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大泉アニメゲート

アニメ発祥の地で
人気キャラと記念撮影

Oizumi anime gate

平 成27年にオープンした大 泉アニメ
ゲートは西武池袋線「大泉学園駅」の北口
からはじまる歩行者道路です。ジャパンアニ
メーション発祥の地・大泉の玄関口として、
練馬区ゆかりのキャラクター達の等身大の
ブロンズ製モニュメントがお出迎えするほ
か、アニメ作品の年表があるなど、「アニメ
のまち 練馬区」を体感できます。

西武池袋線 大泉学園駅北口直結の
ペデストリアンデッキ

Oizumigakuen
 Miharadai
 Doshida 

アイコンの説明：　 住所　　問合せ　　時間　 入場料が必要 ※営業時間や利用料金など詳細については、直接各施設へお問い合わせください。￥ 

きままに ねりま
散歩

1 アトム「鉄腕アトム」
　手塚治虫さんは富士見台に虫プロダク
ションを創設し、練馬区から日本初の連続
TVアニメ「鉄腕アトム」が生まれました。

2 星野鉄郎・3 メーテル「銀河鉄道999」
　松本零士さんは50年以上も大泉に住み、
代表作「銀河鉄道999」の主題歌は大泉学
園 駅 の 発 車 メロ
ディ、車掌さんは名
誉駅長になってい
ます。

4 矢吹丈 「あしたのジョー」
　高森朝雄（梶原一騎）さん・ちばてつやさ
んはいずれも練馬区に長く在住し、名コンビ
によってボクシングマンガの金字塔「あした
のジョー」が誕生しました。

5 ラム 「うる星やつら」
　高橋留美子さんは30年近く練馬区で活
動し、「うる星やつら」「らんま1/2」をはじ
めとしたヒット作を生み出しています。大泉Jct
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大泉学園・三原台・土支田エリアMAP

中里郷土の森

等身大モニ
ュメントで知る練馬とアニメ

Monument

メーテル「銀河鉄道999」
©松本零士／零時社・東映アニメーション

矢吹丈「あしたのジョー」
©高森朝雄・ちばてつや／講談社

ラム「うる星やつら」
©高橋留美子／小学館

練馬区ゆかりのキャラクターを
活用したデザインマンホール

　大泉学園駅北口の３か所に練馬区ゆか
りのキャラクターのデザインマンホールを
設置しています。ぜひ足を運び、探してみ
てください！

東大泉2-10-5　☎5905-5115

　日本最大級を誇る映画・テレビの
量産スタジオが大泉にあります。
11,300坪を誇る敷地内で、年間に
映画は約40本、テレビ番組約150
本、CM約100本が生み出されてい
ます。日頃、見ている映像はここで
撮影されているかもしれませんよ。

Column

東大泉2-34-5

名作映画やテレビ番組を
生み出す東映東京撮影所
名作映画やテレビ番組を
生み出す東映東京撮影所

楽器の生演奏や肉声に適した音響効果を
持つ、客席数176席のホールです。絵画や
写真、工芸などの展示ができるギャラリーも
併設。

Oizumigakuen yumeria hall

大泉学園ゆめりあホール

東大泉1-29-1 ゆめりあ1内　☎5947-2351

東映アニメーションミュージアム

東映アニメーション
ミュージアム

無料で一日遊べる
“ジャパンアニメーション”の殿堂

Toei animation museum

東映アニメーションが製作した作品の貴重な資料や画
像を展示しています。アニメ映像を楽しめる大型タッチスク
リーンや、アニメの仕組みがわかるコーナーもあります。

気 に な る
モ ノ ・ コ ト

♥

リズモ大泉学園
Lizmo oizumi gakuen

大泉学園駅前の再開発複合ビルです。
カフェやショッピングが楽しめる商業施設
「グランエミオ大泉学園」や、区民事務所
が入っていて、毎日立ち寄りたくなる、便
利で楽しい施設です。大泉アニメゲートを
通り大泉学園駅に直結しています。
　東大泉1-28-1
※問合せ先、営業時間は店舗により異なります。

大泉学園駅北口の大泉妙延
寺前交差点近く
（東大泉1-27-25付近）

大泉学園駅北口のグラン
エミオ大泉学園入口近く
（東大泉1-28-1付近）

大泉学園駅北口ペデストリアン
デッキの階段下近く
（東大泉1-28-1付近）

©松本零士／零時社・東映アニメーション

©松本零士／零時社・東映アニメーション

©手塚プロダクション ©高森朝雄・
　ちばてつや／講談社

©高橋留美子／小学館1 23
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アイコンの説明：　 住所　　問合せ　　時間　 入場料が必要 ※営業時間や利用料金など詳細については、直接各施設へお問い合わせください。￥ 

Oizumigakuen
 Miharadai
 Doshida 

清水山の森　　　　大泉町1-6 ☎3904-7557
稲荷山憩いの森　　土支田4-14 ☎5984-1683

清水山の森・
稲荷山憩いの森

23区唯一の大規模な
カタクリの群生地

Shimizuyama no mori   
Inariyama ikoi no mori

「清水山の森」には、23区唯一の大規模
なカタクリ群生地があります。薄紫色のカタ
クリは、毎年3月下旬から4月上旬にかけて
見頃を迎え、群生地は、野草保護のためカタ
クリの開花時期のみ公開されます。
　「稲荷山憩いの森」は区内の憩いの森と
しては最も広く、四季折々の貴重な植物を
観察できます。

練馬区内に残る
樹林地などが

憩いの森として区民に
開放されています。

博士の研究への情熱を伝えるための 書斎
再現プロジェクト （令和５年春公開予定） 

　展示室は、博士の書斎が保存された「書屋展示
室」、愛用した道具や日常品などを展示した「常設
展示室」、博士や植物に関する展示を行う「企画
展示室」があり、博士の功績を深く学べる場と
なっています。 
　牧野博士が研究に没
頭し、足の踏み場もな
いほど蔵書が積み上げ
られた当時の書斎の様
子を再現します。

牧野博士が名づけ、愛でたヒメアジサイ

　令和４年５月、高知
県立牧野植物園で系
統保存されていた一株
を区に里帰りさせる記
念植樹を行いました。

牧野博士が主人公の
モデルとなるNHK連続
テレビ小説「らんまん」 

（令和５年春放送予定） 

個人蔵

大泉中央公園

心身ともにリラックスできる
のびのびとした公園
Oizumi chuo koen

　園内には、チョウ類の楽園「ちょうの里」、大
きな芝生広場に砂場、野球場、競技場、四季の
広場などがあり、子どもから、おとしよりまで楽
しめる公園です。夏は噴水での水遊びが子ども
に大人気です。

大泉学園町9-4-3（大泉中央公園サービスセンター） 
☎3867-8096

子どもたちがゴーカートや自
転車に乗って楽しみながら交通
ルールを学べる公園です。信号
や横断歩道は実際の道路さなが
らです。

Oizumi kotsu koen

南大泉6-16-1　☎3924-0996
午前9時～午後5時

大泉交通公園

小泉牧場

地域に愛される
23区で唯一の牧場
Koizumi bokujo

小泉牧場は、昭和10年の創
業以来続く牧場で、乳牛専門と
して約25頭を飼育しています。
区主催の酪農体験や小学校で
の体験学習などを受け入れ、
「食」と「命」の大切さを学ぶ教
育の場として地域のつながりを
生み出しています。

大泉学園町2-1-24

※観光牧場ではないため、
一般の方の牛舎内の見学
はできません。

牧野記念庭園

植物が好きで好きでたまらなかった
植物学博士の庭園を訪ねる
Makino kinenteien 

日本の植物分類学の父とされる牧野富太郎博士が、昭和32年
に逝去されるまでの約30年間を過ごされた居宅跡地を庭園とし
て整備し、一般公開しています。サクラ‘センダイヤ’、スエコザサ、
ヘラノキなど、300種類以上の珍しい草木類が生育しています。

東大泉6-34-4　☎6904-6403
午前9時～午後5時

中里郷土の森

100年以上前からある
屋敷林を生かした公園で自然体験
Nakazato kyodo no mori

園内の「森の学習棟」で練馬の自然や生き
物について学べます。毎週日曜日には自然解
説員によるさまざまな体験型講座を実施して
います。

大泉町1-51-2　☎3922-3021
3月～9月：午前9時～午後5時
10月～2月：午前9時～午後4時30分

餌の順番も考えています。

消化がよくなるよう、

気 に な る
モ ノ ・ コ ト

♥

個人蔵

6・7月はホタル

観察会実施！

（事前予約）自然解説員が
サポート！
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アイコンの説明：　 住所　　問合せ　　時間　 入場料が必要 ※営業時間や利用料金など詳細については、直接各施設へお問い合わせください。￥ 
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統保存されていた一株
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念植樹を行いました。
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　園内には、チョウ類の楽園「ちょうの里」、大
きな芝生広場に砂場、野球場、競技場、四季の
広場などがあり、子どもから、おとしよりまで楽
しめる公園です。夏は噴水での水遊びが子ども
に大人気です。

大泉学園町9-4-3（大泉中央公園サービスセンター） 
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子どもたちがゴーカートや自
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の体験学習などを受け入れ、
「食」と「命」の大切さを学ぶ教
育の場として地域のつながりを
生み出しています。

大泉学園町2-1-24

※観光牧場ではないため、
一般の方の牛舎内の見学
はできません。

牧野記念庭園

植物が好きで好きでたまらなかった
植物学博士の庭園を訪ねる
Makino kinenteien 

日本の植物分類学の父とされる牧野富太郎博士が、昭和32年
に逝去されるまでの約30年間を過ごされた居宅跡地を庭園とし
て整備し、一般公開しています。サクラ‘センダイヤ’、スエコザサ、
ヘラノキなど、300種類以上の珍しい草木類が生育しています。

東大泉6-34-4　☎6904-6403
午前9時～午後5時

中里郷土の森

100年以上前からある
屋敷林を生かした公園で自然体験
Nakazato kyodo no mori

園内の「森の学習棟」で練馬の自然や生き
物について学べます。毎週日曜日には自然解
説員によるさまざまな体験型講座を実施して
います。

大泉町1-51-2　☎3922-3021
3月～9月：午前9時～午後5時
10月～2月：午前9時～午後4時30分

餌の順番も考えています。

消化がよくなるよう、

気 に な る
モ ノ ・ コ ト

♥

個人蔵

6・7月はホタル

観察会実施！

（事前予約）自然解説員が
サポート！
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