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【交通案内】
　市バス 12･15･50･51･52･55･59、JR バスにて「立命館大学前」    下車、徒歩 5分
　市バス 204･205 にて「わら天神前」下車、徒歩10 分
　※お車での来館はご遠慮ください

【問い合せ】
　立命館大学国際平和ミュージアム
　〒603-8577 京都市北区等持院北町 56-1
　TEL075-465-8151　FAX075-465-7899　https://www.ritsumeikan-wp-museum.jp/

開 館 時 間  9:30 ～ 16:30（入館は 16:00 まで）
休　館　日　日曜日（ただし 9/1 は開館）、9/17( 火 )、9/24( 火 )
見学資料費　大人 400 円 (350 円 )、中高生 300 円 (250 円 )、小学生 200 円 (150 円 )
　　　　　　　  ※ (　) 内は 20 名以上の団体料金、地階受付で見学資料費をお支払いください
　　　　　　　  ※ 立命館で学ぶ人・働く人は無料です
　　　　　　　  ※ ICOM京都大会 2019 参加証提示 ( 本人のみ ) で入館無料
主　　　催　立命館大学国際平和ミュージアム

国際平和メディア資料室
立命館大学国際平和ミュージアム内に設置している、小学生から大学生、研究者などすべての方
に開放された図書資料室です。展示への理解を深める図書・雑誌・AV資料約48,000点を所蔵。調査・
研究のために、ミュージアム所蔵の博物館資料約 45,000 点を閲覧することも可能です。（要事前予約）

大好評企画の第 4弾。
立命館大学の学生と留学生が選ぶオススメの収蔵資料や図書などから、国際色豊かな
ミュージアムの魅力をお伝えします。（日・英対応）

立命館大学国際平和ミュージアム　2階常設展示室内
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In the 4th round of this popular exhibition we demonstrate the 
attractiveness of our museum using collection materials and books 
recommended by Ritsumeikan University students. (Both Japanese and 
English available.) 

The Media Library for International Peace   is open to students, 
researchers, and citizens of all ages. The collection boasts approximately 
48,000 books, magazines and AV materials to deepen your understanding 
of the museum’ s exhibition themes. Also you can make an appointment 
for the perusal of approximately 45,000 materials from the museum 
collection for academic research. (Please book in advance.)

Perusal
JUKURAN IV

Hours of Operation: 9:30-16:30 (Entry permitted until 16:00) 
Closed on Sundays (excluding September 1): September 17 (Tue.), September 24 (Tue.)
Entry Fees: Adults 400 (350) yen, Junior High and High School Students 300 (250) yen, 
Elementary School Students 200 (150) yen
(Prices in parentheses are for individuals in groups of 20 or more)
*Please pay your entry fee at the reception desk on the ground floor first. 
*Entry for persons working or studying at Ritsumeikan is free. 
*ICOM KYOTO 2019 Participant is Free. ( Please show your registration ID )

Contact:
The Kyoto Museum for World Peace, Ritsumeikan University
56-1 Kitamachi, Toji-in, Kita-ku, Kyoto
TEL 075-465-8151　FAX 075-465-7899　https://www.ritsumeikan-wp-museum.jp/

Access:
5-minute walk from Ritsumeikan Daigaku-Mae bus stop (City Bus No. 12･15･50･51･52･55･59 or JR Bus)
10-minute walk from Waratenjin-mae bus stop (City Bus No. 204･205)
＊Please refrain from coming by car.

126th Mini Exhibition 

Kyoto Museum for World Peace, Ritsumeikan University


