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平安女学院大学×京都市交通局Presents

京都市動物園1

明治36年(1903)に開園し、上野動
物園に次ぐ歴史をもった動物園です。
7 年かけて昨年 11 月にリニューアル
し、「もうじゅうワールド」や「アフ
リカの草原」などゾーン毎に楽しみ
がいっぱい。レストランやカフェも
あって大人も子供も楽しめますよ。

明治 29 年（1896）に明治・大正の元老・山県有朋が京都に建てた別荘。
庭園は有名な作庭家七代目小川治兵衛によるもので、疏水の水を
取り入れて作られています。落ち着いた庭園の中で
心休めるひと時をお過ごしください。

平成元年 (1989) に京都の国際交流の拠点
として開館した「kokoka 京都市国際交流
会館」。京都で暮らす外国の方への支援活
動のほか、一般参加できるイベントもいっ
ぱい。外国の方との交流に興味のある方は
ぜひ行ってみて。

動物園の東門近くにあり、琵琶湖疏水の歴
史や役割などが分かりやすく学べる施設。
館内では疏水建設当時の資料や大正時代
の蹴上周辺のジオラマなどを見ることが
できます。
動物園に来たときにはぜひ寄ってみて！

左京区岡崎法勝寺町岡崎公園内
営業時間／ 3 月〜11月 9:00 〜 17:00
　　　　　12 月〜 2 月 9:00 〜 16:30
定休日／毎週月曜日（祝日・休日の場合は翌平日）
　　　　12 月 28 日〜 1 月 1 日
電話番号／ 075-771-0210
入園料／一般 600 円
　　　　中学生以下無料

左京区南禅寺草川町 31
営業時間／ 9:00 〜 17:00（入場は 16:30 まで）
休園日／ 12 月 29 日〜翌年 1 月 3 日まで
電話番号／ 075-771-3909
入園料／小学生以上 410 円

左京区栗田口鳥居町２-１
営業時間／ 9:00 〜 21:00
休館日／月曜日（祝日・休日の場合は翌平日）
電話番号／ 075-752-3010
入館料／無料

左京区南禅寺草川町17
営業時間／〔3月〜11月〕9:00 〜 17:00〔12月〜2 月〕9:00 〜 16:30
　　　　　 （入館は閉館 30 分前まで）
休館日 ／毎週月曜日 ( 祝日・休日の場合は翌平日）
電話番号／ 075-752-2530
入園料／無料

　庭園を眺め
ながらお抹茶も
いただけますよ

ラオスから来た
子ゾウは

めちゃかわいい！

名勝 無鄰菴（むりんあん）2

kokoka 京都市国際交流会館3 琵琶湖疏水記念館4

見どころスポットご紹介

近くて気楽に
異文化体験！

近くにあるインクライン
も必見！

私達が制作しました
より多くの方に地下鉄を使って、駅近くの
おすすめスポットを訪れてもらえるように、
平安女学院大学国際観光学部のみんな
で自ら取材して紹介しています。どの
スポットもおすすめです。ぜひ皆さんも
地下鉄で行ってみてくださいね。第7号

地下鉄

蹴上駅あたり
のご紹介　
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岡崎道

動物園正門前

岡崎法勝寺町

岡崎神社前

東天王町

南禅寺・永観堂道

地下鉄

蹴上駅
あたり

蹴上駅 Location Map
Keage sta.

今年で 26 年になる器のセレクトショッ
プ。オーナーの磨かれたセンスにより
セレクトされた陶器やガラス器が販売
されています。毎月、テーマがかわる
ので、何度行っても楽しめますよ。

町家を改装した和風の
店内には小銭入れから
リュックまで数え切れな
いほどたくさんの種類の
ステキながま口が揃って
います。きっとお気に入
りのがま口がみつかるは
ず。

チーズ好き、チーズケーキ好きには
たまらない色々な種類のメニューが
揃ったお店。お洒落な雑貨もたくさ
んありますよ。

動物園に併設された「図書館カフェ」
内にあるお店。動物園に入園しなく
ても利用できます。
たくさんの窓から差し込む光が心地
よく、自家焙煎所
より直送の豆で淹
れるこだわりの本
格コーヒーが楽し
めます。

ウェスティン都ホテルの西隣にある
コーヒー屋さん。コーヒーとアロマの
香りがお店全体を包み、ゆっくり落ち
着けるお店。サイフォンで丁寧に淹れ
たコーヒーを飲みながら、優雅な一時
を過ごしてみませんか？

一見、和風の建物に見えますが、店
内はオシャレなカントリースタイ
ル！壁に飾られた絵は和紙を染めて
描かれています。ぜひ一度、立ち寄っ
て素敵なひと時を過ごしてみてくだ
さい！！

名前通り「きら〜く」
に入れる昔ながらの鉄
板 焼 き の お 店。 人 気
No.1 メニューは、「き
らくセット」! とん平
と焼そば、お好み焼き
がセットでボリューム
たっぷり。

過去のバックナンバーはこちらから
・第 1 号 丸太町駅あたり・第 2 号 今出川駅あたり
・第 3 号 北山駅あたり　・第 4 号 東山駅あたり
・第 5 号 太秦天神川駅と西大路御池駅あたり
・第 6 号 醍醐駅と小野駅あたり   

入口の可愛いイラストに誘われて、
思わず入ってみたくなるお店です。
茶釜の茶で淹れるコーヒーは、有名
な「コーヒーカジタ」のオリジナル
ブレンドです。ドーナツのような形
のティラミス
が人気です。

趣きのある入口を入ると落ち着い
た空間の店内。定番の昆布大根や
千枚漬、すぐきなどが人気。お店
のお母さんがとても気さくで面白
く居心地の良いお店です。

左京区南禅寺福地町 83-1　
営業時間／ 10:30 〜 17:30
定休日／月曜日
電話番号／ 075-752-4560

左京区岡崎南御所町 40-15
営業時間／ 10:00 〜 18:00
定休日／不定休
電話番号／ 075-751-0545

左京区南禅寺草川町 64
営業時間／ 11:00 〜 18:00
定休日／木曜日
電話番号／ 075-761-4770

左京区岡崎法勝寺町岡崎公園内
京都市動物園正面エントランス内
営業時間／ [3 月〜11月] 9:00 〜 17:00
　　　　    [12月〜2月] 9:00 〜 16:30
定休日／月曜日（祝日・休日の場合は翌平日）
電話番号／ 075-762-1511

東山区三条通神宮道東入 3 丁目東町 241-2
ウェスティン都ホテル西
営業時間／ 8: 00〜19:00（金曜日のみ 18：00 まで）
　　　　　 朝食      8:00 〜 11:00
　　　　　 ランチ 11:00 〜 14:00
定休日／不定休
電話番号／ 075-771-8668

左京区南禅寺草川町 81-8
営業時間／ 10:00 〜 19:00
定休日／不定休
電話番号／ 075-746-3970

東山区三条通白川橋東 4 丁目中之町 208
営業時間／ 11:30 〜 14:00（LO13:40）
　　　　　　  17:00 〜 24:00（LO23:00）
定休日／月曜日
電話番号　075-761-5780

左京区岡崎法勝寺町 25
営業時間／ 10:00 〜 19:00
定休日／月・火曜日
電話番号／ 075-771-6776

左京区南禅寺草川町 35-4
営業時間／ 9:00 〜 17:00
　　　　　（季節によって変更有）
定休日／年中無休
電話番号／ 075-754-5588
　　　　　 0120-48-4148

うつわや あ花音12

ＡＹＡＮＯＫＯＪＩ 岡崎本店11

フロマージェリー • アルモ二ー5

SLOW JET COFFEE IN THE ZOO7

coffee club 髙木屋9

Open Café MU-MONKAN（無門関）8

お好み焼 鉄板焼 きらく10

菓子・茶房 チェカ6

京つけもの 長瀬13

見ているだけで
も楽しくなる器が

いっぱい！

もちもちクレープも
とってもおいしい！

お店のなかは
とっても
カラフル！

濃厚な
ゴルゴンゾーラの
チーズケーキ！

和洋折衷な
オシャレ店内で

のどかなひと時を☆

あっさりした
とん平は絶品！

茶釜のある
おしゃれな菓子・

茶房

ほっとSweets

店内も
眺めながら♪ カフェ

わたしたちが実際に
お店に取材しています

楽しいお店がいっぱい！
みなさんも散策してみて

下さいね１

大好き お好み焼き

見て歩きたいお店カフェ

散策に疲れたら
カフェでほっこり

歴史上の人物にゆかりのある南禅寺

や山県有朋が設計した池泉回遊式

の庭園が見事な無鄰庵。

どれも観光に訪れる際には是非、足を運んで

いただきたいと改めて感じます。

蹴上駅周辺には有名な観光名所や美味しい食べ物の

お店などが沢山あり、取材で訪問して沢山素敵な場所

を発見することができました。

もっと多くの方に京都を楽しんでいただくための工夫を

考えていきながらこれからも熱心に取り組んでいきます。

女子大生が

蹴上を
取材して

ディスプレイして
あるカラフルな

カップがお洒落！

お土産にも
ぴったりの
お漬物が
いっぱい！

京都市交通局ホームページにバナーをつけています！
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