は、博物館の常連になることは短期的には子ども

のためになり、長期的にはコミュニティ全体に利益

をもたらす文化機関への生涯にわたる理解を育むか

らだ、とされている27。

・【ボストン子供博物館】：マサチューセッツ州発行

　E B Tカード（要I D）持参者は１回に付き１枚の

カードで4人まで＄2で入館できる（Highland Street 

Foundationの支援）28。

・Community Access／EBT and WIC Cardholders【科
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学博物館（ボストン）】：マサチューセッツ州居住者で、

EBT/WICカード所持者は４人まで展示室無料（要ID）29。

・EBT Cards【バークシャーミュージアム】：EBTカード所

　持者は大人２人子ども２人無料（TD Charitable  Foundation

　〔TD Bankの財団〕の支援による）30。

②地域の福祉機関や施設を通じて無料券を配布する

制度は、今回、調査対象にした地域では発見でき

なかった。

③不利益を被っている子ども・学生・若者たちを対

象とする無料／割引制度（バス、教育プログラム

を含む）

・Free Field Trips【シカゴ子供博物館】：シカゴ市内の

学校及び非営利団体を対象とする無料見学と館への

バス代金の助成（無料／割引ランチ対象者95％以上の

学校・団体が対象）、この助成を告知するページには、

シカゴ市内の学校の無料／割引ランチ対象者率を示

す一覧表（2015会計年度）がリンクされている31。

・Discounted Field Trips【シカゴ子供博物館】：シカゴ

市内の学校と非営利団体対象の割引見学［18−50人で

＄150、正規料金は学校団体均一＄225］（学校・チャ

イルドケアセンターは「無料／割引ランチ」受給対象者

が80％以上、非営利団体は年収＄35,000以下の世帯

が50％以上の地域住民に奉仕する団体が対象）32。

・Sponsored Visits【ボストン子ども博物館】：年間を通じ

たスポンサー付き団体利用制度で、自由活動または１

教育プログラムに利用できる。館のミッションと０−10

歳の子どもを支援する非営利団体が対象33。

・K-12対象ガイドツアー【ボストン現代美術館】：ボ

ストン公立学校（BPS）かつTitle I校は無料（BPS以

外の学校は10人に付き＄30）。

・K-12対象ガイドツアー+アート・ラボ・レッスン

【ボストン現代美術館】：BPSかつTitle I校は10人に

付き＄10（BPS以外の学校は10人に付き＄80）34。

・Community Access／Community Access Program 

（CAP）【科学博物館（ボストン）】：学校以外の非営利

組織対象奨学金で、展示室、オムニシアター、プラ

ネタリウムへの無料または割引があり、毎年19,000

−24,000人が利用している。１グループ50人まで

で、適格性の判断は 1）課税控除番号を持つ非営利

組織、2）過小代表の若者または大人に働きかけて

いること（ex.ESOLを含んでいる、または信念に基

づいたプログラムやシェルター）、3）入館料が科学

博物館訪問の障害になっている、4）週末、祝日、

夏休みの訪問を希望、の基準に拠る。ESOLとは、

English for Speakers of Other Languagesの略で、ノンネ

イティブのための英語を指し、ここではESOLプロ

グラムを指すものと推定される35。

・New Tour Option for Title 1 Schools【ハンター美術

館】：Unu mの交付金により2015年度に新設された、

TitleI学校を対象とした無料のスタジオガイドツアーで、

ドーセントツアーと美術制作活動が含まれる。全ての学

年（K-12）に開かれているが、奨学金には限りがあり、1

校から１クラスのみ参加可能で先着順。美術館から50マ

イル以内の学校に限定36。

・Ticket to Ride【ポートランド美術館】：メイン州の

アートの現場ないしイベントを訪問するに際し、メ

イン州のどんな学校（PK-12）でも上限＄300までの

支援を、無料／減額ランチ対象生徒が50％以上の学

校は上限＄500までの支援を、各学校が年度ごとに受

けられる制度。Jane B. Cook 1992 Charitable Trust の財

政援助とMaine Arts Commissionによるマッチング、

Betterment Fundからの追加資金援助によって実施さ

れている37。

 ・Big Yellow School Bus【マサチューセッツ現代美術館】

　：K-12の学校団体向け、Massachusetts Cultural Council

による交通費補助制度Big Yellow School Busを紹介し

ている38。

・Hands on History Outreach Program【モービル博物

館】：財政援助が可能なら、モバイル郡のTitle I学校

は無料、その他の学校は生徒1人につき＄１39。

・FIELD TRIP SPONSORSHIP PROGRAM【ジミー・カ

　ーター・ライブラリー（大統領図書館＆博物館）】：コカ

　・コーラ財団（Coca-Cola Student Transportation Fund）

が、ジョージア州の学校が見学旅行に来る際のバス代

を支援、全ての学校が応募できるが、優先権はTitle I

学校にある。このプログラムは全ての生徒の入館料と上

限バス1台に付き＄500までの輸送費用を援助する40。

・Sponsored Admission Program【アトランタ動物園】：

ジョージア州のTitle I 学校を対象に無料で自由見学

が提供される（数は限定）41。
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11．世帯所得の制限を設けずに、子ども・若者・学校団

体・大学生・大学院生に無料または割引入館の機会を提供、

または若者のキャリア形成を図る活動を行っている館

・TEENS【ペギー・ノートバート自然博物館】：高校生が

調査・研究へ参加し、キャリアパスを学ぶプログラム

で、週２回約４ヵ月の参加で＄325が支給される42。

・【ペギー・ノートバート自然博物館】：ボーイスカ

ウト・ガールスカウト団体でのワークショップ参加

を無料としている43。

・Free Bus Subsidies（メイン州歴史協会（MHS）無

料バス助成金）【ワッズワース・ロングフェロー・

ハウス】：学校団体へのバス代の支援（＄150まで、

１校に付き＄300までで先着順）、the Edward H. Daveis 

Benevolent Fund of Maine Community Foundation、the 

Elsie A. Brown Fund、the Horizon Foundation, Inc.の支援

による44。

・Kidspace【マサチューセッツ現代美術館】：常時無料 45。

・マサチューセッツ・カレッジ・オブ・リベラル・

アーツ（MCLA）とウィリアムズカレッジの学生は

マサチューセッツ現代美術館のmembersであるため

無料46。

・BUS REIMBURSEMENT【ニューオリンズ美術館】：

ジェファーソン郡とオリンズ郡の学校に対して求めに応

じて交通費の払い戻しをする制度で先着順（Elizabeth 

and Willy Monaghanの支援による）47。

・Teen Pass【ニューオリンズ美術館】：13−19歳は2016年

の間、無料（Helis Foundationの支援による）48。

・Educational Fee Waiver【戦艦カイロ（ヴィクスバーク

国立軍事公園）】：教育団体は申請により入園料が免

除されるが適格性の審査（正当性・合法性のある教育

団体か、教育目的の訪問か、公園の資源・設備に相応

しい目的の訪問か）がある49。

・【メンフィス動物園】学校団体割引は申込み順で、

州の教育局に登録した学校に月～金曜日のみ適用さ

れる。テネシー州シェルビー郡の授業期間限定50。

・Super Sunday Free Family Fundays【アーカンソー美

術センター】：常時、誰でも無料の館だが、特に、

第２日曜日には美術制作活動を無料としている51。

12．公共図書館との連携プログラムは今回の調査対象地

域では活発で、下記のようなものがある。

・Kids Museum Passport【シカゴ子供博物館】：シカ

ゴ公共図書館のカードで無料券を受け取れる52。

・Library Coupons【ボストン子ども博物館】：マサ

チューセッツ州、ニューハンプシャー州、ロードア

イランド州の参加図書館で優待券を受け取ると、４

人まで入館料が半額になる53。

・Library Pass Program【USSコンスティテューショ

ン号博物館】：マサチューセッツ州とニューイング

ランド地方の図書館向けパスで、１枚のパスで１日

９人まで入館無料、ライブラリアン（図書館）はパ

スを４枚まで申請でき、１年間有効、更新可54。

・Library Pass Program【科学博物館（ボストン）】地元

　の図書館からMuseum of Science library passを借り

て来ると、１日４人まで１人＄10で入館可（展示室の

み）、Library Pass Programは362日有効で ＄700、図

書館が直接、買うことも出来るし、個人や組織が図書館

（利用者）にプレゼントすることも出来る55。

・MIT博物館：ケンブリッジ公共図書館カード所持者

は７−８月が無料になる56。これはマサチューセッ

ツ工科大学附属のため、学生の利用が少ない夏期休

暇期間中を地域住民に開放しているのではないかと

推測される。

・Heritage’s Library Pass Program【ヘリテージ・ミュー

ジアムズ＆ガーデンズ】：加盟図書館が発行したパスで

大人２人子ども４人までが半額57。

・The Pittsfield Muse & Read Museum／Library Initiative

【バンクシャーミュージアム】：Berkshire Athenaeum

（Pittsfield's Public Library）との連携事業（図書館貸出

票の期限内なら博物館入館料25％引）58。

・Library Pass Program【バンクシャーミュージアム】：リ

　ストに上がっている図書館からパスを借りると、大人

２人と18歳未満の子ども２人が無料になる（３歳以下

は常時無料）。ライブラリアンによるパスの購入は１パ

ス＄10059。このプログラムはFriends of the Berkshire 

Athenaeumの支援で成り立っている60。

・Zoo Atlanta Family Pass（Library Pass Program）【ア

トランタ動物園】：Georgia Public Library Serviceとの

連携で、ジョージア州居住者は地元の公共図書館から

Zoo Atlanta Library Pass DVDを借り、返却の際にレ
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シートを受け取り、このレシートと図書館カードを動物

園の窓口で提示すると入園無料となる（パスは14日間

有効、４人まで有効、１年に各世帯1回のみ利用可）、

PNC Bankの支援による61。

13．教育者に対する優遇制度

・【シカゴ子供博物館】：教師・警察官・消防士は＄５の

割引料金62。

・Teacher Discount：【ボストン子供博物館】ニューイン

グランド地方のK-8現役教員は無料63。

・MTA（Massachusetts Teacher Association）会員カー

ド：マサチューセッツ州教員協会会員カード所持のマ

サチューセッツ州公立学校教員は【MIT 博物館】、【ヘ

リテージ・ミュージアムズ＆ガーデンズ】に入館無料（団

体見学時と特別イベントは除く）64。また、【マーサス・

ヴィニヤード博物館】では、ツアーが半額になる 65。

14．所得制限等なしに、基金等により、広範なアクセスを

実現するものは、今回の調査範囲では見当たらなかった。

15．博物館の互恵的組織・連携組織による無料・割引制度

①The North American Reciprocal Museum（NARM） 

Association（北米博物館相互利用協会）：協会加盟

館の会員になると（Membership）、他の加盟館でも恩

恵が受けられるシステム。2016年３月時点では北米で

822機関が加盟している66。2014年３月時点で約650機

関、2015年３月時点で700を超える機関が加盟してい

ると書かれていたため、この１年間で100機関以上増え

たことになる。今回調査した中でのNARM加盟館は、

ヘリテージ・ミュージアムズ＆ガーデンズ、マーサス・

ヴィニヤード博物館、ベニントン美術館、オッジェン美

術館の4館である。

　　ヘリテージ・ミュージアムズ＆ガーデンズのHP

には、gold “NARM” ステッカー提示で無料と書か

れている67。また、ベニントン美術館のMembership

のパンフレットによれば、＄100レベル以上の会員

であれば、自動的にNARMのプログラムに登録さ

れる。NARMのMembershipとベニントン美術館の

Membershipカードにより、北米330館以上の館に入

館できる68。一方、ベニントン美術館では、NARM

のステッカー（付きカード）を持つ訪問者は無料

とされている69。

②New England Museum Association（NEMA）（ニュー

イングランド地方博物館協会）：博物館と博物館で働

く専門職の団体で、ビジネス会員の他、大学で加盟す

れば教員・学生も参加できる70。今回の調査対象館の

中でNEMAの会員証で無料入館できるのは、MIT博

物館、ヘリテージ・ミュージアムズ＆ガーデンズ、マーサ

ス・ヴィニヤード博物館の３館である。

③Reciprocal Admissions Program（RAP）（アメリカ園芸

協会互恵的プログラム）：アメリカ園芸協会（AHS）また

は参加ガーデンの会員証で、北米及びケイマン諸島の

300園に無料・割引入園できるシステム71。今回の調査

対象館の中ではヘリテージ・ミュージアムズ＆ガーデン

ズが加盟している。

④American Association of State and Local History

 （AASLH）（米国州・地方史協会）：AASLHは、歴史

団体とそこで働く有償・無償の人々の団体72で、今回の

調査対象館の中ではマーサス・ヴィニヤード博物館が

AASLH会員を無料入館の対象としている。

⑤Consortium of New England Art Museums（ニューイ

ングランド美術館協会）：今回の調査対象館の中では

ベニントン美術館がこの協会の会員を無料入館の対象

としている。

⑥Association of Science & Technology Centers（ASTC）

（サイエンスセンター協会）：ASTCによるパスポートプ

ログラムがあり、加盟館のMemberになると、90マイル

以上離れた館の入館料が無料になる73。今回の調査

対象館の中ではファーンバンク自然史博物館が加盟し

ている。

⑦ National Trust for Historic Preservation （NTHP）：今

回の調査対象館の中では、NTHP 会員に対してワッズ

ワース・ロングフェロー・ハウスが入館料 20％割引に
74、チェスターウッドは半額にしている 75。

⑧スミソニアン協会会員：メンフィス・ロックンソウル博

物館はスミソニアン協会会員を割引としている76。

⑨American Alliance of Museums（AAM）（アメリカ博

物館同盟）：今回の調査対象館の中では、M I T博物

館、ヘリテージ・ミュージアムズ＆ガーデンズ、マーサ

ス・ヴィニヤード博物館、国際テニスの殿堂の４館が
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A AM会員は無料をHP上に明記している（以上、②～

⑨の中で注記のないものは一覧表参照）。

⑩International Sports Heritage Association（ISHA）

（国際スポーツ遺産協会）：国際テニスの殿堂は、会員

証または名刺提示で無料77。

16．軍人及びその家族に対する無料・割引制度

・Blue Star Museums：メモリアルデイ（５月最終日）

からレイバーデー（９月第１月曜日）までの間、現

役・予備役軍人とその家族が無料入館できる博物館

群で、Blue Star財団等が合衆国各地の博物館と連携

しており78、2015年には全米50州で2,000館を超える

館が参加している79。今回の調査対象館の中でBlue 

Star Museumsに加盟している館は12館あり、この中

でも年中無料にする館と、メモリアルデーからレイ

バーデーの期間のみ無料にする館があり、その対象

も現役軍人・退役軍人・予備役軍人・州兵及びそれ

らの家族まで含めるか否かで様々なバリエーション

がある。今回の調査対象地域内では12館中8館がボ

ストンとその周辺に集中している（一覧表参照）。

・ホイットフィールド・万次郎友好記念館では、制

服を着た軍人を無料としている80。

・第二次世界大戦博物館では、第二次世界大戦の退

役軍人を無料としている81。

17．民間団体が顧客サービスやプロモーションとして実

施している割引制度

①アメリカ自動車協会（AAA：Amer ican Automobile 

Association, Inc.）82による入館料割引制度。今回調査

した中では10館が10％程度の割引対象館となってい

る。

②Museums on Us ：バンク・オブ・アメリカかメリルリ

　ンチのクレジットカードかデビットカードで、全

米150の博物館に月初めの週末に無料で入館できる

（要写真付きID提示）83。今回調査した中では、

M I T博物館、国際テニスの殿堂が加盟している

（①、②とも一覧表参照）。

18．高齢者・障害者・ケアパーソン等への無料・割引サー

ビス

・Play For All【シカゴ子供博物館】：第２土曜日は障害

を持つ子と家族は無料84。

・ボストンの旧州議事堂：障害者は無料85。

・ミルヤード博物館：ソーシャルサービス機関のク

ライアントとスタッフは割引86。

・AARP（全米退職者協会）：AARP会員証で、ローザ・

　パークス博物館は＄１割引87。メンフィス・ロック

ンソウル博物館もAARP会員証で割引を行う88。

・ブルックス美術館は聖ジュードの患者とその家族

を無料にしている89。

・ArtsAccess【ブルックス美術館】：ArtsAccessは支払

い能力の有無に関係なく、誰でもアートにアクセス

できるようにすることを目的としている。年間を通

じて20以上のアート機関が参加し、アートイベント

や展示を提供しており、スポンサーはRegions（リー

ジョンズ・フィナンシャル）。ArtsAccessの対象者は

EBTカード所持者、TennCareの患者、Church Health 

Centerの患者、軍人とその家族、障害を持つ個人、65歳

以上のシニアであり、ArtsAccessカード所持者はブルッ

クス美術館に無料入館できる90。

19．補償的無料サービスに当たるものは、今回の調査対

象の中にはない。

20．地域振興（地域の非営利組織や文化機関、公共機関

との連携）

・Ticket Donations（動物園チケットの非営利組織への

提供）：【メンフィス動物園】：メンフィス動物園は、

テネシー州、アーカンソー州、ミシシッピ州に基盤

を置く非営利組織の要望に応じて、限られた数の入

園券を寄贈している91。

・Zoo Atlanta’s Community Donations program：【アト

ランタ動物園】非営利組織の資金調達のために、ア

トランタ動物園は入園券を寄附する活動を行ってお

り、寄附先は、NPO側の申請の中から動物園が決

定する92。

・WGBH discount：（ボストンの公共放送WGBHの会員

カード割引）：【ボストン子供博物館】WGBH会員カード

で最大４人まで＄１割引、【MIT博物館】WGBH教育基

金により大人1人分の入館料で２人が入館できる93。
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・WUMB 91.9 FM（Boston Folk Music Public Radio）の

会員カード割引：【マーサス・ヴィニヤード博物館】

館への入館料を含むLighthouse Combo Passを＄１割

引にする94。

・WBUR／WUMB（いずれもFMラジオ局）会員カード

割引：【MIT博物館】各会員カード所持で１人分の

大人入館料で２人入館可としている95。

・Big Brothers Big Sisters：【マーサス・ヴィニヤード

博物館】子どもを支援する非営利組織Big Brothers 

Big Sisters会員は無料96。

・Woo Card：【オールド・スターブリッジ・ビレッジ】：WOO Card

所持者は昼間の入館料25％割引、 College WOO Card

所持者は昼間の入館料半額。アプリのWoo Passはウー

スター地方、地域の旅行代理店、ウースター文化連合の

協力で提供されている97。

・Hanover Theaterの予約会員（subscriber)：【オールド・

スターブリッジ・ビレッジ】：Hanover Theater予約会員

は、オールド・スターブリッジ・ビレッジの大人昼

間の入館料の25％割引、若者の予約会員は半額98。

・Community-Supported Agriculture at HSV（コミュ

ニティー・サポート農業プログラム）【ハンコック・

シェーカー・ビレッジ】：退役軍人や発達障害の若

者・大人の雇用主として農場のオーナーになる制

度。６−10月の毎週、収穫がレシピとともに届く。

収穫をすることも可能。退役軍人をサポートする

NPO “Soldier On”と、発達障害・脳損傷・自閉症の

人々へのサービスを行うNPO “BCArc”との協働99。

21．再入館、連続使用等が可能な館

・コロニアル・ウィリアムズバーグは季節によって料

金は変動するが、1日券、複数日券（７日間内の３

日間）、年間パスの３タイプを販売している100。

・ストロベリーバンク博物館の一般入館料は連続2日

間有効101。

・オールド・スターブリッジ・ビレッジは、正規料金

チケット購入の場合、10日以内の2度目の訪問は無

料になる。また、2度目の訪問に同行したゲストは

25％割引102。

22．日程による料金変動制を採用する館

　冬季は休館、または季節ごとに入館料が異なる館はあ

るが、細かく日ごとに変動する料金を採用している館は

ない。

23．その他、ユニークな制度

①調査関連：

【シカゴ歴史博物館】：館H Pに、有料で調査をし

てくれるフリーランス調査員のリストを掲載。館

のスタッフが受けきれないほど大規模な調査はフ

リーランスを頼むことを勧めている103。

【チャールズ・ゲイツ・ダウズ邸博物館】：一般入

館者の調査室とアーカイヴ利用は＄５とされ、

membersは調査室とアーカイブ利用も含め無料104。

【ベニントン美術館】：e-mailによる調査は＄15、対

面調査は有料105。

①Enewsletter登録者向けクーポン／Facebookの友達クー

ポン：【オールド・スターブリッジ・ビレッジ】：

Enewsletter登録者は時々クーポンが貰える。また

Facebookの友達は臨時クーポンが貰える106。

③Red Sox Kid Nation会員は＄２割引：【ボストン子

供博物館】107

④込み具合のHP上でのアナウンス【メンフィス動物

園】：園の収容人員は10,000人で、HPで込み具合

をアナウンス。過去1年で収容人員越えは１回だけ

（Free Tuesday programの日に発生）と記載してい

る108。

24．無料から有料に切り替えた館は発見していない。

25．入館園料及び寄附にかかる税金

・アトランタ動物園は、料金の全てにジョージア州

の売上税8％が付加される109。

　

おわりに

　今回の調査では、特に「南部」に個人邸宅、記念館、

戦跡、歴史的建造物の集積地等が多く、（1）（2）で調べ

た博物館群とは単純には比較できないことが分かった。

また、昨年度までの『地球の歩き方 B01 アメリカ 2013

～ 2014 年版』（アメリカ全土版）で大型館等の有名館は

調べた後であるため、比較的小規模な博物館や野外博物
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館、建築遺産が多かった。

　今回の調査では、「誰でも無料」の館は 180 館中 42 館

（23.0％）で、（1）の調査結果の約 20％、（2）の調査結果

の 155 館中 28 館（18.1％）110 と比較すると、無料館の

割合は今回の調査が一番高くなっている。館種や館の規

模とは無関係に無料館が点在しているようにも見える。

今後、ニューヨークを調査し終えた段階で、館種、規模

別に無料／有料をカウントする必要がある。ただし、何

を博物館と見なすかという線引きは、日本の場合と同様、

非常に困難である。

　今回対象とした地域でも、特定の日時を無料公開する

有料館、社会的に不利益を被っている人びとへの支援、

特に子ども・ユースを対象とする無料／割引制度を数多

くリストアップすることができた。また今回の対象地域

では図書館を含む文化機関や医療機関、地域の非営利組

織と結びついた活動が様々に展開され、多くの財団や企

業から資金援助を受けていることが分かった。本稿では

まとまって取り上げることが出来なかったが、歴史的建

築物を巡るツアーも盛んである。

　今回特に印象に残ったのは、動物園 2 館が、自園の入

園券を他の非営利組織の資金調達の一助として提供して

いることである。また、図書館との連携事業であるミュー

ジアム・パスも、図書館・博物館いずれかが費用負担す

るだけでなく、第三者がミュージアム・パスを購入して

図書館利用者へ寄贈するという方法が推奨されているこ

とである。あるいは、博物館の調査・相談業務も、相談

に要する費用を明記する館や、館のスタッフが受けきれ

ないほどの大規模な調査はフリーランスに有償で依頼す

るよう、地域の歴史家をリスト化して紹介している点で

ある。

　同じく、入館料そのものではないが、表にまとめる段

階で、館内ツアー等の多くの教育普及事業が有料で、そ

れも日本人の感覚からすると高額と思えるものが多いこ

とが分かった。先に述べた多彩な無料／割引制度の存在

は、「博物館教育普及事業が無料ではない」ことに起因

しているのではないだろうか。アメリカの博物館は教育

普及事業を有料で受けて収入源とする。その代わり、そ

の費用が負担できない層には、無料か低額で博物館訪問

（バス代・入館料）や教育普及事業を提供する。その費

用は企業や財団がスポンサーとなり負担する。一方、博

物館の側は、高い費用に見合うだけの教育普及スタッフ

を育成するというサイクルではないだろうか。

　なお、今回、調べた館の中で、個人オーナーの死去に

伴い 2013 年に閉館し、2015 年にコレクションがオーク

ションにかけられ売却された事例（シーズ・ガスステー

ション博物館111）に遭遇した。個人コレクターの趣味

的収集から始まったものとは言え、一度はまとまったコ

レクションが散逸するのは避けたいことである。博物館

の永続性を担保しうる収支構造を維持する方法と入館料

の設定を併せて考えなければならないことは当然のこと

である。

　本稿は、科学研究費基盤（C）（一般）「入館料問題を切

り口とする博物館の公共性に関する研究」（研究代表者：

瀧端真理子）の一部を用いてなされたものである。なお、

本資料の表の作成に際しては、藤田芙美氏に多大な協力

をいただいたことをここに記し、お礼申し上げる次第で

ある。
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シカゴ 1（左側ページは『地球の歩き方』記載内容）	 （右側ページは各博物館公式HPに記載の内容）

地球の
歩き方
ページ

都市／地区 博物館・美術館名 年齢区分 大人料金 子ども料金 シニア料金 学生料金 無料 他 /備考 年齢区分 大人 ユース /
子ども シニア 学生

（要 ID）
軍人

（要 ID） 無料 家族 団体 他 /備考 HP確認日
（2016年）

96 ループエリア ミレニアムパーク（ラリーガーデン）
Millennium Park（Ｌｕｒｉｅ Ｇａｒｄｅｎ） 無料 無料 無料 無料 無料 誰でも無料 2/29

104 ネイビー・ピア シカゴ子供博物館
Chicago Children's Museum $14.00 $14.00 $14.00 $14.00 1 歳未満 子ども（1-） $14.00 $14.00 $13.00 無料

members/1歳未
満/退役軍人・現役
軍人（要ID）/木曜
午後5-8時（Target 
Free Family Night）
18人以上要予約
/第1日曜は15歳
以下無料（Free 
First Sundays）
/第2土曜は障害
を持つ子と家族は
無料（Play For All）
/Kids Museum 
Passport（シカゴ
公共図書館のカー
ドで無料券を受け
取れる）/シカゴ市
内の学校と非営利
地域団体対象の
無料見学とバス代
金助成有（無料 /
割引ランチ対象者
95％以上対象）

18人以上団体
割引（13歳以上
:1人 $10・12
歳以下は無料、
要予約）/ 学校団
体は均一 $225
/シカゴ市内の
学校と非営利地
域団体対象の割
引見学［18-50
人で $150］（学
校・チャイルドケ
アセンターは無
料 o r割引ラン
チ対象者 80％
以上、非営利地
域 団 体 は 年 収
$35,000以下
の世帯が 50％
以上対象）有

教師・警察官・消防士は $5（要
ID）/イリノイ EBTカード所持者

（最低大人 1人・15歳未満の子
ども 1人を含む家族）は 6人ま
で $3（Museums For All）

3/1

104 ネイビー・ピア
ステンドグラス博物館

Smith Museum of Stained 
Glass Windows

無料 無料 無料 無料 誰でも無料 無料 無料 無料 無料 無料 誰でも無料 3/1

108 リンカーン
パーク

ペギー・ノートバート自然博物館 
The Peggy Notebaert Nature 

Museum

子ども（3-12）
シニア（60-）

　
$9.00 $6.00 $7.00 $7.00 

子ども
（3-12）

シニア（60-）
$9.00 $6.00 $7.00 $7.00

Blue Star 
Museum

対象館

members/3 歳未満
/ 木曜はイリノイ州居
住者は寄附制 /イリノ
イ州の学校（K-12）、
プレスクール、ヘッド
スタートグループの
見学 / イリノイ州の
ホームスクールの生
徒 3 人以上のグルー
プ / ボーイスカウト・
ガールスカウト団体で
のワークショップ参加

イリノイ州以外
の学校団体には
$4の student 
tickets有 /団
体料金（大人 $7

・シニアと学生$
5.5・子ども（3-
12）$4.5

【TEENS】高校生が調査・研究
へ参加、キャリアパスを学ぶ、
週 2回約 4月の参加で $325
が支給されるプログラム有 

3/1

114 サウスループ
グレスナー邸

（グラスナーハウス博物館）
Glessner House Museum

子ども
（5-12）

シニア（60-）
$15.00 $8.00 $12.00 $12.00

5歳未満/
水曜誰でも無料/

members
（グラスナーハウス
博物館・歴史保存ナ
ショナルトラスト）

料金は 15人まで先着順の約 75
分間のウォーキングツアーの料金 3/2

114 サウスループ クラーク邸
Clarke House Museum 無料 無料 無料 無料 無料 誰でも無料 水～金に1時間の無料ガイドツアー有 3/3

118 ハイドパーク
オリエンタルインスティテュート

博物館
Oriental Institute Museum

子ども（-12）
シニア（65-）

寄附
（$10.00）

寄附
（$5.00）

寄附
（$10.00）

寄附
（$10.00） 無料 無料 無料 無料 無料 誰でも無料 8人以上要予約 推奨寄附

大人 $10・12歳未満 $5 3/3

119 ハイドパーク ロビー邸
Frederick C. Robie House

ユース
（11-18）

子ども（4-10）
シニア（65-）

$15.00 

子ども
$5.00/
ユース

$10.00

$10.00 シニア（65-）
子ども（-3） $17.00 3歳以下

無料 無料 $14.00 無料 3歳以下 /シニア /
軍人

料金は事前予約制の室内ガイド
ツアー 45-60分、写真撮影は +
$5/他に事前予約制のプライ
ベート空間ガイドツアー有（約 90
分間・フランク・ロイド・ライトトラ
スト会員 $45・非会員 $55）

3/3

126 オークパーク

フランク・ロイド・ライト邸と
スタジオ

Frank Lloyd Wright Home & 
Studio

子ども（-3）
シニア（65-） $15.00 無料 $12.00 $12.00 3 歳以下 シニア（65-）

子ども（-3） $17.00 3 歳以下
無料 $14.00 3 歳以下

料金は事前予約制の室内ガイドツ
アー 60 分、写真撮影は +$5/
他に事前予約制のスタジオ内部
見学ガイドツアー有（フランク・
ロイド・ライトトラスト会員 $10・
非会員 $25 写真撮影は +$5）
/近隣歴史散策ツアー40-50分、
大人 $15・学生とシニアと軍人
$12・3 歳以下無料

3/3

134 オークパーク
アーネスト・ヘミングウェイ

博物館
Ernest Hemingway Museum

子ども（6-18）
シニア（65-） $10.00 $8.00 $8.00 5 歳以下

ヘミングウェイ
生誕の地との
共通券

シニア（65-）
ユース

（6-18/大学生）
子ども（-5）

$15.00 $13.00 $13.00 $13.00 5歳以下

（10人以上要予
約）大人 $14・
シニア・学生・ユ
ース $12・5歳
以下無料

ヘミングウェイ生誕の地 と同じ 3/3
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地球の
歩き方
ページ

都市／地区 博物館・美術館名 年齢区分 大人料金 子ども料金 シニア料金 学生料金 無料 他 /備考 年齢区分 大人 ユース /
子ども シニア 学生

（要 ID）
軍人

（要 ID） 無料 家族 団体 他 /備考 HP確認日
（2016年）

134 オークパーク ヘミングウェイ生誕の地
Hemingway's Birthplace

子ども（6-18）
シニア（66-） $10.00 $8.00 $8.00 6 歳以下

アーネスト・
ヘミングウェ
イ博物館との

共通券

シニア（65-）
ユース（6-18/

大学生）
子ども（-5）

$15.00 $13.00 $13.00 $13.00 5歳以下

（10人以上要予
約）大人$14・シ
ニア・学生・ユー
ス $12・5歳以
下無料

アーネスト・ヘミングウェイ博
物館と同じ 3/3

138 エバンストン
ブロック美術館

Mary and Leigh Block Museum 
of Art

無料 無料 無料 無料 誰でも無料

基本的に無料
だが展示によ
っては必要に
なることも

無料 無料 無料 無料 無料 誰でも無料 3/3

139 エバンストン

チャールズ・ゲイツ・ダウズ邸博物館
Charles Gates Dawes House 

Museum
（Evanston History Center）

$10.00 

$10.00
（ダウズ
邸見学 +

展示）

10歳以下/
membersは調査
室とアーカイブ利
用も含め無料

調査室とアーカイヴ利用 $5.00 3/3

161 ループエリア
現代写真美術館（MoCP） 

Museum of Contemporary 
Photography

無料 無料 無料 無料 誰でも無料
寄附歓迎 /

コロンビアカ
レッジの運営

無料 無料 無料 無料 無料 誰でも無料 3/3

161 ハイドパーク スマート美術館
Smart Museum of Art 無料 無料 無料 無料 誰でも無料 シカゴ大学の

美術部門 無料 無料 無料 無料 無料 誰でも無料 3/3

174
国際外科医学博物館

International Museum of
Surgical Science

子ども（4-13）
シニア（65-） $15.00 $7.00 $10.00 $10.00 

3 歳以下 /
火曜は誰で

も無料

シニア（65-）
子ども

（4-13）
$15.00 $7.00 $10.00 $10.00 $10.00 3歳以下/

members/火曜 3/3

304
イリノイ州／
スプリング
フィールド

リンカーンの家歴史地区
Lincoln home National 

Historic Site
無料 無料 無料 無料 誰でも無料

事前にビジタ
ーセンターで
要申込

無料 無料 無料 無料 無料 誰でも無料 15 人以上要予約 入館には無料ツアー券が必要 3/3

305
イリノイ州／
スプリング
フィールド

リンカーン大統領ライブラリー＆
博物館

Abraham Lincoln Presidential 
Library and Museum

子ども（5-15）
シニア（62-） $12.00 $6.00 $9.00 $9.00 

子ども
（5-15）

シニア（62-）
$15.00 $6.00 $12.00 $12.00 $10.00 4 歳以下/

members 図書館は無料 3/3

308
イリノイ州／
スプリング
フィールド

デーナ・トーマス邸
Dana-Thomas House 子ども（-17） 寄附の目安

$5.00
寄附の目安

$3.00 任意の寄附
推奨寄
附額

$10.00

推奨寄附
額$5.00

推奨
寄附額

$15.00
3/3

308
イリノイ州／
スプリング
フィールド

シーズ・ガスステーション博物館 
Shea's Gas Station Museum $3.00 

寄附推奨 /
2014 年 1 月
現在閉館中だ
が、近々オー
プン予定

オーナーの死去により 2013
年に閉館。コレクションは
2015 年に売却された。

3/3

320
ウィスコンシン

州／
マディソン

ウィスコンシン退役軍人博物館 
Wisconsin Veterans Museum 無料 無料 無料 無料 誰でも無料 無料 無料 無料 無料 無料 誰でも無料 3/5

320
ウィスコンシン

州／
マディソン

チャゼン美術館
Chazen Museum of Art 無料 無料 無料 無料 誰でも無料 無料 無料 無料 無料 無料 誰でも無料 ウィスコンシン大学マディソ

ン校附属美術館 3/5

324 アイオワ州／
大アースビル

ナショナルファームおもちゃ博物館
National Farm Toy Museum

子ども
（6-17）

シニア（65-）
$5.00 $3.00 $4.00 5歳以下 アメリカ自動車協会（AAA）

割引有（会員 10% 引） 3/5

324 アイオワ州／
大アースビル

ダイアー・ボッツフォード家 & 人形
博物館

Dyer-Botsford Historical 
House and Doll Museum

子ども（-10） $5.00 無料 10歳以下 3/5

シカゴ 2（左側ページは『地球の歩き方』記載内容）	 （右側ページは各博物館公式HPに記載の内容）
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都市／地区 博物館・美術館名 年齢区分 大人料金 子ども料金 シニア料金 学生料金 無料 他 /備考 年齢区分 大人 ユース /
子ども シニア 学生

（要 ID）
軍人

（要 ID） 無料 家族 団体 他 /備考 HP確認日
（2016年）

62 ボストン 旧州議事堂
Old State house

子ども
(6-18) $8.50 無料 $7.50 $7.50 18 歳以下 ユース（6-18）

シニア(62-) $10.00 無料 $8.50 無料

Bostonian 
Society 

Members/18
歳以下 / ボストン
市内公立学校 /

障害者

全ての10 人以上の団
体は要予約 / ボストン
市内公立学校には全
て無料 /「旧州議事堂
自由見学」（1-12 学年）
: 児童生徒 ・ 付添大人

（10 人 に 付 き 1 人 ）
$2、追加の大人 $5/

「ボストン虐殺 :You 
be he Judge!」（5-12
学年）児童生徒と付添
大人（10人に付き1人）
$6、追加の大人 $6/

「虐殺の目撃者」（5-12
学年）児童生徒と付添
大人（10人に付き1人）
$4、追加の大人 $6/

「旧州議事堂 : 宝物か
厄介者か？」(3-8 学年）
児童生徒と付添大人

（10人に付き1人）$4、
追加の大人 $6/ 大人
$5・シニアと大学生
$4/ 高校生以上の団
体対象「旧州議事堂自
由見学」大人 $6・シ
ニアと大学生 $5

3つのガイドツアー付料金/
他サイトとのチケットパッ
ケージ有

3/5

66 ボストン (TD ガーデン＆ ) スポーツ博物館
 (TD Garden &) Sports Museum

ユース
(10-18) $10.00 $5.00 $5.00 10 歳未満

子ども（-9)
学生(10-18)
　シニア（65-)

$12.00 無料 $6.00 $6.00 現役軍人
は無料

図書館members
参加者/10歳未満

/現役軍人

1人に付き $6、
付添無料 / ボストン
に本拠地を置く非営
利団体は割引有

3/5

69 ボストン
ボストン茶会事件船と博物館 
Boston Tea Party Ships & 

Museum
$25.00 $15.00 $22.00 $22.00 $25.00 $15.00 $22.00 $22.00 $22.00

オンライン割引有（大人$22.50
・子ども$13.50・シニア、学生、
軍人$13.50）/オールドサウス
集会場との共通券（大人$31・
子ども$16/オンライン購入大
人$26.95・子ども$14.50）

3/5

70 ボストン ボストン子供博物館
Boston Children's Museum

子ども
（1-15)

シニア
（65-)

$14.00 $14.00 $14.00 0 歳は無料 子ども
（1－15） $16.00 $16.00

Military 
Discount

：米国現役
兵とその扶
養者は 1人
まで無料

1 歳未満 /
members/Teach-
er Discount：ニュ
ーイングランド地方
の現役教員（K-8)/
Military Discount：
米国現役兵とその
扶養者は 1 人まで
無料

ホームスク
ールデー
の設定有

（ 料 金 は
内容ごと
に決定）

自由活動（Do-It- Your-
self Visits）と教育プ
ログラム利用（Program 
Visits）の2タイプあり、
自由活動は1 人 $12、
教育プログラム利用は、
1プログラム利用で 1
人 $15、2プログラム
利用で 1 人 $20.50/
年間を通じ、スポンサー
付き団体利用制度有

（自由活動または１教
育プログラム利用に適
用可能）館のミッショ
ンと 0-10 歳の子ども
を支援する非営利団体
が対象

Target Fridays: $1（金曜午
後5-9 時）/ 図書館優待券（マ
サチューセッツ州、ニューハン
プシャー州、ロードアイランド
州の参加図書館で優待券を受
け取ると、4 人まで半額 / マ
サチューセッツ州発行EBTカー
ド +ID 持参者は 1 回に付 1 枚
のカードで 4 人まで $2.00 で
入館できる（Highland Street 
Foundationの支援）/WGBH 
discount : ボストンの公共放
送 WGBH の Membersカード
＋ID で最大 4 人まで $1 割引
/Red Sox Kid Nation 会員は
$2 割引 /Go Boston カード
所持者は無料

3/5

70 ボストン
ボストン現代美術館（ICA ボストン） 
The Institute of Contemporary 

Art Museum (ICA Boston)
$15.00 $13.00 $10.00

木曜 17-21
時無料 /12
月を除く毎月
最終土曜は
家族連れ（大
人2人+子ど
も2人）無料

ユース（-17) $15.00 無料 $13.00 $10.00

members/17歳未
満 /ICA Free 
Thursday Nights:
木曜午後 5-9 時 /
Play Dates:12 月
を除く毎月最終土
曜、12歳以下の子
を連れた大人2人ま
で（Vivien and 
Alan Hassenfeld 
and the Hassen-
feld Family Foun-
dation と、Holly 
and David Bruce
の支援による）/K-
12 対 象ガイドツ
アー : ボストン公立
学校（BPS）かつ
Title Ⅰ

K-12 対 象 ガ イド ツ
アー :BPS かつ Title
Ⅰは無料・それ以外は
10 人 に 付 き $30/
K-12対象ガイドツアー
+ アート・ラボ・レッス
ン:BPS かつ TitleⅠは
10 人に付き $10、そ
れ以外は 10 人に付き
$80/9-12 対象団体
自由見学 : 生徒と10
人に付き 1 人の付添は
無料、 その他の大人は
$13/ 大学生・シニア・
大人の団体自由見学
は、membersは無料、
members 以外は、1
人に付き大 人 $13・
シニア $11・大学生
$8/団体ガイドツアー：
members は大学生
無 料・大 人とシニア
$3、members 以外
は大人 $14・シニア
$12・大学生 $8

First Fridays( 第一金曜午
後5-10 時、チ ケ ッ ト 所 持
者のみ入館可、21 歳以上、
members は 無 料、mem-
bers 以外は$15）

3/6
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都市／地区 博物館・美術館名 年齢区分 大人料金 子ども料金 シニア料金 学生料金 無料 他 /備考 年齢区分 大人 ユース /
子ども シニア 学生

（要 ID）
軍人

（要 ID） 無料 家族 団体 他 /備考 HP確認日
（2016年）

75 ボストン
USS コンスティテューション号

博物館
USS Constitution Museum

$5.00
（寄附制）

$2.00
（寄附制） 寄附制

提案寄
附額

（$5-10）

提案寄
附額

（$3-5）

マサチューセッツ州
とニューイングラン

ド地方の図書館向け
”Library Pass 

Program”1枚のパ
スで1日9人まで入
館無料、ライブラリア
ン（図書館）はパスを
4枚まで申請でき、1
年間有効、更新可

提案寄附
額（$20-

25）

団体自由見学 :10-50
人 60分以内 $50/
Hands-On History 
Program:10-50人
60分 $100/Coura-
geous Little Sailors

（preK-2）10-30人
60分・子ども1人に付き
$4・教師または付添は
4人まで 1人 $4（それ
以外の大人は1人$6）
/他各種、子ども向け
プログラム料金設定有

3/6

80 ボストン
アフリカン・アメリカン歴史博物館
Museum of African American 

History

子ども
(13-17) $5.00 $3.00 $3.00

ユース
（13-17)
シニア（63-）

$5.00 $3.00 12 歳以下 /
members 3/6

82 ボストン 科学博物館
Museum of Science

シニア
(60-)
子ども
(3-11）

$23.00 $20.00 $21.00

プラネタリウム、
オムニシアター

追加料金
大人 $5・

シニア$4.50・
子ども$4

大人(12-)
　子ども
(3-11)

シニア(60-)

$23.00 $20.00 $21.00

members/Com-
munity Access 
Program (CAP)
[学校以外の非営利
組織対象奨学金]展
示室、オムニシアタ
ー、プラネタリウム
への無料または割
引 有 、1グ ル ープ
50人まで（適格性
の判断は以下の基
準に拠る①課税控
除番号を持つ非営
利組織②過小代表
の若者または大人
に働きかけているこ
と（ex.ESOLを含ん
でいる、または信念
に基づいたプログ
ラムやシェルター）
③入館料が科学博
物館訪問の障害に
なっている④週末、
祝日、夏休みの訪問
を希望

[15人以上団体料金]
展示ホールのみ :大人
$19.25　・シニア
$17.25　・子ども
$16.25/オムニのみ :
大人 $9・子ども $7・
シニア $8/プラネタリ
ウムのみ :大人 $9・子
ども $7・シニア $8/
展示＋ 4D シアター :
大人 $25.25・子ど
も $21.25・シニア
$22.75/展示＋オム
ニ :大人 $25.25・子
ども $21.25・シニア
$22.75/展示＋プラネ
タリウム大人 $25.25・
子ども $21.25・シニ
ア $22.75/オムニ＋
プラネタリウム :大人
$15・子ども $12・シ
ニア $13.50/展示＋
オムニ＋プラネタリウ
ム :大人 $31.25・子
ども $26.25・シニア
$28.25

オムニシアター : 大人 $10・
子 ど も $8・ シ ニ ア $9・
members$5/ プラネタリウ
ム : 大 人 $10・子 ども $8・
シ ニ ア $9・members$5/
正規料金チケットへの追加料
金（オムニシアター・プラネ
タリウム・バタフライガーデ
ン・4-D シアター）大人 $6・
子ども $5・シニア $5.50・
members$5/Boston Cit-
yPASS 対象館 /Boston Go 
Card 対象館 / 特別ツアー有
/【Library Pass Program】
地元の図書館から Museum 
of Science library pass を
借りて来ると、1 日 4 人まで 1
人$10で入館可（展示室のみ）、
Library Pass Program は
362 日有効で $700、図書
館が直接、買うことも出来るし、
個人や組織が図書館利用者に
プレゼントすることも出来る。

3/6

106 ボストン
ジョン・F・ケネディの生家

John Fitzgerald Kennedy Na-
tional Historic Site

無料 無料 無料 無料 誰でも無料 無料 無料 無料 無料 無料 誰でも無料 3/6

115 ボストン ロングフェロー邸
Longfellow House

大人
(16-) $3.00 無料 館内以外は

無料 無料 無料 無料 無料 無料 誰でも無料 邸宅内は、無料だがガイド
ツアーでのみ見学可。 3/6

118 ボストン MIT 博物館
MIT Museum

子ども
(5-18) $10.00 $5.00 $5.00 $5.00 ユース

(-18) $10.00 $5.00 $5.00

【Blue Star 
Museum】
現役兵とそ
の家族（5
人まで）は

無料

5歳未満 /MIT同窓
生とゲスト/9-6月
の毎月最終日曜/
MITの全教職員・ス
タッフ、学生、同
窓生カード所持者 /

【Blue Star Mu-
seum】現役兵とそ
の家族（5人まで）/

【Museums on 
us】毎月最初の週
末、バンク・オブ・ア
メリカまたはメリル
リンチのクレジット
カードまたはデビッ
トカ ード 所 持 者/
AAM会員カード所
持者/ケンブリッジ
公共図書館カード
所持者は7-8月 /マ
サチューセッツ教員
協会のカード所持
者/ニューイングラ
ンド地方博物館協会

（NEMA)のカード
所持者

8 人以上で割引有 /［自
由団体見学］K-12と
大学生（要ID）は1人
$5（8人に1人の付添
は無料、その他大人は
$10）・大人 1人 $10・
シニア1人$10/[ワー
クショップ ]K-12と大
学生（要 ID）は 25人
まで$300（8人に1人
の付添は無料、その他
大人は $10）予約料
$25、入館料含む・大
人 25 人まで $400、
予 約 料 $25、 入 館
料含む /[ ガイド付き
ツ アー]K-12と大学生

（要ID）は25人+大人
3 人まで$200（8 人
に 1 人の付添は無料、
予約料 $25、入館料
含む）・大人 25 人まで
$350、予約料 $25、
入館料含む・シニア
25人まで $200、予約
料 $25、入館料含む

WGBH 教育基金により1 人
分の大人入館料で 2 人、入
館可 /WBUR・WUMB（い
ずれも FM ラジオ局）の各会
員カード所持で１人分の大人
料金で 2 人入館可

3/7

120 ボストン
ジョン＆クィンシー・アダムズの生家
Birthplace of John & Quincy 

Adams

子ども
(-16) $5.00 無料

邸宅内はガイドツ
アーに参加しないと
見学不可

ユース（-16） $5.00 無料 16 歳以下 3/7
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都市／地区 博物館・美術館名 年齢区分 大人料金 子ども料金 シニア料金 学生料金 無料 他／備考 年齢区分 大人 ユース／
子ども シニア 学生

（要 ID）
軍人

（要 ID） 無料 家族 団体 他／備考 HP確認日
（2016年）

180

マサチュー
セッツ／
モホーク
トレイル

シェルバーンフォールズ・トロリー
博物館

Shelburne Falls Trolley Museum

トロリー乗車
大人 $4.00・
子ども $2.00

子ども
(6-12)

（トロリー
ショップ、
ビジター
センター、
敷地内は）

無料

（トロリー
ショップ、
ビジター
センター、
敷地内

は）無料

（トロリー
ショップ、
ビジター
センター、
敷地内は）

無料

（トロリーショップ、
ビジターセンター、
敷地内は）誰でも
無料／ 5歳以下は
トロリー乗車も無
料

誕 生 会 3 時 間 $75
／（Mohawk schools, 
Academy at Charlem-
ont, Franklin Tech）
1 クラス $25 ／それ
以
外の学校1クラス$35
／その他のツアー1人
$4（最低額 $60）／
季節外追加料金 11 ～
4 月末まで $25

All-Day passes（15 分間の
トロリーカー乗車、花の橋等
を含む）:大人 $4・子ども $2
／ 5 歳以下無料 

3 ／ 7

181
マサチュー

セッツ／モホ
ークトレイル

キャンドル博物館
The Candlemaking Museum at 

Yankee Candle Village

ヤンキーキャンドル・サウスディ
アフィールド・フラッグシップス
トア内のディスプレイ

3/7

184
マサチュー
セッツ／

レキシントン

バックマンタバーン
Buckman Tavern

子ども
(6-16) $7.00 $5.00 5 歳以下

バックマンタバーン
+ハンコック・クラー
ク邸+マンロータバ
ーンの3館共通券
（1 年間有効）
大人 $12.00・
子ども $8.00

子ども (6-16) $8.00 $5.00 members/
6 歳未満

3 館共通券
大人 $15・子ども $8 3/7

184
マサチュー
セッツ／

レキシントン

ハンコック・クラーク邸
Hancock Clarke House

子ども
(6-16) $7.00 $5.00 5 歳以下

バックマンタバーン
+ハンコック・クラー
ク邸+マンロータバ
ーンの3館共通券
（1 年間有効）
大人 $12.00・
子ども $8.00

子ども (6-16) $8.00 $5.00 members/
6 歳未満

3 館共通券
大人 $15・子ども $8 3/7

185
マサチュー
セッツ／

レキシントン

マンロータバーン
Munroe Tavern

子ども
(6-16) $7.00 $5.00 5 歳以下

バックマンタバーン
+ハンコック・クラー
ク邸+マンロータバ
ーンの3館共通券
（1 年間有効）
大人 $12.00・
子ども $8.00

子ども (6-16) $8.00 $5.00 members/
6 歳未満

3 館共通券
大人 $15・子ども $8 3/7

188 マサチューセッ
ツ／コンコード

旧牧師館
The Old Manse

子ども
(6-12) $8.00 $5.00 $7.00 $7.00 子ども (6-12) $10.00 $5.00 $9.00 $9.00 敷地内無料 /

members

（大人2人
+子ども
3人まで）
$25.00

10 人以上 1 人 $6
（要予約） 3/7

189 マサチューセッ
ツ／コンコード

コンコード美術協会
Concord Art Association 無料 無料 無料 無料 誰でも無料 無料 無料 無料 無料 無料 誰でも無料 3/7

189 マサチューセッ
ツ／コンコード

オーチャードハウス
Orchard House

子ども
(6-17) $10.00 $5.00 $8.00 $8.00 家族（大人 2人 +子

ども 4人）$25

ユース(6-17)
　シニア (62-)
学生（大学生）

$10.00 $5.00 $8.00 $8.00 6 歳未満 /
members

（大人2人
+子ども
3人まで）
$25.00

10 人以上（要予約）
保証金 $50・団体割
引有

オンラインクーポン印刷持参
で 50 セント割引 3/7

191 マサチューセッ
ツ／コンコード

エマソンの家
Ralph Waldo Emerson

Memorial House

子ども
(7-17) $8.00 $6.00 $6.00

4 月中旬～ 11 月のみ開館 /
公式 HP 見当たらず

（2016 年 3 月現在）
3/7

191
マサチュー
セッツ／

コンコード

コンコード博物館
Concord Museum

子ども
(6-17) 
シニア

（62-)

$10.00 $5.00 $8.00 $8.00
子ども (5-17)
　シニア (62-)
　学生（18-）

$10.00 $5.00 $8.00 $8.00 現役軍人
無料

members/5 歳未
満 / 団体利用の際
の添乗員（ガイド）

と運転手

（団体割引有）自由見
学 : 大人・シニア・学生
1人 $8・ユース $5/ガ
イド付き見学 : 大人・シ
ニア・学生 1 人 $10・
ユース $7（Family 
Treesの期間は $15、
子ども（4-18）は $6）
/6-17歳の団体につい
ては、10人に1人の付
添は無料、それ以外の
同行の大人は $7

3/7

191
マサチュー
セッツ／

コンコード

ウエイサイド邸
The Wayside　House

子ども
(-16) $5.00 無料 16 歳以下 子ども（-16） $5.00 無料 $5.00 $5.00

公式 HP 見当たらず /
Concord Chamber of Com-
merce のサイトに料金記載有
/ガイドツアーのみ利用可、ツ
アーは 10 人まで 40 分 : 大
人 $5・16 歳以下無料 / ガ
イドツアーは 5/27-10/29

（2006 年情報）

3/7

196
マサチュー
セッツ／
セーラム

ピーボディ・エセックス博物館
Peabody Essex Museum

子ども
(-16) $15.00 無料 $13.00 $11.00 16 歳以下 Yin Yu Tangは

$5の追加 ユース(-16) $18.00 無料 $15.00 $10.00

16 歳以下 / セー
ラム居住者無料 /

members
（特別展も含め

全ての場所）

団体自由見学:大人・シ
ニア1人$14・学生・子
ども$6.50/ガイドツ
アー大人1人 $18・学
生$6.50（見学場所の
追加 $2、特別展は追
加料金が有る場合も）

午後5時以降$10.00/セー
ラム通勤者は火から金まで10
-17 時無料（要証明書）

3/7

197 マサチューセッ
ツ／セーラム

セーラム魔女博物館
Salem Witch Museum

子ども
(6-14) $9.50 $6.50 $8.00 子ども(6-14) $11.00 $8.00 $9.50 3 ／ 7

ボストン 3（左側ページは『地球の歩き方』記載内容）	 （右側ページは各博物館公式HPに記載の内容）
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都市／地区 博物館・美術館名 年齢区分 大人料金 子ども料金 シニア料金 学生料金 無料 他 /備考 年齢区分 大人 ユース /
子ども シニア 学生

（要 ID）
軍人

（要 ID） 無料 家族 団体 他 /備考 HP確認日
（2016年）

197
マサチュー
セッツ／
セーラム

魔女の地下牢博物館
Witch Dungeon Museum

子ども
(4-13) $8.00 $6.00 $7.00

子ども
（4-13）

シニア（65-）
$9.00 $7.00 $8.00 団体料金適用可

Go Bostonカード対象館 /
【3館共通券】「魔女の地下
牢博物館」「New England 
Pirate Museum」「Witch 
History Museum」共通券
は $8値引き

3/7

197
マサチュー
セッツ／
セーラム

魔女の家
Witch House

子ども
(6-14) $10.25 $4.25 $8.25 5 歳以下 冬季は予約制 子ども(6-14) $8.25 $4.25 $6.25 6 歳未満

3/15-10/1まで（冬期は要電
話連絡）/ガイドツアー :大人
$10.25・シニア $8.25・子
ども（7-14）$6.25

3/7

205
マサチュー
セッツ／
プリマス

プリマスプランテーション
Plimoth Plantation

子ども
(6-12) $25.95 $15.00

メイフラワー2
世号との共通券
:大人$29.95・子ど
も $19/
3月下旬 -11月下旬
開館

子ども(5-12) $25.95 $15.00 $23.95 4 歳以下 /
members

Heritage Pass:（プリマスプ
ランテーション +メイフラワー
2世号 +Plimoth Grist Mill）
大人 $36・子ども（5-12）
$22・シニア $32.25・学生
$29.95

3/7

210
マサチュー
セッツ／

ケープコッド

ジョン・F・ケネディ博物館
John F.  Kennedy  Museum　
（John F. Kennedy Hyannis 

Museum）

子ども
(10-17) $8.00 $3.00

子ども
（8-17）

シニア（62-）
$10.00 $5.00 $7.00 $5.00 8 歳未満 /

members 3/7

212
マサチュー
セッツ／

サンドイッチ

サンドイッチ・ガラス博物館
Sandwich Glass Museum

子ども
(6-14) $6.00 $1.25 5 歳以下 子ども(6-14) $9.00 $2.00 6 歳以下 /

members 団体料金適用可 1 月は休館 3/7

212
マサチュー
セッツ／

サンドイッチ

ヘリテージ・ミュージアムズ＆
ガーデンズ

 Heritage Museums &
Gardens

子ども
(4-12） $15.00 $7.00 ユース

（3-12) $18.00 $8.00

 Blue Star
Museums 
program

加盟館 / 現
役軍人とそ
の家族 5人
まで無料

2歳以下/members
/ 現役軍人とその家
族 5 人 まで /gold 

“NARM” ステッカー
提示で無料（特別イ
ベントは除く）/NEMA

（New England Mu-
seum Association）
カード所持者（特別
イベントは除く）/
AAMカード所持者 /
MTA (Massachu-
setts Teacher As-
sociation) 会員カー
ド所持のマサチュー
セッツ州公立学校教
員（団体見学時と特
別イベントは除く）/
RAP （Reciprocal 
program offered 
through the Amer-
ican Horticultural 
Society:アメリカ園
芸協会互恵的プログ
ラム）:AHS 会員カー
ド所持者（団体見学
時と特別イベントは
除 く ）/Sandwich 
Pub l i c Schoo l 
Groups（サンドイッ
チ公立学校）が団体
予約した場合/Sand-
wich Private Schoo
Groupsとデイケア
施設には、年度に 1
枚、下見用無料券を
提供、下見後、団体料
金を適用

大人 :1 人 $15/ユー
スと学校団体プログ
ラム : 自由見学 1 人
$7/ガイドツアー1人
$10/（PreK-5）ワー
クショップ1人$12/（6
-8）ワークショップ1人
$12

AAA 会員は 2 人まで $1 引
/NARM(North American 
Reciprocal Museum As-
sociation: 北米博物館相互利
用協会 ) 加盟館 /Heritage’s
Library Pass Program（加
盟図書館が発行したパスで大
人2人子ども4人までが半額）

3/7

216
マサチュー

セッツ／プロ
ビンスタウン

ピルグリムモニュメント＆
プロビンスタウン博物館
Pilgrim Monument &

Provincetown Museum

子ども
(4-14)
シニア
(62-)

$12.00 $4.00 $9.00 $9.00
子ども
(4-12)

シニア (65-）
$12.00 $4.00 $10.00 3 歳以下 /

members 3/7

217
マサチュー

セッツ／プロ
ビンスタウン

海賊博物館
The Whydah Museum

子ども
(6-12) $10.00 $8.00 ユース

（6-12) $10.00 $8.00 6 歳未満 3/8

224
マサチュー
セッツ／

ナンタケット島

捕鯨博物館
Whaling Museum

子ども
(6-17) $20.00 $5.00

捕鯨博物館と5 つ
の歴史的建物への
共通入場券の価格

ユース
(6-17)

シニア (65-)

（All 
Access 
Pass）

$20.00

（All 
Access 
Pass）
$5.00

（All 
Access 
Pass）

$18.00

（All 
Access 
Pass）

$18.00

6 歳未満 / ナン
タケット歴史協
会の members

（協会のリサーチ
ライブラリー利

用も無料）

ナンタケット島歴史
的建物群と共通 (20
人以上）大人 $15・
シニア $15・学生
$15・ユース $5・
6 歳未満無料

捕鯨博物館と歴史的建物群共
通 /ウォーキングツアー（大人
$10・シニア $8・学生 $8・ユー
ス $4・6 歳未満無料 /20 人
以上の団体は大人・シニア・学
生 $8・ユース $3・6 歳未満
無料）/リサーチライブラリー
利用料金 :members は無料・
members 以外は 1 日 $5）

3/8
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軍人

（要 ID） 無料 家族 団体 他 /備考 HP確認日
（2016年）

224
マサチュー
セッツ／

ナンタケット島

ナンタケット島歴史的建物群
Nantucket Island
Historical Sites

子ども
(6-17) $6.00 $3.00 各建物につき

ユース
(6-17) $6.00 $3.00 6 歳未満 /

members

捕 鯨 博 物 館と共 通
(20人以上）大人$15

・シ ニ ア$15・学 生
$15・ユ ー ス$5・6
歳未満無料

捕鯨博物館と共通の
All Access Pass 有 3/8

225
マサチュー
セッツ／

ナンタケット島

ハドウェンハウス Hadwen 
House

子ども
(6-17) $10.00 $4.00

ヒストリックハウス・
ウォーキング・ツアー

のみで見学可能
（大人1人$10.00・

子ども$4.00）

ユース
(6-17)

シニア (65-)
$6.00 $3.00 6 歳未満

ダウンタウン・ウォー
キングツアーで見学

（団体料金）大人1 人
$8・シニア・学生$6・
ユース$3・6 歳未満
無料

ダウンタウン・ウォーキングツ
アーで見学（大人 $10・シ
ニア・学生 $8・ユース $4・
6 歳未満無料）/

3/8

230
マサチュー
セッツ／

ヴィ二ヤード

コテージミュージアム & ショップ
　Cottage Museum & Shop

子ども
(3-12） $2.00 50¢ 子ども

(3-12） $2.00 50¢ 3 歳未満
 Martha’s Vineyard Camp 
Meeting Association 
(MVCMA) による運営

3/8

232
マサチュー
セッツ／

ヴィ二ヤード

マーサス・ヴィニヤード博物館 
Martha's Vineyard Museum

子ども
(6-15)

$6.00
 （夏季

$7.00）
$4.00 子ども

(6-12)

夏
$10.00/

秋 - 春
$8.00

$5.00

夏
$9.00/
秋 - 春
$7.00

Blue Star 
Museums
加盟館（現
役軍人・退
役軍人・家
族はメモリ
アルデーか
らレイバー
デーまでツ
アー無料）

members/6歳未
満/現役軍人・退役軍
人・家族はメモリアル
デーからレイバーデ
ーまで無料/AASLH
(American Associ-
ation of State and 
Local History) 会員
/AAM 会員 /NEMA

（New Eng land 
Museum Associa-
tion）会 員 /North 
American Recip-
rocal Museum 
(NARM) Association
会員 /Big Brothers 
Big Sisters 会員

（10 人以上）大人$7
・シニア$6・子ども$4

（Historic Edgartown Pass）
$20/（Lighthouse Combo 
Pass）$12/MTA（マサチュー
セッツ州教員協会）会員証で
ツアー半額/WUMB 91.9 
FM （Boston Folk Music 
Public Radio）の会員カード
で Lighthouse Combo Pass
は$1引/Island Club会員は入
館料10％引、また1枚買うと
2枚目は無料

3/8

236

マサチュー
セッツ／

ニューベッド
フォード

ニューベッドフォード捕鯨博物館 
New Bedford Whaling Museum

子ども
(7-14) $14.00 $6.00 $12.00 $9.00 シニア (65-)

学生 (19-) $16.00 $6.00 $14.00 $9.00

 AHA! Nights（第
2木曜の cultural
nights）/members
/3 歳以下

追加＄5 で、Rotch-Jones-
Duff (RJD) House and 
Garden Museum に入館可

3/8

237

マサチュー
セッツ／

ニューベッド
フォード

ホイットフィールド・万次郎
友好記念館

Whitfield-Manjiro Friendship 
House Museum and

 Cultural Center

子ども
（-6） $5.00 無料 $3.00 $2.00 6 歳以下

6月 1日～ 9月第 1
月曜までの土日 /
それ以外は要予約

シニア（65-）
子ども（-6）

博物館
開館時
$8.00
（予約
$10）

/ 万次郎
トレイル

$25

無料

博物館
開館時
$7.00

（予約$8）
/ 万次郎
トレイル

$16

博物館
開館時
$4.00

（予約$5）
/ 万次郎
トレイル

$15

制服を着
た軍人

制服を着た軍人
/6 歳未満

万次郎ト
レイルは
たとえ

1 人でも
$25

冬季は予約のみ 3/8

240
マサチュー
セッツ／

スターブリッジ

オールド・スターブリッジ・
ビレッジ

Old Sturbridge Village

子ども
(3-17)
シニア
(65-)

$24.00 $8.00 $22.00 3 歳未満
シニア (55-)

ユース
(3-17)

$28.00 $14.00 $26.00

Blue Star 
Museums
加盟 : 現役
・退役軍人
とその家族

（6人まで）は
無料、他の
同一グルー
プは 25%

引

2歳以下 /mem-
bers（夜間は不可）
/ 正規料金チケッ
ト購入の場合、10
日以内の 2 度目
の訪問（ヴァリデー
ションは 1 回目に
する必要がある）
/現役・退役軍人
とその家族（6人
まで）

【 ホ ー ム
スクール
対象】子
ども 1 人
$10（親
は 5-17
歳の子ど
も 2 人に
対して 1
人 $10）
活動には
各種料金
設定有

【大人団体】1人$22（15
人以上）/30人を超える
団体のリーダーと運転手
には無料入館とランチが
提供可【学校団体自由
見 学 は生徒 1人 $10/
ハンズオン活動 : 入館料
1人$10+生徒10人で
$50/ 市民プログラム

（Civic Program) 町民
会議（第 5 学年以上）:1
人$10 入館料+$100

（125人まで）/村のパ
フォーマンス:1人 $10
入館料 +$100（125
人まで）/19世紀の料理

（第5学年以上）入館料込
みで1人$75（最低$750）
/歴史に浸る:（6-17歳）2
日間（1 人 $150 以上、
団体最低 $1,500）・5
日間（1 人 $250 以上、
団体最低 $2,500）/ ガ
イドツアー :1グループ
$150（15 人まで）

正規料金のチケット購入で、
10 日以内の 2 度目の訪問
は無料に。2 度目の訪問に
同行したゲストは 25% 引 /
冬季は年末年始を除き週末
夜間を中心に開館 /Enews-
letter 登録者は時々クーポン
が貰える /Facebook の友
達は臨時クーポンが貰える /
WOO カード（Woo Pass）
所持者は昼間の入館料 25%
引、 College WOO Card 所
持者は昼間の入館料半額 /
WGBH（ボストンの公共放
送局）会員は大人の昼間の
入館料が $3 引 /Hanover 
Theater の予約会員（sub-
scriber) は、大人昼間の入
館料の 25％引、若者の予
約会員は半額

3/8

244
マサチュー
セッツ／

ノーザンプトン

スミスカレッジ・ボタニック・
ガーデン

The Botanic Garden of
Smith College

寄附制 寄附歓迎 3/9

244
マサチュー
セッツ／

ノーザンプトン

エリック・カール絵本美術館
The Eric Carle Museum of 

Picture Book Art

子ども
(-18) $9.00 $6.00

家族
（大人2人+
子ども2人）

$22.5

ユース
(1-18) $9.00 $6.00 $6.00 $6.00

大人 2人
+ ユース

2 人
$22.50

教員 $6.00 3/9
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249

マサチュー
セッツ／
ストック
ブリッジ

ノーマン・ロックウェル美術館 
Norman Rockwell Museum

子ども
(-18) $16.00 無料（大人

同伴の場合） $14.50 $10.00

子ども /
ティーンズ

(6-18)
シニア (65-)
学生 ( 大学生）

$18.00

5 歳以下
は無料
/6-18
歳は

$6.00

$17.00 $10.00

Blue Star 
Museum 
Program
加 盟 館/現
役軍人は年
中 無 料/現
役軍人の家
族はレイバ
ーデーから
メモリアル
デーまで無
料 / 退役軍
人$16.00

5 歳以下 /
members/

Blue Star Mu-
seum Program
加盟館/現役軍人
は年中無料/現役
軍人の家族はレイ
バーデーからメモ
リア ルデ ーまで
無料

【一般団体】（15人以上
で団体割引 +グループ
リーダーと運転手は無
料）1人に付き大人$16

・大学生 $10・キャンプ
団体 $4/Highlights 
of the Collection Tour
: 最初のグループ25人
まで$100・2つ目のグ
ループは+$75（入館
料に加算）/Site Walk
 & Talk Tour: 最初のグ
ループ 45人まで $75

・25 人までの付加グル
ー プ は $25【学 校 団
体】The Rockwell Ex-
perience（インタラク
ティブ・ツアー）（K-12）
生徒1 人$12・教員と
付添は無料・最大 90
人まで/Media & Meth-
ods: Extended Hands-
On Experiences（K-12）

（3-12）生徒1人$6.50
・教員と付添は無料・最大
30人まで /Advanced 
Art Tours（高校- 大学）
学生1人に付き $6.50・
教員と付添は無料・最大
25 人まで /In-School 
Presentations（K-12） 
$125+ 旅費（プレゼン
2 つで $200）・人数は
調整可能

Highlights of the Collec-
tion Tour:1 時間のインタラ
クティブ・ディスカッション・
入館料に上乗せ・25 人まで
の最初のグループ $100・
追加のグループ $75/Site 
Walk & Talk Tour: 約 45
分間・入館料の上乗せ・45
人までのグループ $100・追
加の 25 人まで $75/Cura-
tor Led Tours・約 45 分間・
入館料に上乗せ・10人以下の
グループ$200・10人を超え
るグループは1人に付き$20

3/9

250

マサチュー
セッツ／
ストック
ブリッジ

バークシャー・ボタニカルガーデン
Berkshire Botanical Garden

子ども
(-11) $15.00 無料 $12.00 $12.00 12 歳未満 子ども (-11) $15.00 無料 $14.00 $12.00 12 歳未満 /

members

【10人以上割引有（要予
約・保証金$50）】団体自
由見学:1人$11/ガイド
ツアー:1人$12/教育プ
ログラム:1グループに付
き$150（見本代含む）

Twofer Tuesday
（2016 年は毎火曜は半額） 3/9

250

マサチュー
セッツ／
ストック
ブリッジ

チェスターウッド
 Chesterwood

学生
(13-17) $15.00 $8.00 子ども

(13-17) $18.00 $9.00 $17.00 Friends/
13 歳未満 敷地内のみ $10

NTHP members は $9/
【American Icons dis-
count ticket program】

（チェスターウッド・ノー
マン + ロックウェル美術館
+ ハンコック・シェーカー・
ビレッジ + ザ・マイント

の 4 館共通券）最初に入館
した館で正規のチケットを
購入すると、他の 3 館は各

$3 引で入館可

3/9

252
マサチュー
セッツ／

レノックス

マウント
The Mount

子ども
(-18) $18.00 無料 $17.00 $13.00 18 歳以下 子ども (-18)

シニア (65-) $18.00 無料 $17.00 $13.00 18 歳以下 /
members

【10人以上で団体料金】
ガイドツアー（邸宅ま
た は 庭 ）参 加 者1 人
当たり大人 $16・学
生 $13/（邸宅と庭）
大人$25・学生$20/ 

【学校団体】生徒1人$5

チェケットは 7日間有効 /
【American Icons Discount】
他の3館が$3引/【The Mount
/Ventfort Hall Combination 
Ticket】マウントとVenfort Hall
Museum of the Gilded Ageと
の共通券$33【The Mount/
Clark Combination Ticket】マ
ウントとClark Art Instituteと
の共通券 1人 $33

3/9
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都市／地区 博物館・美術館名 年齢区分 大人料金 子ども料金 シニア料金 学生料金 無料 他 /備考 年齢区分 大人 ユース /
子ども シニア 学生

（要 ID）
軍人

（要 ID） 無料 家族 団体 他 /備考 HP確認日
（2016年）

253
マサチュー

セッツ／ピッ
ツフィールド

バークシャーミュージアム
The Berkshire Museum

子ども
(3-18) $13.00 $6.00 2 歳以下 子ども

(4-17) $13.00 $6.00
Blue Star 
Museums

加盟館

3 歳 以 下 /mem-
bers/EBT カード
所 持 者 は 大 人 2
人子ども 2 人無料

（ TD Charitable 
Foundation[TD 
Bankの財団]の支
援による）/Library 
Pass Program（リ
ストに上がっている
図書館からパスを
借りると、大人2人
18歳未満の子ども
2 人 が 無料に <3
歳以下は常時無料
>ライブラリアンに
よるパスの購入は
1パス$100）

大人の自由見学団体
（10人以上）1人$10
（25 人までのグルー
プ の ツ ア ー ガ イド
$50）

AAA 会員証で大人 $2 引
/【The Pittsfield Muse 
& Read Museum/Library 
Initiative】バンクシャー・
ミュージアムと Berkshire 
Athenaeum（Pittsfield's 
Public Library）との連携事
業（図書館貸出票の期限内
なら博物館入館料 25% 引）
/【One,Two,Three Dis-
count　Program】ハンコッ
ク・シェーカー・ビレッジ +
アローヘッド + バークシャー
ミュージアムの 3 館割引（大
人の正規チケット購入で他の
2館は$3引、メモリアルデー
の週末～コロンブスデーの週
末まで）

3/9

254
マサチュー

セッツ／ピッ
ツフィールド

アローヘッド
Arrowhead

子ども
(6-18) $13.00 $8.00 $12.00 $5.00

Berkshire County 
Historical Soci-
ety の会員

ガイドツアー : 大人 $15・シ
ニア＄13・学生 $10・子ど
も $8（オンライン購入で大
人は $13）

3/9

254
マサチュー

セッツ／ピッ
ツフィールド

ハンコック・シェーカー・
ビレッジ 

Hancock Shaker Village

ユース
(13-17) $18.00 $8.00 12 歳以下 ユース

(13-17) $20.00 $8.00 $18.00 家族連れの12 歳
以下 /members

自 由 見 学 団 体 :1 人
$15/ 団 体 ガ イドツ
アー:1人$20/特別団
体訪問（Shaker Sup-
per & Song）1人$75

（最低15人、運転手・付
添・リーダーのいずれ
か1人$45）/歴史的シ
ェーカーガーデンツア
ー:1人$25、（15～
30人まで）

結婚式パッケージ有 /
community-supported ag-
riculture program (CSA) 有

3/10

256

マサチュー
セッツ／

ウィリアムズ
タウン

ウィリアムズカレッジ美術館
Williams College
Museum of Art

無料 無料 無料 無料 誰でも無料 無料 無料 無料 無料 無料 誰でも無料

“3 Museum Combo Ticket”
（スターリング・&・フランシー
ヌ・クラーク美術館・マサチュ
ーセッツ現代美術館の入館料
とウィリアムズカレッジ美術館
のショップ 20% 引）

3/10

256

マサチュー
セッツ／

ウィリアムズ
タウン

スターリング・&・フランシーヌ・
クラーク美術館

Sterling and Francine Clark 
Art Institute

子ども
(-18)

（6-9 月）
$15.00

（10-5 月）
無料

無料 10-5 月は
誰でも無料

2013 年の夏情報。
改修工事中のため
閉鎖中。 収蔵品の
いくつかは敷地内の
Stone Hill Center
に展示中。

子ども（-18） $20.00 無料 無料

2015年10月4
日-2016年5月1
日の間の第1日曜
/members/18歳
未満/学生（要ID)

団体割引（平日20人
以上）大人$16 3/10

257
マサチュー
セッツ／

ノースアダムス

マサチューセッツ現代美術館
（マス・モカ） 

Massachusetts Museum of 
Contemporary Art

 (Mass MoCA)

子ども
(6-16) $15.00 $5.00 子ども

(6-16) $18.00 $8.00 $16.00 $12.00 退役軍人
$16.00

5 歳以下 /mem-
bers/Kidspace
は常時無料 / マサ
チューセッツ・カレッ
ジ・オブ・リベラル・
ア ー ツ（MCLA）
とウィリアムズカ
レッジ の 学 生 は
MASS MoCA の
members であり、
無料（要 ID）

（団体料金）大人 $16・
シ ニ ア と 退 役 軍 人
$14/学生 $10/ガイ
ドツアー料金 $60/
Pre-K-12: $4（ガイド
ツアー料金 $30・2時
間ツアー料金は生徒
1人につき $4/30分
間の制作は1人につき
$4）教員ないし付添は
生徒10人付き1人無料、
追加の大人は1人 $16

（ガイド 1人に対し 25
人まで）/K-12の学校団
体向け、Massachu-
setts Cultural Council
による交通費補助制度
Big Yellow School Bus
の紹介有

ノーマンロックウェルとの共通
券$30/”3 Museum Combo
Ticket”MASS MoCA, 、クラー
ク美 術 館、ウィリアムズカ
レッジ美術館の3 館共通券

（WCMA のショップ20% 引）
$32/”Norman Rockwell
Combo Ticket” MASS MoCA, 
Norman Rockwell Museum の
両館で$30

3/10

269
メイン／

ケネバンク
ポート

シーショア・トロリー博物館
Seashore Trolley Museum

子ども
(6-16) $10.00 $7.50 $8.00

子ども
(6-16)

シニア（60-）
$10.00 $7.50 $8.00 3 歳以下 /

members

( 団体料金 : 要予約）大
人 1 人 $7.50・子ども

（16 歳以下）$6/（学
校団体 : 要予約）子ど
も（16 歳以下）1 人
$4・付添または教員 1
人 $4（子ども 6 人に
対し1 人）

3/10
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都市／地区 博物館・美術館名 年齢区分 大人料金 子ども料金 シニア料金 学生料金 無料 他 /備考 年齢区分 大人 ユース /
子ども シニア 学生

（要 ID）
軍人

（要 ID） 無料 家族 団体 他 /備考 HP確認日
（2016年）

272 メイン／
ポートランド

ワッズワース・ロングフェロー・
ハウス

The Wadsworth Longfellow 
House

$12.00 $3.00 $10.00 $10.00 子ども
(6-17) $15.00 $3.00 $12.00 $12.00 members/

5 歳以下

（大人2人
+ 子ども
3人まで）
$30.00

【K-16 教育プログラ
ム 】（現地で）15人まで
$75・16-31人 $150

・31-50 人 $225/（学
級訪問）無料～＄60/

【無料バス助成金】学
校団体には Maine His-
torical Society（メイ
ン州歴史協会・MHS）
によるバス代の支援有

（$150まで、1校に付き
$300 まで）the Ed-
ward H. Daveis 
Benevolent Fund of 
Maine Community 
Foundation, the Elsie 
A. Brown Fund, and 
the Horizon Founda-
tion, Inc. の支援による
/その他、就学前～大学
生対象までの各種教育
プログラム有

ナショナルトラスト会員
20% 引 /AAA 会員 $14 3/10

273 メイン／
ポートランド

ポートランド美術館
Portland Museum of Art

ユース
(13-17) $12.00 $6.00 $10.00 $10.00 12 歳以下 子ども (-14)

シニア（65-） $15.00 無料 $13.00 $10.00

14 歳以下 /
members/

金曜午後 5-8 時
誰でも無料

団体料金は1 人 $8か
ら人数によって変動（保
証金$25）/【Ticket to
Ride】（the Jane B. 
Cook 1992 Chari-
table Trust の財政援
助と the Maine Arts 
Commission によるマ
ッチング、 the Better-
ment Fund の追加資
金援助）メイン州のアー
トの現場ないしイベン
トを訪問するに際し、
メイン州のどんな学校

（PK-12） で も 上 限
＄300 までの支援を、
無料減額ランチ対象生
徒が 50％以上の学校
は上限＄500までの支
援を、各学校年度ごと
に受けることができる

3/10

286

ニューハンプ
シャー／

ホワイトマウ
ンテン

ニューイングランド・スキー博物館
New England Ski Museum 無料 無料 無料 無料 誰でも無料 無料 無料 無料 無料 無料 誰でも無料 3/10

294
ニューハンプ

シャー／
湖水地方

キャッスル・イン・ザ・クラウズ
Castle in the Clouds

子ども
(5-17) $16.00 $8.00 $12.00 4 歳以下

ユース
(5-17)

シニア (65-)
　

$16.00 $8.00 $14.00

現役軍人無
料/退役軍人
$12（いず
れも 5 人ま
での同伴家
族が同じ料
金になる）

4 歳以下 / 現役
軍人 /members

【バスツアー】平日: 大
人とシニア$12・ユー
ス（5-17）$6・土日祝:
大人$16．シニア（65-）
$14・ユース$8[ バス
1 台につきガイドと
運転手各1 人は無料]/

【学生ツアー】生徒$6
・付添$12

3/10

294
ニューハンプ

シャー／
湖水地方

スカムレイクス・ナチュラル・
サイエンスセンター

Squam Lakes Natural Science 
Center

子ども
(3-15) $15.00 $10.00 $12.00

子ども（-2）
ユース

（3-15）
シニア（65-）

（トレイル）
$19.00/

（レイクク
ルーズ）
member
$21.00・
member
以外は

$25.00/
（共通券）
$38.00

（トレイル）
ユース

$14.00/
2 歳未満
の子ども
無料 /（レ
イククルー
ズ）ユース
（0 -15）・
memberは
$17.00

・member
以外は

$21.00
/3 歳未満
には勧めな
い/（共通券）

ユース
（3 -15）
$29.00

（トレイル）
$16.00/
（レイク
クルーズ）
members
$19.00・
members

以外は
$23.00/
（共通券）
$33.00

（Explore Squam Cruise）
1人$20/（Dinner and
Sunset Cruise）1人$45/

（Exhibit Trail）1人$12
/（Natural Encounters）
1人$14/（Stroll through
Kirkwood Gardens）無料
/他にコンビツアー有、有
料ツアーの全てで運転手・
ツアーオペレーター各1
人は無料

3/10
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軍人

（要 ID） 無料 家族 団体 他 /備考 HP確認日
（2016年）

298
ニューハンプ

シャー／
ポーツマス

ストロベリーバンク博物館
Strawbery Banke Museum

子ども
(5-17) $17.50 $10.00 ユース

（5-17） $20.00 $10.00

Blue Star 
Museums
加盟館/現役
軍人とその
家族は無料
/退役軍人

無料

4 歳以下 /
members

家族料金
（大人2人
+17歳未
満の子ど
もたち）
$50.00

10人以上で大人 1人
$12・子ども1人$8/
Candlelight Stroll 
groupは$17/【学校団
体】セルフガイドツアー:
生徒1人$8・大人付添
$8/その他の館内プロ
グラム:生徒1人$12・
付添$8/アウトリーチ
プログラム:1プレゼン
テーション$150（追加
1プレゼンに付き$100）
/【キャンププログラム】

【ホームスクールプロ
グラム】【スカウティング・
プログラム】【成人教育】
各種料金設定有

開館は 5/1 ～ 10/31
/ 一般入館料は連続 2 日間

有効
3/10

298
ニューハンプ

シャー／
ポーツマス

ジョン・ポール・ジョーンズ・
ハウス / ポーツマス歴史協会
John Paul Jones House/ 

Portsmouth Historical Society

子ども
(-12) $6.00 無料 12 歳以下 子ども（-12） $6.00 無料

Blue Star 
Museums
加盟館/現役
軍人とその
家族は無料

12歳以下 /ポーツ
マス歴史協会mem-
bers/現役軍人と
その家族

団体割引有

開館は5/26～10/31/【The
Portsmouth Passport】定
価のチケット購入時には他
の Portsmouth Historic 
House Associate 会員サイ
トの入館料各 $1 引

3/10

302
ニューハンプ

シャー／
マンチェスター

ミルヤード博物館
Millyard Museum

子ども
(6-18) $8.00 $4.00 $6.00 $6.00

子ども
(12-18)

学生（大学生）
シニア (62-)

$8.00 $4.00 $6.00 $6.00 12 歳未満 /
members

団体割引有 /【学校・
キャンプ団体】生徒 1
人に付き 1 プログラ
ム $3・2 プログラム
$5・付添 $3・教師ま
たはカウンセラーは無
料 /【ホームスクール
グループ・スカウト中
隊】子ども・親 1 人
1 プログラム $3・2
プログラム $5・付添
$3・幼児は無料（ホー
ムスクールグループは
最低 $25 から）

ソーシャルサービス機関のク
ライアントとスタッフには割引
有 /Fan Pass（ニューハンプ
シャー州のファミリー向けエン
ターテインメントクーポン）
対象館 /time trunks 貸出料
金 $50（2 週間）マンチェス
ター州の学校は $35（延滞
料 1 日 $10）

3/10

302
ニューハンプ

シャー／
マンチェスター

クーリエ美術館
Currier Museum of Art

子ども
(-18) $10.00 無料 $9.00 $8.00 18 歳以下

ユース
(13-17)

シニア (65-)
$12.00 $5.00 $10.00 $9.00

13歳未満/mem-
bers/ニューハンプ
シャー居住者は土
曜午前10-12時ま
でに入館すればそ
の日は午後も無料

（プラ―ベート・ツアー
代金）:人数と内容によ
って各種料金設定有

【2016 NH Vacation Week 
Admission】4/25、27、28、
29は入館料$5/パブリック・ツ
アーは無料（要入館料）

3/11

302
ニューハンプ

シャー／
マンチェスター

ジマーマン・ハウス
Zimmerman House

子ども
(-16) $20.00 $8.00 $16.00 要予約

ユース
(7-17)

シニア (65-)
$20.00

$8.00
（7歳未満

は不可）
$19.00 $16.00 members

ツアーでのみアクセス可・代
金はクーリエ美術館入館料含
む/Twilight Tours:members
$20・members 以外 $30

（美術館入館料含む）

3/11

310 バーモント／
バーリントン

シェルバーン美術館
Shelburne Museum

子ども
(5-18) $22.00 $11.00

6 月中旬～ 8 月
中旬の水曜を除く
16 時以降は大人
$15・子ども $7

子ども
（5-17) $10.00 $5.00 5 歳未満 /

members

1人$17.00（15人以
上）/ 食事チケット: 大人
$15・子ども（5-18）
$10/グループ運転手
とリーダーは入館無料
+ 食事付/【学校団体】

（5 歳以下・ホームス
クールも含め全ての学
校団体でセルフガイド
かつ事前予約の団体）
生徒1人$5（教員とス
タッフは無料）/（大学生

・成人教育団体）1人$11
・要予約/【Passport to 
Learning】（ワークショ
ップ）生徒・付添1人に付
き$5/【アウトリーチ】2
時間+特典（1ワークシ
ョップ30人まで）$200
/【vacation camps】
1人1日$60・１週間
$250/【In-Service Day
Camps】1人$60

4/30 までの入館料 3/11
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都市／地区 博物館・美術館名 年齢区分 大人料金 子ども料金 シニア料金 学生料金 無料 他 /備考 年齢区分 大人 ユース /
子ども シニア 学生

（要 ID）
軍人

（要 ID） 無料 家族 団体 他 /備考 HP確認日
（2016年）

319 バーモント／
ベニントン

ベニントン美術館
Bennington Museum

子ども
(-18) $10.00 無料 $9.00 $9.00 18 歳以下 子ども (-17)

学生 (18-) $10.00 無料 $9.00 $9.00

Community Day
（2016/2/6再開日）
/大学生（要 ID)/18
歳未満/members/
NARM sticker 所
持者 / ニューイング
ランド美術館協会

（the Consortium of 
New England Art 
Museums）会員

団体自由見学:1人$8.50
/ドーセント（講師・案内
人）ガイドツアー :1人
$10/Step on or Walk-
ing Tours（$16 ～詳
細相談）/いずれも運転
手とバスガイドは無料＆
ミュージアムショップ 1
割引

携帯電話・オーディオツアー
無料/e-mailによる調査$15
/対面調査無料（w/admission）

3/11

320 バーモント／
ベニントン

ベニントンセンター・フォー・ジ・
アーツ＆カバードブリッジ博物館

Bennington Center for the 
Arts & Covered Bridge

Museum

子ども
(-12) $9.00 無料 $8.00 $8.00 子ども（-11） $9.00 無料 $8.00 $8.00 12 歳未満 /

members
5 人家族
$20.00 AAA 会員 $8 3/11

322 バーモント／
マンチェスター

ヒルデン
Hildene

子ども
(6-14) $16.00 $5.00 子ども（-5） $20.00 $5.00 6 歳未満 /

members

（20人以上）1人$15
（ツアーリーダーと運
転手無料）追加の活
動 1人 $5

入館料はロバートとメアリー
の家・ヒルデンファーム・プル
マンカー Sunbeam、Dene 
Farm 約 8 マイルの遊歩道を
含む /ロバートとメアリーの家
ガイドツアー : 大人 $7.50・
ユース $2・6 歳未満無料 /
トラクター牽引車乗車 : 大人
$10・ユース$5

3/11

323 バーモント／
アーリントン

ノーマン・ロックウェル・
エキシビジョン

Norman Rockwell Exhibition

子ども
(-18) $3.00 無料 $2.50 （無料と推定され

る）

現在はメープルシロップ販売
店（The Sugar Shack）に
統合されている

3/11

330
ロードアイラ

ンド／
ニューポート

国際テニスの殿堂
International Tennis Hall of 

Fame

子ども
(-16) $12.00 無料 $10.00 $10.00 16 歳以下 子ども (-16)

シニア (62-) $15.00 無料 $12.00 $12.00

Blue Star 
Museums
加盟館/メモ
リアルデーか
らレイバー
デーまで現
役軍人とそ
の家族は無
料

16 歳以下 /mem-
bers/ メモリアル
デーからレイバー
デーまで現役軍人
とその家族 / 博物
館専門職（AAM・NE
MA・ISHA（Interna-
tional Sports Heri-
tage Association）
会員証または名刺
提示が必要）/“Bank
of America Muse-
ums on Us”により
Bank of America
カード所持者は毎月
最初の週末（first full 
weekend）は無料

（20 人以上で団体料
金）自由見学1人$10・
ガイドツーア 1人 $11

（いずれもツアーオペ
レーターは無料）

AAA 会員証で $12/USTA
（United States Tennis As-
sociation）会員証で $12/
Hall of Fame Tennis Club
大人 $8（コートを予約し
たゲストも割引利用可）

3/11

333
コネチカット

／ハート
フォード

マーク・トウェインの家＆
ミュージアム

Mark Twain House & Museum

子ども
(6-16)
シニア
(65-)

$16.00 $10.00 $14.00 6 歳未満 /
members

子ども
（6-16）

大人
（17-64）

シニア（65-）

$19.00 $11.00 $16.00 6 歳未満

大人とシニア $12・学
生 $9・子ども（6-12）
$8/【学校からの見学】
家ツアー（生徒 $7・
付添 $12）/ 家ツアー
と教育プログラム（生
徒 $9・付添 $12）/
トウェインの家とスト
ウの家ツアー（生徒
$18・付添 $20）
いずれも教員は無料

料金は博物館入館料とマー
ク・トウェインの家のツアー
を含む/博物館のみは $6

3/11
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都市／地区 博物館・美術館名 年齢区分 大人料金 子ども料金 シニア料金 学生料金 無料 他 /備考 年齢区分 大人 ユース /
子ども シニア 学生

（要 ID）
軍人

（要 ID） 無料 家族 団体 他 /備考 HP確認日
（2016年）

72

ルイジアナ州／
ニューオリンズ

／フレンチ
クォーター

1850 ハウス
1850 House 子ども (-12) $3.00 無料 12 歳以下 子ども（-12) $3.00 無料 $2.00 $2.00 現役軍人

$2.00
12 歳以下 /

学校団体

15人以上で20
%引 /学校団体
は無料

ルイジアナ州立博物館 /AAA会
員10%引 3/11

75

ルイジアナ州／
ニューオリンズ

／フレンチ
クォーター

旧造幣局
Old U.S.Mint

（The New Orleans Jazz
Museum at the Old U.S. Mint）

子ども (-12) $6.00 無料 12 歳以下 無料 無料 無料 無料 無料 誰でも無料

学校団体無料
（要予約/5人の
子どもに1人の付
添必要）

ルイジアナ州立博物館 3/11

77

ルイジアナ州／
ニューオリンズ

／フレンチ
クォーター

薬局博物館
Pharmacy Museum 子ども (-5) $5.00 無料 $4.00 6 歳未満

博 物 館として
の展示のみで、
薬局としての営
業はしていない

子ども (-5) $5.00 無料 $4.00 $4.00 6 歳未満 /
members 3/11

79

ルイジアナ州／
ニューオリンズ

／フレンチ
クォーター

メリューハウス
Merieult House (Historic New 

Orleans Collection)
無料 無料 無料 無料 誰でも無料 ツアーは $5 無料 無料 無料 無料 無料 誰でも無料

Historic New Orleans Collection
(ニューオリンズ歴史的コレクション）
は Royal Street complexを形成
する7つの建物と、Williams Re-
search Center からなり、メリュー
ハウスはRoyal Street complexの
中の 1 棟 / 公式ＨＰ中に料金表示
が見当たらないため、無料と推定

3/11

81

ルイジアナ州／
ニューオリンズ

／フレンチ
クォーター

ギャリエハウス
Gallier House Museum $12.00

ハーマン・グリ
マ・ハウスと

両方で
$20.00

子ども（-8）
シニア（65-） $15.00 $12.00 $12.00 $12.00 $12.00

 members of the 
Hermann-Grima 
and Gallier His-
toric Houses 
(HGGHH) 

【学校団体】（10
人以上、18歳未
満の場合、こど
も10人に1人の
付添は無料）ギャ
リエハウス単独 :
追加の大人$10

・生徒$5/ハーマ
ン・グリマ・ハウス
との共通券:追加
の大人$18・生
徒$8

Hermann-Grima/Gallier Historic 
Houses Administrative Office
がギャリエハウスとハーマン・グリマ・
ハウスを管理

3/11

86

ルイジアナ州／
ニューオリンズ

／フレンチ
クォーター

ブードゥー博物館
Voodoo Museum 子ども (-11) $7.00 $3.50 $5.50 子ども (-11)

　 $7.00 $3.50 $5.50

大学生
$5.50・
高校生
$4.50

1 人 $3.50

The Official Tourism Site of 
the City of New Orleans の
サイトより（公式 HP 不明）/New 
Orleans Historic Voodoo 
Museum の FB 有

3/11

89

ルイジアナ州／
ニューオリンズ

／フレンチ
クォーター

コンティろう人形館
 Musee Conti

子ども (4-17)
　シニア

(62-)
$8.00 $7.00 $7.25 3 歳以下 子ども

（4-17） $8.00 $7.00 $7.00

（25 人以上）【学
校団体 】子ども

（3-17）$5.95・
子ども10 人に１
人の付添無料・他
の大人＄6.95

3/11

89

ルイジアナ州／
ニューオリンズ／

フレンチ
クォーター

ハーマン・グリマ・ハウス 
Hermann-Grima House $12.00

火・木は $15/
ギャリエハウ
スとの共通券
$20/火・木 は
$25

子ども（-8）
シニア（65-） $15.00 $12.00 $12.00 $12.00 $12.00

 members of the 
Hermann-Grima 
and Gallier His-
toric Houses 
(HGGHH) 

ハーマン・グリマ・
ハウスの HP か
らは団体料金の
ページに辿り着
けず

Hermann-Grima/Gallier Historic 
Houses Administrative Office
がギャリエハウスとハーマン・グリマ・
ハウスを管理

3/11

91

ルイジアナ州／
ニューオリンズ
／キャナル通り
とセントラル・

ビジネス・
ディストリクト

アメリカ水族館
Audubon Aquarium of the 

Americas
【⑵と重複・再調査】

子ども
(2-12)

シニア (65-)
$22.50 $16.00 $17.00 2 歳未満

（水族館+IMAX）
大人 $27.50・
子どもとシニア
$21.50/（水族
館＋IMAX＋動
物園＋昆虫館）
大人 $39.50・
子どもとシニア
$27.50

子ども
（2-12）

シニア (65-)
$24.95 $18.95 $18.95 オーデュボン

members

若者団体（10人
以上）とその他
団体（20人）以
上割引有

【Audubon Experience】（動物園・
水族館・シアター・昆虫館）大人
$44.95・子どもとシニア$34.95 

【バックステージペンギンパス】
members$115・members以外
$125【水族館とシアター】大人
$31.95・子どもとシニア$24.95 

【動物園と水族館】大人$39.95
・子どもとシニア$29.95

3/11

91

ルイジアナ州／
ニューオリンズ
／キャナル通り
とセントラル・

ビジネス・
ディストリクト

オーデュボン昆虫館
Audubon Insectarium

子ども
(2-12)

シニア (65-)
$16.50 $12.00 $13.00 2 歳未満

（水族館+IMAX）
大人 $27.50・
子どもとシニア
$21.50/（水族
館＋IMAX＋動
物園＋昆虫館）
大人 $39.50・
子どもとシニア
$27.50

子ども
(2-12)

シニア (65-)
$19.95 $14.95 $14.95 オーデュボン

members

若者団体（10人
以上）とその他
団体（20人）以
上割引有

【Audubon Experience】（動物園
・水族館・シアター・昆虫館）大人
$44.95・子どもとシニア$34.95

3/11
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都市／地区 博物館・美術館名 年齢区分 大人料金 子ども料金 シニア料金 学生料金 無料 他 /備考 年齢区分 大人 ユース /
子ども シニア 学生

（要 ID）
軍人

（要 ID） 無料 家族 団体 他 /備考 HP確認日
（2016年）

93

ルイジアナ州／
ニューオリンズ
／キャナル通り
とセントラル・

ビジネス・
ディストリクト

オッジェン美術館
Ogden Museum of 

Southern Art

子ども
(5-17）

シニア (65-)
$10.00 $5.00 $8.00 5 歳未満

子ども
(5-17）

シニア (65-)
$12.50 $6.25 $10.00 $10.00 $10.00

毎木曜午前 10 時 -
午後 5 時はルイジ
ア ナ 州（LA) 居 住
者 は 無 料（Helis 
Foundation の支援
による）/members
/ニューオリンズ大学

（UNO）の学生・教
職員（要ID）/NARM

（North American
Reciprocal 
(includes OAH)会
員）/【Flash Your
 Badge】国内のあら
ゆるアート機関で働
く人（要 ID）ただし、
Ogden After Hours
等の特別イベントは
除く/5歳未満

（10人以上）大人
・学生・シニア$10
/ 子ども（5-17）
$3

追加 members券の会員価格 $6.25
【Ogden After Hours（Live Mu-
sic Every Thursday Evening 
from 6-8PM）】（木曜午後6-8時）
:$12.50（木曜に有料入館券を購
入した人は無料）

3/11

94

ルイジアナ州／
ニューオリンズ
／キャナル通り
とセントラル・

ビジネス・
ディストリクト

第 2 次世界大戦博物館
National WW Ⅱ Museum シニア (65-) $22.00 $19.00 $13.00

（博物館 + シア
ターまたはファ
イナルミッショ
ン）大人$27・シ
ニア$24・学生
$23/（博物館
+シアター＋フ
ァイナルミッショ
ン）大人 $32
・シニア $29・
学生$23

シニア (65-) $24.00 $20.50 $14.50

$14.50/
第二次世界
大戦の退役
軍人は無料

第二次世界大戦
の退役軍人

（10人以上）大人$
22・シニア$17.50

・学生$13.50・現役
軍人$13.50・付添
無料・追加の付添$
15.50/（入館料+
シアターorファイナ
ルミッション）大人$
27・シニア$22.50

・学生$18.50・現役
軍人$18.50・付添
無料・追加の付添$
20.50/（入館料＋
シアター＋ファイナ
ルミッション）大人$
32・シニア$27.50

・学生$23.50・付添
無料・追加の付添$
25.50［いずれもW
WⅡ退役軍人無料］

（入館料 + シアター or ファイナ
ルミッション）大人 $29・シニア
$25.50・学 生 $19.50・軍 人
$19.50・WWⅡ退役軍人無料
/（入館料＋シアター＋ファイナルミ
ッション）大人 $34.00・シニア
$30.50・学 生 $24.50・軍 人
$24.50・WWⅡ退役軍人無料

3/11

100

ルイジアナ州／
ニューオリンズ
／アップタウン
とミッドシティ

オーデュボン動物園
Audubon Zoo

子ども
(2-12)

シニア (65-)
　

$17.50 $12.00 $13.00 2 歳未満

（水族館＋IMA
X＋動物園＋昆
虫館）
大人 $39.50・
子どもとシニ
ア $27.50

子ども
(2-12)

シニア (65-)
$19.95 $14.95 $14.95 オーデュボン

members

若者団体（10人
以上）とその他
団体（20人）以
上割引有

【Audubon Experience】（動物園・
水族館・シアター・昆虫館）大人
$44.95・子どもとシニア$34.95 

【動物園と水族館】大人 $39.95
・子どもとシニア $29.95

3/11

102

ルイジアナ州／
ニューオリンズ
／アップタウン
とミッドシティ

ニューオリンズ美術館
New Orleans Museum of Art

（NOMA)

子ども
(7-17)

シニア (65-)
$10.00 $6.00 $8.00 6 歳以下 子ども

(7-17) $10.00 $6.00 $8.00 $8.00

6 歳以下 / 水曜は
ルイジアナ州居
住者無料（Helis 
Foundation の支
援による）/【Teen 
Pass】13-19 歳
は 2016 年の間、
無料（Helis Foun-
dation の支援によ
る）/ 彫刻庭園は
無料

自由見学（10人
以上）大人$8・シ
ニア$6・学生$6

・現役軍人$6・子
ども（7-12）$4・
子ども（6歳以下）
無料・Teen Pass

（3-19）/【学校団
体】予約した学校
団体は生徒・教員・
生徒10人に1人
の付添は無料

姓が Landry の人は入館料半額
/【BUS REIMBURSEMENT】
ジェファーソン郡とオリンズ郡
の適格な学校に対して交通費の
払い戻しをする制度（Elizabeth 
and Willy Monaghan の支援
による）

3/11

103

ルイジアナ州／
ニューオリンズ
／アップタウン
とミッドシティ

シドニー＆ワルダ・ベストホフ
彫刻庭園

Sydney and Walda Besthoff 
Sculpture Garden

無料 無料 無料 無料 誰でも無料 無料 無料 無料 無料

誰でも無料 / ニ
ューオリンズ美術
館による無料の
オーディオツアー
有（携帯電話でア

クセス可能）

3/11

103

ルイジアナ州／
ニューオリンズ
／アップタウン
とミッドシティ

ニューオリンズ植物園
New Orleans Botanical

Garden

子ども
（5-12) $6.00 $3.00 子ども

（3-12）

（China 
Lights 
Night）

$18.00/ 
(Daytime)
$12.00

（China 
Lights 
Night）

$12.00/ 
(Daytime)

$8.00

3 歳未満 / 特別
なイベント時以外

は members

（25人以上）
1人 $15/ 
(Daytime)

$10

イベント開催時期によって入園料
が変動か（2016 年 3 月現在
は、China Lights を開催中）/
China Lights の期間中は市立
公園 members には、植物園へ
の無料・割引入館なし

3/11

150 ミシシッピー州
／ナッチェス

メルローズ
Melrose

子ども
(6-17) 無料 無料 無料 無料 誰でも無料

ツアー : 大人
$10・

子ども $5

子ども
（6-17)

大人(18-61)
シニア（62-)

（ガイド建
物ツアー）
$10.00

（ガイド
建物ツ
アー）

$5.00

（ガイド建
物ツアー）

$5.00 合衆
国市民のみ

6 歳未満 / 敷地
と附属建築物は
無料 /Fee Free 

Days 有

3/11

150 ミシシッピー州
／ナッチェス

ウィリアム・ジョンソンの家
William Johnson House 無料 無料 無料 無料 誰でも無料 無料 無料 無料 無料 無料 誰でも無料 3/12

アメリカ南部 2（左側ページは『地球の歩き方』記載内容）	 （右側ページは各博物館公式HPに記載の内容）
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歩き方
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都市／地区 博物館・美術館名 年齢区分 大人料金 子ども料金 シニア料金 学生料金 無料 他 /備考 年齢区分 大人 ユース /
子ども シニア 学生

（要 ID）
軍人

（要 ID） 無料 家族 団体 他 /備考 HP確認日
（2016年）

151 ミシシッピー州
／ナッチェス

アフロアメリカン博物館
Natchez Museum of

Afro-American History and 
Culture(NAPAC Museum)

$7.00 無料 無料 無料 無料 無料 誰でも無料
現在の館名は、Museum of Afri-
can-American History and 
Culture（NAPAC）

3/12

153 ミシシッピー州
／ナッチェス

戦艦カイロ
（ヴィクスバーク国立軍事公園）

USS Cairo Gunboat and
Museum　

(Vicksburg National Military 
Park)

国立公園への
入園料として、
交通手段別に

徴収

国立公園週間等
の無料日設定有/
教育団体は申請

により
入園料免除

【商業ツアー
（National Park
 Service以外の
チャーターツアー】

（1-6人）$25・（7
-25人）$40・（25
人以上）$100

【一般利用】車 $12(7日間有効)/
オートバイ$7(7日間有効)/徒歩・自
転車 $5/バス乗客・教会ワゴン車1
人$5/【Licensed Tour Guides】

（利用者の車にガイドが乗車、2時間）
（1-6人/1台）$40/car (追加1時
間につき$20)・（7-15人）$60(追
加$30)・（16人以上）$80(追加
$40)/各種年間パス有

3/12

155 ミシシッピー州
／ナッチェス

旧州議事堂博物館
Old Capitol Museum 無料 無料 無料 無料 無料 誰でも無料

Mississippi Department of 
Archives and History（MDAH）
が管理

3/12

156 ミシシッピ州／
トゥペロ

エルビスプレスリーの生家と博物館
Elvis Presley Birthplace

【⑵と重複・再調査】
$15.00 家だけなら

$6.00

子ども
(7-12)

学生(13-18)
シニア (60-)

$17.00 $8.00 $14.00 $14.00 7 歳未満
左はグランドツアー料金 / 家だ
けのツアーは大人・シニア・学生
$8、子ども（7-12 歳）$5

3/12

156 ミシシッピー州
／トゥペロ

トゥペロ自動車博物館 
 Tupelo Automobile Museum

子ども
(5-12) $10.00 $5.00 $9.00 4 歳以下 子ども

(5-12) $10.00 $5.00 $9.00 $9.00 4 歳以下 AAA 会員 $9 3/12

159 アラバマ州／
モービル

フォート・コンデ・
ウェルカムセンター＆博物館

Fort Conde Welcome Center & 
Museum

無料 無料 無料 無料 誰でも無料 無料 無料 無料 無料 無料 誰でも無料 3/12

159 アラバマ州／
モービル

モービル博物館
Museum of Mobile $7.00 $5.00

子ども (-5）
（6-12）

（13-17）
大人（18-）

$10.00

（13-17）
$7.50/ 

（6-12）
$5.00

5 歳以下

学校団体:1人$5
/大人団体:1人$8
/大学生団体（要ID）
1人$7.5/学校団
体用ガイドツアー
有（ガイド料金は無
料と推定される）/

【Hands on History
Outreach Program】
財政援助が可能な
ら、モバイル郡のTitle
1学校は無料、その
他の学校は生徒1人
につき$1

現在の名称は、The History 
Museum of Mobile 3/12

160 アラバマ州／
モービル

ベリングラスガーデン
Bellingrath Gardens

子ども
(5-12) $12.50 $7.00 4 歳以下

(庭園+邸宅)
大人 $20.50・ 
子ども$12.50

子ども
(5-12) $13.00 $7.50

メモリアル
デーとベテ
ランズデー
は、軍人と
その家族
は庭園

50% 引

5 歳未満 /
members は庭
園部分は無料 /
members のう

ち、年会費$150
以上は邸宅も無料

団体料金有、要
予約（5 歳以上
で 20 人以上）

( 庭園 + 邸宅 ) 大人 $21・子ども
$13・5 歳未満無料 3/12

165 アラバマ州／
セルマ

投票権博物館
National Voting Rights

Museum

子ども
(6-17) $6.50 $4.50 シニア (55-)

奴隷制＆
南北戦争

博物館との
共通料金
$6.50

奴隷制＆南
北戦争博物
館との共通

料金 $4.50

奴隷制＆
南北戦争

博物館との
共通料金
$4.50

【自由への足跡ツアー】（1-5人）$40・
（6-10人）$35・（11-19人）$30・（2
0人以上）$20/【2 館共通ツアー（投
票権博物館＋奴隷制＆南北戦争博
物館）】大人 $10.90・学生のみの
ツアー $8.75・付添の大人 $10
学生と大人の混合 $10/ 金～日の
予約には $100 の保証金が必要 

【ツアーガイド】$75/1ツアー 1 博
物館ごと/ 保証金 $25 が必要

3/12

165 アラバマ州／
セルマ

奴隷制＆南北戦争博物館
Slavery and Civil War Museum

子ども
(6-17) $6.50 $4.50 シニア (55-)

投票権博
物館との
共通料金
$6.50

投票権博物
館との共通

料金 $4.50

投票権博
物館との
共通料金
$4.50

同上 3/12

165 アラバマ州／
セルマ

オールドディーポ博物館
Old Depot Museum

子ども
(6-18)

シニア (55-)
$4.00 $1.00 $3.00

公式 HP 見当たらず（公式 FB は
存在）/ アラバマ州観光局（Ala-
bama Tourism Department）の
HP は存在、入館料不明

3/12

168 アラバマ州／
モントゴメリー

アラバマ州議事堂
Alabama State Capitol 無料 無料 無料 無料 誰でも無料 ツアーは誰でも

無料
15 人以上の団
体は要連絡 3/12

170 アラバマ州／
モントゴメリー

ローザ・パークス博物館
Rosa Parks Museum
【⑵と重複・再調査】

子ども (-12) $7.50 $5.50 子ども (-12) $7.50 $5.50

AARP（全
米退職者協
会）会員証
で $1 引

アラバマ州
の大学生
$6.50

現役軍人
$1 引、子
どもウィン
グとの共通
券は $2 引

AARP（全米退職者協会）会員証
で $1 引 /AAA 会員証で $1 引
/(博物館+子どもウィング共通券)
大人 $14・子ども $10

3/12

171 アラバマ州／
モントゴメリー

デクスター牧師博物館
Dexter Parsonage Museum

子ども
（4-12) $5.00 $3.00 3 歳以下

教会、邸宅とも見学は要予約、
公式 HP に料金の記載なし（the 
historic Dexter Avenue King 
Memorial Baptist Church）

3/12

アメリカ南部 3（左側ページは『地球の歩き方』記載内容）	 （右側ページは各博物館公式HPに記載の内容）
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都市／地区 博物館・美術館名 年齢区分 大人料金 子ども料金 シニア料金 学生料金 無料 他 /備考 年齢区分 大人 ユース /
子ども シニア 学生

（要 ID）
軍人

（要 ID） 無料 家族 団体 他 /備考 HP確認日
（2016年）

171 アラバマ州／
モントゴメリー

フリーダムライド博物館
Freedom Rides Museum $5.00 $3.00 子ども

(6-18) $5.00 $3.00 $4.00 $4.00 $4.00 10人以上$1引
（The Freedom Rides Museum 
in the Historic Greyhound Bus 
Station）

3/12

172 アラバマ州／
モントゴメリー

オールド・アラバマ・タウン
 (Old Alabama Town)

子ども
（6-18） $10.00 $5.00 子ども

(5-18) $10.00 $5.00 10% 引 10% 引 4 歳以下 /mem-
bers（自由見学）

各ツアーは最大
60 人まで（ガイ
ドツアーは10 人
以上）/ 団体料金:
生徒$5・大人$10

（生徒20 人に付
き 大 人1 人 は 無
料）/ コンビネー
ションツア ー 料
金: 生徒$8・大人
$15/ガレージホ
ールは生徒$10/
ホームスクールグ
ループ・小グルー
プ・夏の団体は保
証金$20・ガイド
付きツアーは1グ
ループ最低$100
から

AAA 会員 10% 引 3/12

173 アラバマ州／
モントゴメリー

ハンク・ウィリアムズ博物館
 Hank Williams Museum

子ども
（3-14) $10.00 $3.00

子ども
(3-14)

大人 (15-)
$10.00 $3.00 割引有 団体割引有 AAA 会員割引有 3/12

173 アラバマ州／
モントゴメリー

南部同盟大統領官邸
First White House of

the Confederacy
無料 無料 無料 無料 誰でも無料 誰でも無料 3/12

183 アラバマ州／
ハンツビル

アラバマ・コンスティチューション・
ビレッジ

Alabama Constitution Village

子ども (1-3)
ユース（4-17)
シニア (55-)

$12.00

ユース
$10.00
・子ども
$5.00

$10.00 0 歳

アーリーワーク
ス、コンスティ

チューション・ビ
レッジ、ディーポ
博物館から2館

共通券:
大人$20.00・

シニアとユース
$15.00/
3館共通券

大人$25.00
・シニアとユース

$20.00

子ども（1-3)
ユース
(4-17)

大人(18-54)
シニア (55-)

$12.00

子ども
$5.00/
ユース

$10.00

$10.00
1 歳未満 /

EarlyWorks 
Members

15 人以上
大人 $9.00

・シニア $7.00
・ユース $7.00
・付添 $7.00

EarlyWorks Family of Muse-
umsの1館/【2館共通券】（アーリ
ーワークス子供博物館、ディーポ
博物館、アラバマコンスティチュー
ションビレッジのうち）:大人$20・
シニアとユース$15・子ども$5/

【3館共通券】大人$25・シニアと
ユース$20・子ども$5

3/12

183 アラバマ州／
ハンツビル

アーリーワークス子供歴史博物館 
 EarlyWorks Children's

 History Museum

子ども (1-3）
ユース（4-17)
シニア (55-)

$12.00

ユース
$10.00
・子ども
$5.00

$10.00 0 歳

アーリーワーク
ス、コンスティ

チューション・ビ
レッジ、ディーポ
博物館から2館

共通券:
大人$20.00

・シニアとユース
$15.00/
3館共通券

大人$25.00
・シニアとユース

$20.00

子ども（1-3)
ユース
(4-17)

大人 (18-)
シニア (55-)

$12.00

子ども
$5.00・
ユース

$10.00

$10.00
1 歳未満 /

EarlyWorks
Members

15 人以上団体
割引あり

EarlyWorks Family of Muse-
ums の 1 館 /【2 館共通券】（ア
ーリーワークス子供博物館、ディ
ーポ博物館、アラバマコンスティ
チューションビレッジのうち）: 大
人 $20・シニアとユース $15・
子ども $5/【3 館共通券】大人
$25・シニアとユース $20・子
ども $5

3/12

184 アラバマ州／
ハンツビル

ディーポ博物館
Huntsville Depot & Museum

子ども (1-3)
ユース (4-17)
シニア  (55-)

$12.00

ユース
$10.00・

子ども
$5.00

$10.00 0 歳

アーリーワーク
ス、コンスティ

チューション・ビ
レッジ、ディーポ
博物館から2館

共通券:大人
$20.00

・シニアとユース
$15.00/
3館共通券

大人$25.00
・シニアとユース

$20.00

子ども（1-3)
ユース
(4-17)

大人 (18-)
シニア (55-)

$5.00 $5.00 $5.00 $5.00
1 歳未満 /

EarlyWorks 
Members

15 人以上団体
割引あり

EarlyWorks Family of Muse-
ums の1館/【ガイドツアー】大人
$10・シニアとユースと子ども$
10/【2館共通券】（アーリーワー
クス子供博物館、ディーポ博物館、
アラバマコンスティチューショ
ンビレッジのうち）:大人$20・シ
ニアとユース$15・子ども$5/

【3館共通券】:大人$25・シニアと
ユース$20・子ども$5

3/12

185 アラバマ州／
ハンツビル

宇宙ロケットセンター
U.S.Space & Rocket Center 子ども（6-12) $20.00 $15.00

IMAX1本込み
大人$25・子ど
も（6-12）$20

子ども
(5-12）

大人（-13）
$23.00 $15.00 4 歳以下 /

members
15 人以上で各
種メニュー有

【Stars Combo】大人 $28・子ど
も $20・4歳以下無料/【NASA
Marshall Space Flight Center 
Bus Tour】大人と子ども$15・4
歳以下無料/【IMAX® and Na-
tional Geographic Movies】大
人（13-）$8・子ども（5-12）$7・4
歳以下無料

3/14

189 アラバマ州／
フローレンス

ポープスタバーン博物館
Pope's Tavern Museum $2.00 $0.50

公式 HP見当たらず（公式 FBは存
在）/アラバマ州観光局（Alabama 
Tourism Department）の HPは
存在、入館料不明

3/12

アメリカ南部 4（左側ページは『地球の歩き方』記載内容）	 （右側ページは各博物館公式HPに記載の内容）

− 76 − − 77 −



地球の
歩き方
ページ

都市／地区 博物館・美術館名 年齢区分 大人料金 子ども料金 シニア料金 学生料金 無料 他 /備考 年齢区分 大人 ユース /
子ども シニア 学生

（要 ID）
軍人

（要 ID） 無料 家族 団体 他 /備考 HP確認日
（2016年）

189 アラバマ州／
フローレンス

Ｗ．Ｃ．ハンディ博物館 
W.C.Handy Museum

（W.C. Handy Birthplace, 
Museum and Library）

$2.00 $0.50 $2.00 $0.50 各種
公式 HP見当たらず /アラバマ州
観光局（Alabama Tourism De-
partment）の HPによる入館料

3/12

189 アラバマ州／
フローレンス

アラバマ音楽の殿堂
Alabama Music Hall of Fame

子ども（6-12)
ユース

(13-18)
シニア (55-)

$10.00

子ども
$7.00
ユース
$8.00

$8.00 子ども (-11) $10.00 $7.00 $8.00 $8.00 10人以上団体料
金有 施設レンタル有 3/12

192 テネシー州／
メンフィス

スタックス・アメリカンソウル
博物館

STAX Museum

子ども
(9-12)

シニア (62-)
$13.00 $10.00 $12.00 $12.00 $12.00

members/8歳以
下/シェルビ ー 郡
居住者は毎週火曜
午後1-5時無料（5
人以上の団体は除
く、16歳以下は大
人の同伴が必要）

15人以上の団
体は1人$1.50
引・15人ごとに1
人無料券を贈呈

（運転手は無料）

3/12

196 テネシー州／
メンフィス

メンフィス・ロックンソウル博物館
Rock 'n' Soul Museum 子ども (5-17) $11.00 $8.00 ユース　

(5-17) $12.00 $9.00 割引有

テネシー州シェル
ビー郡居住者は火
曜無料（要ID、団体

・5人以上のオペ
レーターは除外、
休日と特別なイベ
ント日は除く、16
歳以下の子どもは
親の付添が必要）

20人以上の団体
で大人 $10・ユー
ス（5-17）$7に
割引有（要予約）、
付添、グループ・
オーガナイザー・
運転手は無料

AARP・AAA・スミソニアン会
員及び軍人割引有 3/12

197 テネシー州／
メンフィス

コットン博物館
The Cotton Museum at the 
Memphis Cotton Exchange

子ども（6-12) $10.00 $7.00 $9.50 $9.00 子ども
(6-12) $10.00 $7.00 $9.00 $9.00 $8.00 6 歳未満 /

members
10人以上割引有

（要予約） 3/12

198 テネシー州／
メンフィス

ミシシッピ川博物館
Mississippi River Museum 

(Mud Island River Park)

子ども（5-11)
シニア (60-) 4 歳以下

モノレール+博
物館+ツアー

大人$10
・シニア$9
・子ども$7

ユース
（5-11)

大人
(12-59）

シニア（60-）

$10.00 $7.00 $9.00 4 歳以下

（20人以上）学校
団体:生徒1人$4

・大人 1人 $6・教
員は無料 /その他
の団体 :大人（12
歳以上）1人 $7・
ユース(5-11）1人
$5・4歳以下無料 

【RIVER 
EXPLORERS 

Package】
（学校団体で20人

以上、駐車場無料
・入館料・リバーウォ
ーク自由見学・教員
無料）生徒1人$4/
【TRANSPOR-

TATION ON 
THE MIGHTY 
MISSISSIPPI】
$6/【THE MUD 

HUNT】$6/
【CIVIL WAR 
RIVER WALK 

TOUR】$6

【Museum Package】（入館料
+敷地/リバーウォーク +モノレ
ール +ツアー）

3/13

199 テネシー州／
メンフィス

メンフィス動物園
Memphis Zoo

子ども (2-11)
シニア (60-) $15.00 $10.00 $14.00 2 歳未満

子ども
(2-11)

大人(12-59)
シニア (60-)

　

$15.00 $10.00 $14.00
入園料割引
可（各基地
に要連絡）

2歳未満/members
/Free Tuesday Af-
ternoon（Tennes-
see Tuesdays）:テ
ネー州居住者（17
歳以上、要写真付き
ID）3月を除き火曜
午後2時- 閉園まで
無料。パンダコーナ
ーは保全のため$3
必要、16 歳以下は
21歳以上の大人同
伴が条件。21 歳以
上の大人は16 歳
以下の子どもを6人
まで同伴可

【一般団体】20人
以上 20% 引 /

【学校団体】割引
は申込み順、州の
教育局に登録し
た 学 校に月-金の
み適用、テネシー
州シェルビー郡
の授業期間限定、
15人以上、生徒
10人に1人は大
人の付添が必要

園の収容人員は10,000人、HP
で込み具合をアナウンス。過去1
年で収 容 人 員 越えは1 回だけ

（Free Tuesday programの日
に発生）

3/13
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都市／地区 博物館・美術館名 年齢区分 大人料金 子ども料金 シニア料金 学生料金 無料 他 /備考 年齢区分 大人 ユース /
子ども シニア 学生

（要 ID）
軍人

（要 ID） 無料 家族 団体 他 /備考 HP確認日
（2016年）

199 テネシー州／
メンフィス

ブルックス美術館
Brooks Museum of Art シニア (65-) $7.00 $6.00

子ども（-6）
ユース

（7-17)
シニア (65-)

$7.00 ユース
$3.00 $6.00 $6.00

Blue Star
Museums
加盟館/年
間を通じ、
現役軍人・
州兵・予備
役軍人とそ

の家族

members/6 歳
以下/【FREE Wed-
nesdays】水曜は
寄附のみ（1ペニ
ーから任意の額
で入館可）/アート
アクセスカード所
持者/聖ジュード
の患者とその家
族/全ての教員

（10 人以上）大人
$6・シニア$5・子
どもとユースと大
学生は無料（大学
生とユースの団体
は予約なしの場合
は1人$3）/ 団 体
にはオーディオガ
イドまたはドーセ
ントガイドツアー
が無料・駐車場無
料・バス運転手と
ガイドまたは付添
無料、レストラン
予約1 割引

2016 年3 月現在、改装工事で閉
館中、2016 年4 月29 日にリニ
ューアルオープン予定/13 歳以
下は要大人同伴/入館料には全て
の特別展・常設展料金を含む

3/13

210
ミシシッピ州／

ミシシッピ
デルタ

デルタブルース博物館
Delta Blues Museum

子ども
(6-12) $7.00 $5.00 子ども

（6-12) $10.00 $8.00 $8.00
Blue Star 
Museums

加盟館

6 歳未満 /
members 団体割引有 入館料は公式 HP 掲載のパンフ

レット pdf 情報による 3/13

210
ミシシッピ州／

ミシシッピ
デルタ

カエルのカーミット博物館
Birthplace of Kermit the Frog 無料 無料 無料 無料 誰でも無料 無料 無料 無料 無料 無料 誰でも無料

（寄附は受ける）

公式 HP 見当たらず / ミシシッ
ピ州観光局サイトの情報及び
Muppet Central の情報による

3/13

211
ミシシッピ州／

ミシシッピ
デルタ

ミシシッピデルタ博物館
Museum of the Mississippi 

Delta

子ども
(3-18) $5.00 $2.00

子ども
（5-17）

学生（大学生）
大人（18-）
シニア (65-)

$10.00 $4.00 $7.00 $5.00 4 歳以下 /
members

20人以上の団体
は1人$5 3/13

211
ミシシッピ州／

ミシシッピ
デルタ

Ｂ．Ｂ．キング博物館
B.B.King Museum and Delta 

Interpretive Center
$15.00 $5.00

子ども（-4)
子ども

（5-17）
大人 (18-)

シニア（65-)

$15.00

（-4）
無料

（5-17）
$10 

$12.00 $10.00 4 歳以下 /
members

20人以上で1人
$12/（学校団体）
10人以上で生徒
1人$3（バス運転
手と生徒10人に
つき大人1人無料）

3/13

216 アーカンソー州
／リトルロック

旧州議事堂 
Old State House 無料 無料 無料 無料 誰でも無料 無料 無料 無料 無料 無料 誰でも無料 3/13

216 アーカンソー州
／リトルロック

ヒストリック・アーカンソー博物館
Historic Arkansas Museum

子ども (-18)
シニア (65-) 無料 無料 無料 無料 誰でも無料

グランドは大人
$2.50・子ども
$1.00・シニア
$1.50

子ども (-18)
　シニア

(65-)
無料 無料 無料 無料 無料

誰でも無料 /
Members は歴
史的敷地部分も

無料

歴史的敷地（野外博物館）の入
館料 : 大人 $2.50・18 歳未満
$1.00・シニア $1.50・mem-
bers 無料

3/13

217 アーカンソー州
／リトルロック

アーカンソー美術センター
Arkansas Arts Center 無料 無料 無料 無料 誰でも無料 寄付金随意 /

特別展は有料 無料 無料 無料 無料 無料

誰でも無料（spe-
cial ticketed ex-
hibitionsを除く）/

【Super Sunday
Free Family Fun-
days】第 2 日曜に
美術制作活動有）

Children's Theatre は有料 :Main 
Stage（members 以外 $12.50・
members$10・10 人以上の団体
1人$10）/Studio Show（mem-
bers 以外 $10・members$8）

3/13

232 テネシー州／
ナッシュビル

フリストセンター・フォー・ザ・
ビジュアルアーツ

Frist Center for the Visual 
Arts

子ども (-18)
シニア (65-) $10.00 無料 $7.00 18 歳以下 子ども (-18)

シニア (65-) $12.00 無料 $9.00

$9.00/ 木
・金の夜（5-
9時、第1金
曜は除く）
は大学生無
料（要 ID）

現役軍人
$7.00

18 歳以下 /
members

10 人以上の団
体$10.00（要予
約）/木・金の夜（5
-9時、第1金曜は
除く）は大学生無
料（要ID）

iPod オーディオツアー :$3
（members 無料） 3/13

233 テネシー州／
ナッシュビル

テネシー州立博物館
Tennessee State Museum 無料 無料 無料 無料 誰でも無料 特別展は有料

の場合あり 無料 無料 無料 無料 無料
誰でも無料（特別
展も無料だが、有料
になる場合もある）

3/13

233 テネシー州／
ナッシュビル

軍事博物館
 Millitary Museum 無料 無料 無料 無料 誰でも無料 無料 無料 無料 無料 無料

誰でも無料（特別
展も無料だが、有料
になる場合もある）

3/13

235 テネシー州／
ナッシュビル

ウィリー・ネルソン＆フレンズ博物館
Willie Nelson & Friends

Museum
$8.00 $8.00

(+ 税） ギフトショップを兼ねる 3/13

244
ケンタッキー州

／
ホッジェンビル

リンカーン博物館
Lincoln Museum 子ども (5-12) $3.00 $1.50

子ども
(4-11)
大人

（12-59）
シニア（60-）

$3.00 $1.50 $2.50 4 歳未満 / 現役
軍人 /members

12人以上で団 体
割引（12 歳以上）
1人$2・（4-11歳）
:1.50/ガイドツア
ー:（20人以上要
予約）4歳以上1人
$2.50（ 教員と運
転手無料、付添は
$2.50）

12 歳未満は大人の同伴が必要 3/13

245
ケンタッキー州

／
ホッジェンビル

リンカーン少年時代の家
Lincoln Boyhood Home

（Abraham Lincoln Boyhood 
Home at Knob Creek）

無料 無料 無料 無料 誰でも無料 無料 無料 無料 無料 無料 誰でも無料 3/13
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都市／地区 博物館・美術館名 年齢区分 大人料金 子ども料金 シニア料金 学生料金 無料 他 /備考 年齢区分 大人 ユース /
子ども シニア 学生

（要 ID）
軍人

（要 ID） 無料 家族 団体 他 /備考 HP確認日
（2016年）

247 ケンタッキー州
／バーズタウン

バーズタウン歴史博物館
Bardstown Historical Museum 無料 無料 無料 無料 誰でも無料 料金の記載がない

ため無料と推定

1826年頃建設のスパルディング
ホール内にある（ホール内にはレ
ンタルゾーンやヨガ教室有）/ 古
酒と記念品の売買も行っている

3/13

247 ケンタッキー州
／バーズタウン

ウィスキーの歴史博物館
Museum of Whiskey Histry
 （Oscar Getz Museum of 

Whiskey History）

無料 無料 無料 無料 誰でも無料 料金の記載がない
ため無料と推定

1827年頃建設のスパルディング
ホール内にある（ホール内にはレ
ンタルゾーンやヨガ教室有）/ 古
酒と記念品の売買も行っている

3/13

248 ケンタッキー州
／バーズタウン

南北戦争博物館
Civil War Museum

子ども
(7-12) $10.00 $4.00 ビレッジなど

を含めた料金
子ども
(6-15) $10.00 $5.00 5 歳以下

大人の団体（20
人以上）団体料金
詳細は電話で（要
連絡）/学校団体

（見学旅行）:（20
人 以 上 ）1人$5

（4つの全アト ラ
クション含む）親
と付添も同価格、
教員と運転手は
無料

3/13

250 ケンタッキー州
／バーズタウン

ケンタッキー鉄道博物館
Kentucky Railway Museum

子ども
(2-12) $5.00 $2.00 2 歳未満

列車乗車込み:
大人 $17.00

・子ども
$12.00

子ども
（2-12） $5.00 $2.00 2 歳未満 /

members

【列車旅行】大人とティーンズ
$18・子ども（2-12）$13・大人が
同伴の2 歳未満の子どもは無料

3/13

255 ケンタッキー州
／レキシントン

リンカーン夫人の家
Mary Todd Lincoln House

子ども
(6-12) $10.00 $5.00 5 歳以下 子ども

（6-12) $10.00 $5.00

現役米軍軍
人は1人の
料金で2人
入館可能

5 歳以下 /
members

【一般団体】予約
で年中利用可能:
15人以上で1人
$8、15人未満で
$10（最低$100
から）午前9時前・
午後4時以降、日
曜は1人につき$
2増/【学校団体】

（K-12、ホームス
クールも含め予
約で年中利用可）
生徒1人$3・教員
$5・その他大人の
付添$8

冬季は休館
（3/15-11/30 開館） 3/13

256 ケンタッキー州
／レキシントン

馬の博物館
International Museum of

the Horse

子ども
(7-12)

春 - 秋
$16.00/

冬 $10.00

春 - 秋
$8.00/

冬 $5.00

子ども
(6-12) $8.00 $4.00 $7.00

現役・退役
軍人

$7.00
5 歳以下 団体料金要相談

【夏シーズン（翌日無料）】大人
$20・子ども（6-12)$9・5 歳以
下無料【冬シーズン（翌日無料）】
大人$18・子ども$8・5 歳以下無
料【2016 シーズンパス】大人
$50・子ども$30・5 歳以下無料・
4 人家族$100

3/13

266 テネシー州／
チャタヌーガ

テネシー水族館
Tennessee Aquarium

子ども
(3-12) $24.95 $14.95

IMAX との
共通券 : 大人
$30.95・子
ども $20.95

子ども
(3-12) $29.95 $18.95

現役・退役
軍人とその

同行者
割引有

3歳未満（水族館と
IMAXシアター）/

members

（15人以上）
アクアリウム:大人
$25.50・子ども（3
-18）$16・3歳未
満無料/+クルーズ:
大人$26・18歳以
下$20/IMAX:大
人$9.95・子ども
$8・3歳未満無料/
クルーズ:大人$27
・子ども$21・3歳
未満$18

【IMAX】:大人$11.95・子ども
$9.95/【リバージョージエクスプ
ローラー】:大人$32・子ども$24.50

・3歳未満$18/【水族館+IMAX共
通券】:大人$37.95・子ども$26.95
/【水族館+リバージョージエクス
プローラー】大人$56.95・子ども
$39.95【水族館+IMAX+リバー
ジョージエクスプローラー】大人
$64.95・子ども$47.95【水族
館家族Membership】$145/【IM
AXクラブ】$40/【バックヤード見
学】$17

3/13

269 テネシー州／
チャタヌーガ

ハンター美術館
Hunter Museum of

American Art

子ども
(3-17） $9.95 $4.95 子ども

（-17) $15.00 無料

現役軍人・
州兵・予備
役軍人とそ
の家族は

無料

17 歳未満 /
members/毎月
第1日曜/現役軍
人・州兵・予備役軍
人とその家族は
無料/半径 50マ
イル以内の学校
団体の自由見学

（Unum の交付金
による）

（大人の団体）
$13/半径50マ
イル外の学校団
体の自由見学は
$2/【Title I学校】
(Unum の支援に
よるスタジオツア
ー :ドーセントツア
ーと制作活動)K-
12、美術館から
50マイル以内の
学校、1校から1ク
ラス、スタジオツ
アーの奨学金は先
着順

3/13

301 ジョージア州／
アトランタ

ジョージア議事堂博物館
Georgia Capitol Museum 無料 無料 無料 無料 誰でも無料 無料 無料 無料 無料 無料 誰でも無料 3/13
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都市／地区 博物館・美術館名 年齢区分 大人料金 子ども料金 シニア料金 学生料金 無料 他 /備考 年齢区分 大人 ユース /
子ども シニア 学生

（要 ID）
軍人

（要 ID） 無料 家族 団体 他 /備考 HP確認日
（2016年）

301 ジョージア州／
アトランタ

ターナーフィールドとアトランタ・
ブレーブス博物館

Turner Field and Atlanta 
Braves Museum

子ども (3-9）
ユース

(10-13）
$17.00

子ども
$9.00・
ユース

$13.00

博物館だけな
ら $5.00/ 試
合中は $2.00

子ども (3-9)
ユース

(10-13)

（試合期間）
$2・（試合
のない日）

$5

（試合期
間）$2・

（試合の
ない日）

$5

（試合期間）
$2・（試合の
ない日）$5

（試合期間）
$2・（試合
のない日）

$5

ウォークアップツ
アー :20 人以上
$14.00

現在の名称はIvan Allen Jr. Braves
Museum & Hall of  Fame (BMHF)
/ウォークアップツアー:大人$17.・
ユース$13・子ども$9

3/13

302 ジョージア州／
アトランタ

アトランタ動物園
Zoo Atlanta

子ども
(3-11) $21.99 $16.99

子ども
(3-11)

大人 (12-)
シニア (65-)

$22.99 $17.99 $18.99 $18.99
現役・予備
役・退役軍
人は無料

2歳以下/現役・予備
役・退役軍人/mem-
bers（昼間）/【Zoo 
Atlanta Family
Pass（Library Pass
Program）（PNC 
Bankの支援による）】
Georgia Public Li-
brary Serviceとの
連携、ジョージア州
居住者は地元の公
共図書館からZoo 
Atlanta Library 
Pass DVDを借り、
返却の際にレシート
を受け取り、このレ
シートと図書館カー
ドを動物園の窓口
で提示（パスは14日
間有効、4人まで有
効、1年に各世帯1回
のみ利用可）【Spon-
sored Admission 
Program】ジョージ
ア州のTitle I 学校
を対象に無料で自
由見学が提供され
る（数は限定）

（10 人以上）大
人$18.99・子ど
も$13.99・シニ
ア$14.99・2歳
以下無料

料金には全てジョージア州の売
上税 8% が付加される /【Zoo 
Atlanta’s Community Dona-
tions program】非営利組織の
資金調達のために入園券を寄附
する活動を行っている

3/13

307 ジョージア州／
アトランタ

ミレニアムゲート
Millennium Gate Museum

子ども
(6-17) $10.00 $8.00 $12.00 $10.00 $10.00 $10.00

Family 
Package
（大人2
人+子ど
も2人）

$38.97

10 人のグルー
プ券 $99.00 3/13

314 ジョージア州／
アトランタ

ジミー・カーター・ライブラリー
（大統領図書館＆博物館）

Jimmy Carter Presidential 
Library and Museum

子ども（-16)
シニア (60-) $8.00 無料 $6.00 $6.00 子ども（-16）

シニア（-60） $8.00 無料 $6.00 $6.00 $6.00

16 歳以下 /
Friends of the 
Jimmy Carter 

Library の mem-
bers

【FIELD TRIP 
SPONSORSHIP 
PROGRAM】コカ・
コーラ財団の支援
により（Coca-Cola
Student Trans-
portation Fund）、
ジョージア州の学
校が見学旅行に
来る際のバス代を
支援、全ての学校
が応募できるが、
優先権はTitle I 学
校にある。このプ
ログラムは全ての
生徒の入館料と
上限バス1 台に付
き$500までの輸
送費用を援助。

3/14

319 ジョージア州／
アトランタ

ファーンバンク自然史博物館
Fernbank Museum of Natural 

History

子ども
（3-12） $18.00 $16.00

IMAX:大人$13
・子ども$11/
コンビチケット :
大人 $26・子ど
も $22

子ども
（3-12）

シニア（65-）
$18.00 $16.00 $17.00 2 歳以下 /

members

（学校団体見学旅
行）生徒1人当たり
入館料$7・IMAX
のみ $7・（入館料
+IMAX）$11・（Dou-
ble IMAX）$11・

（入館料+プログラ
ム）$8・（IMAX+プ
ログラム）$8・（入
館料+IMAX+プロ
グラム）$12・（入
館料+IMAX2本）
$16/生徒10人に
1人の付添無料/
追加の大人につい
ては詳細規程有

【IMAX】大人$13・シニア$12・子
ども$11・2 歳以下無料・mem-
bers$8/【Martinis & IMAX】
大人$13・シニア$12・members
$8（カバーチャージ$8）members
はカバーチャージ不要/【IMAX® 
Double Feature】大人$21・シニ
ア$19・子ども$17・2歳以下無
料・members$13/【共通券Value
Pass】大人$26・シニア$24・子
ども$22・2歳以下無料・members
$8/【共通券SuperValue Pass】
大人$33・シニア$30・子ども$27

・2歳以下無料・members$13

3/14
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都市／地区 博物館・美術館名 年齢区分 大人料金 子ども料金 シニア料金 学生料金 無料 他 /備考 年齢区分 大人 ユース /
子ども シニア 学生

（要 ID）
軍人

（要 ID） 無料 家族 団体 他 /備考 HP確認日
（2016年）

319 ジョージア州／
アトランタ

ファーンバンク科学センター
Fernbank Science Center

子ども
（3-18）

シニア（62-）
$7.00 $5.00 $5.00 無料 無料 無料 無料 無料 誰でも無料

【プラネタリウム】大人$7・学生と
シニア$5・デカルブ郡の学校の
被雇用者、サイエンスセンター
協会会員、ASTC パスポート会員
は無料

3/14

320 ジョージア州／
アトランタ

ロード・トゥ・タラ博物館
Road to Tara Museum

子ども（-12）
シニア（60-） $7.00 $6.00 $6.00 子ども

（6-12） $7.00 $6.00 $6.00 3/14

320 ジョージア州／
アトランタ

マリエッタ『風と共に去りぬ』博物館
Marietta Gone With the Wind 

Museum
シニア (65-) $7.00 $6.00 $7.00 $6.00 $6.00 $6.00 15 人以上

$5.00 3/14

340 ジョージア州／
サバンナ

海洋博物館
Ships of the Sea Maritime Mu-

seum
$8.50 $6.50 子ども（-5）

シニア（65-） $9.00 無料 $7.00
（高校生・

大学生）
$7.00

$7.00 5 歳以下 /
members

（大人 2
人 +18
歳未満
のきょ

うだい）
$21.00

（10 人以上要予
約）1 人 $6.00 3/14

352
サウスカロライ

ナ州／
チャールストン

ギブズ美術館
Gibbes Museum of Art 子ども（6-12) $9.00 $5.00 $7.00 子ども

（6-12） $9.00 $5.00 $7.00 $7.00 $7.00

【エデュケーター
またはドーセント
によるガ イドツ
アー】（10-60人）
K-12:$5-$12.50

（生徒10人に1人
付添が必要・付添
は無料）/大学生と
シニア$6/大人$7

（最低各$50・$60
・$70）【キュレータ
によるツアー】（10
人以上）1人$15/

【自由見学】K-12
:$4・大学生とシニ
ア$5・大人$6

リノベーションのため休館中
（2016/5/28 開館予定） 3/14

353
サウスカロライ

ナ州／
チャールストン

チャールストン博物館
Charleston Museum

子ども
（6-13） $12.00 $8.00

子ども（-3）
ユース

（13-17）
$12.00

（子ども）
$5.00/

（ユース）
$10.00

2 歳以下
（ 大 人 10 人 以
上）大人 $10・
子ども $4

3/14

360 バージニア州／
リッチモンド

バレンタイン・リッチモンド歴史
センター

Valentine Richmond History 
Center　（The Valentine）

子ども
（7-18） $8.00 $7.00 $7.00 シニア（55-）

子ども（-17） $10.00 無料 $8.00 $8.00

Blue Star 
Museums
加盟館 /

無料

18 歳未満 / 軍人
/members 1 人 $8

3館一日共通券（the Valentine 
exhibition galleries, the Edward 
V. Valentine Sculpture Studio, 
and the 1812 John Wickham 
House）

3/14

362 バージニア州／
リッチモンド

マギー・ウォーカー国立歴史公園
Maggie L. Walker NHS 無料 無料 無料 無料 誰でも無料 無料 無料 無料 無料 無料 誰でも無料 3/14

362 バージニア州／
リッチモンド

トレガー博物館と
アメリカ南北戦争センター

Tredegar Iron Works/American 
Civil War （Visitor）Center

子ども
（6-17）

シニア（62-）

（トレガー博
物館）無料
/（アメリカ
南北戦争セ
ンター）$8

（トレガー博
物館）無料 /

（アメリカ南
北 戦 争セン
ター）$4

（トレガー博
物館）無料/

（アメリカ南
北戦争セン
ター）$6

誰でも無料 無料 無料 無料 無料 無料 誰でも無料

アメリカ南北戦争センターの展示
解説ツアーには $8 必要 / 新しい
American Civil War Museum
の建設が Historic Tredegar の
中で進行中、2017 年開館予定

3/14

366
バージニア州／
コロニアル・ウィ
リアムズバーグ

コロニアル・ウィリアムズバーグ 
Colonial Williamsburg

子ども
（6-12）

①$43.95/
② 64.95/
③ 88.50

① $22.00/
② $32.50/
③ $38.75

①1日券（35施
設+2美術館）/
②年間パス/③
ヒストリックトラ
イアングル（ウィ
リアムズバーグ
+ジェームズタ
ウン+ヨークタ
ウンの入場料 +
シャトルバス料
金、7日間有効）

ユース
（6-12）

大人（13-）

冬季
①$25.99/
②$32.99/
③ $66.99

春季
①$40.99/
②$50.99/
③ $66.99

冬季①
$13.00/
②16.50/
③33.49

春季①
$20.49/

②
$25.49/

③
$33.49

各種団体ツアー
の設定有

季節によって料金は変動【冬季料
金～ 2016/3/17】① 1 日券②
複数日券（7 日間内の 3 日間）
③年間パス【春季料金 2016/
3/18 ～】

3/14

370
バージニア州／
コロニアル・ウィ
リアムズバーグ

ジェームズタウン
Jamestown

子ども
（6-12） $16.00 $7.50 シャトルバス

代含む 大人（16-）

①7日間券
（含むヨーク
タウン戦場）
$14.00/②
年間パス4人
まで（含むヨー
クタウン戦場）

$30

 Interagency Ac-
cess and Golden 
Access Pass ま
たは Interagency 

Military Pass
所持者

年間パス使用の場合、1 回ごと
に1人$5のPreservation Vir-
ginia fee が追加で必要/ 各種国
立公園関係パス（$5 のPreser-
vation Virginia entrance fee
が追加で必要）有

3/14

373
バージニア州／
コロニアル・ウィ
リアムズバーグ

マッカーサー記念館
MacArthur Memorial 無料 無料 無料 無料 誰でも無料 無料 無料 無料 無料 無料 誰でも無料 3/14

アメリカ南部 9（左側ページは『地球の歩き方』記載内容）	 （右側ページは各博物館公式HPに記載の内容）
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