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学校関係者様へ

堺市は、刃物鍛冶、鉄砲鍛冶の伝統をもつ “ものづくりのまち” として高性能な自転車部品を

生み出し、かつては国内自転車の半分近くを生産していた “自転車のまち” として世界に知られ

ています。

地域住⺠や⼦どもたちに、自転車が⼈々の健康や地球環境の保全に役⽴つ道具であることを知っ

ていただき、自転車に乗る楽しさを体験していただくための施設として旧「自転車博物館サイ

クルセンター」は「大仙公園自転車ひろば」とともに「自転車のまち 堺」のシンボルとなって

いました。

その意義や役割を継承し、展示や体験をさらに充実させ、2022年３月25日にシマノ自転車博物

館として新築・移転、開館いたしました。

1992年の開館以来、たくさんの学校に校外学習および社会見学でご利用いただいております。

今年度も、新型ウィルス感染防止対策（館内の換気・アルコール消毒・入館者数の制限）を徹底

し、校外学習の受け入れにつきましては引き続き無料で行ってまいります。

今後も学校での学習をより深く理解いただくため、当館をご活用いただければ幸いです。

是非、ご検討の上ご活用、お問合せをお待ちしております。
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ご挨拶



１階、２階、４階が展示フロア。

シマノ自転車博物館フロア案内
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堺と自転車

校外学習として学べること

なぜ堺は「自転車のまち」と言われるようになったのでしょうか？
その原点を遥か古墳時代まで遡り、地場産業へと発展していく過程を
映像や展示で学習していただけます。

4ページ

自転車のはじまり
世界・日本・堺の自転車の歴史が学べます。
自転車の始祖誕生からの歴史を、展示に沿ってたどることができます。

5ページ

自転車のひろがり
自転車の科学・技術・部品・ものづくり現場について学べます。
自転車はなぜ楽に走れるの？ いくつの部品からできているの？と
いった疑問に科学や技術の視点で解説し、映像展示や体験展示を通し
て学習していただけます。

6ページ

自転車とこれから
自転車とサスティナブルな社会について学べます。
健康・環境といった21世紀の私たちが抱える様々な問題に、自転車が
貢献し、さまざまなシーンで活躍することを紹介します。

7ページ
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校外学習として学べることをフロアごとに紹介します。



映像１：「世界に開かれた堺
−自転車産業のルーツと今−」6分45秒

学校団体の社会学習用映像。
学術的な要点を押さえながらもエンタテインメント性
を持たせて堺の自転車産業のルーツを紹介。

映像２： 「自転車の誕生とあゆみ」 10分56秒
展示見学の導入として、自転車の起源から現在まで
自転車の歴史・技術の進化を概観していただく。
これよりはじまる見学へと期待を高め、予備知識を
もってもらえる映像。
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ミュージアムスクエア（多目的ホール）

堺と自転車にまつわる歴史文化を、実物資料と映像で紹介しています。
“堺の地”ならではの情報発信を行います。

ミュージアムスクエア（多目的ホール）
団体対応の空間で見学前オリエンテーションが可能です。大スクリーンでは、堺と自
転車の関りや、自転車誕生の歴史についての映像をそろってご覧いただけます。

堺と自転車
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パノラマシアター「発明家たちの夢」

展示と映像の連動

〔映像概要〕

自転車の礎を築いた発明家たちのストーリーを、６面映像と実車を交えて演出し紹介
します。ヒストリーシアターは定時で上映します。

自転車の歴史を一望できるデッ
キから、シアターをご覧いただ
けます。

上映にあたって
上映中は展示室の照明が
暗くなるので、パノラマ
デッキに座って観覧いた
だくようご指導ください。
団体42名が間隔をあけて、
シアターを見ることが可
能です。
上映時間は約９分
上映前に案内アナウンス
があります。

現在の二輪自転車の原型となった自転車です。
ドイツのドライス男爵が、２つの車輪を前後に
並べてハンドルを操作することで、自由に遠く
へ行ける乗り物として発明し世界にひろがりま
した。ペダルは無く地面を足で蹴って進みました。

歴史的な自転車の一例
二輪自転車の始祖、ドライジーネ

パノラマデッキ

パノラミックな大空間で、自転車の黎
明期から発展期まで一望できます。

展示に沿って歩くと、初期の自転車か
ら現在の形になるまでの変遷をたどる
ことができます。

パノラマシアターでは、自転車誕生の
ドラマを紹介しています。

・自転車の創意工夫を通して「移動の自由と価値」を実現した発明家たちの想いやエピソードを紹介。
・自転車のはじまりの直感的な理解で､興味や関心を更に高め､より楽しい展示見学を提供。

・幕間にも当時の自転車に乗る様⼦をユーモラスなアニメーションで紹介。
・空間全体を駆使したダイナミックな演出で歴史ドラマを体感。

自転車のはじまり
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「自転車の部品と役割」「自転車の科学」
自転車の科学［映像展示］ 自転車の部品

「精密部品の結集」

楽しむための自転車、仕事で使われる
自転車など、くらしを豊かに彩る多様
な自転車を紹介しています。

⼦どもたちの自転車への「なぜ？」に、
映像や体験でこたえる楽しい展示です。

自転車の不思議「なぜ倒れないのか」「なぜ楽に
走れるのか」など、⼦どもたちの素朴な疑問にこ
たえる映像展示です。（各上映時間：約４分）
※自転車に働く主な科学原理（慣性の法則、ジャイロ効

果、ギア比等）を、小学４年生程度から理解していた
だける内容です。

「テクノロジーの結晶」
自転車の技術［体験展示］ 自転車のものづくり［体験・映像展示］

「テクノロジーの結晶」
現在の自転車技術（変速機+ブレーキ）を体験で
きます。自転車を構成する部品の技術を、⼦ども
たちにも理解しやすい体験型の展示で紹介。変速
や制動のフィーリングを味わっていただけます。

自転車のひろがり

最新ロードバイクの分解展示で、自転車は緻密な
部品を結集してできていることを直感的に伝えます。
自転車を構成する部品の多さに驚きと発見をもた
らします。たくさんの部品がところ狭しと並ぶ展
示は圧巻です。

ものづくりの精緻さ、技術の高さを実感できます。
一般的な金属製フレームや、最新のカーボン製フ
レームの生産の流れを臨場感ある現場映像で紹介。
「ものづくり」を学習できる工場見学の代替として
も、ご覧いただける展示です。
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「自転車に乗るとどんな良いことがあるのかな？」
自転車とつくる好循環

自転車がもたらす“よろこびの連鎖”に
より、⼈も地球も豊かになる未来を紹
介しています。

自転車のこれからの可能性を知り、自転
車ってすばらしい！自転車に乗りたい！
という気持ちを高めていただきます。

自転車と一緒につくる社会の好循環を、親しみやすい壁面絵巻で描いています。
自転車のこれからの可能性や楽しみ方を感じていただけます。

自転車とつくるサスティナブル
社会［映像展示］

サイクルライフコンシェルジュ

自転車に乗ることが、心と体をすこやかにし、地
球環境にもよいことを伝えます。
⼈・街・自然との新たな出会いが「自転車に乗り
たい！」という気持ちにつながるストーリーです。

展示の締めくくりとして、一⼈ひとりに合った、
おすすめの自転車ライフスタイルを提案する展示
です。

自転車とこれから
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学びを深めるツールやイベント

ワークシート：地域学習、歴史学習、交通安全啓発
ワークシートはHPよりダウンロードしていただけます。ぜひご活用ください。

［小学生向け］ ［中学生向け］

イベント：夏休み小・中学生向けコンクールの開催
当館では毎年夏休み期間に、小・中学生向けコンクールを行っています。

◎こども絵画コンクール
2021年の特選作品（一部）

◎こんな自転車欲しかってん！コンテスト
2021年の特選作品（一部）
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見学ルート

学校団体の見学ルートは主に１階と２階
［学校団体のモデル見学(おすすめコース)：約70分/校 想定］

見
学
の
流
れ
と
説
明

展示見学

【5分】 【7分】 【12分】

移
動
・荷
物
倉
庫
へ荷
物
入
れ

【5分】

『自転車の誕生とあゆみ』
映像上映

『世界に開かれた堺』
映像上映

【30分】※館内移動含む

荷
物
取
り
出
し
・ト
イ
レ

【10分】

1階・2階展示室ミュージアムスクエア ミュージアムスクエア

退
館

来
館

歴史的な
ものづくりと
世界を結ぶ
「自転車」

「自転車」そのものの
進化と多様化で
未来への期待醸成

自発的に楽しく学習
ワークシートを活用

※見学時間の増減はご相談ください。

スムーズな校外学習のために
トイレ １階…男⼦：個室３、小便器３ ／ 女⼦：個室4 ／ 多目的トイレ１

２階…男⼦：個室１ ／ 女⼦：個室１

館内では飲食できません。

駐車場はありません。
正面入口前で乗降のみしていた
だけます。（大型バス2台まで
同時に敷地内に入れます。3台
以上になる場合は10分以上の時
間差をつけて到着するようお願
いします）

博物館からのお願い
事前に検温を済ませてご来館ください。
入場の際は、手、指先の消毒をお願いします。
館内では、正しいマスクの着用をお願いします。
当館ウェブサイトからご予約ください。（電話から変更になりました）

お弁当

バス

申込方法

コロナ対策

１階

２階

「堺と自転車」
↓

「自転車のはじまり」
↓

「自転車のひろがり」
↓

「自転車とこれから」

①ウェブサイトから申込（仮予約）
②当館から担当先生にメールもしくは電話で連絡し、詳細を伺います。
③予約完了の書類をメールもしくはFAXにて送ります。
④下見（新館となりましたので、できる限りお越しください）
⑤当日

申込から当日
までの流れ
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シマノ自転車博物館 利用案内

教師引率の小・中・高校生の団体は無料です。

自転車ひろば クラシック自転車のレプリカ体験試乗

大仙公園自転車ひろばでは、ドライジーネ、
ボーンシェーカー、オーディナリーなど、
1800年代に作られたクラシック自転車の
レプリカ９種類に試乗することができます。
館内で見学した自転車を実際に乗ることで
理解と興味をより深めることができます。

何ができるの？

※ 体験無料、要予約。
当館ウェブサイトからご予約ください。

※ レプリカは、小学校３~４年生（⾝⻑130cm以上）
を対象につくられています。

※中学生以上はご利用いただけません。


