オリジナルマップ＆ガイドを作ろう！

来館日

月

名前

車両ステーションをまわってみよう！

自由に使ってみよう！

年

1. 展示してある鉄道車両を自分で描いてみよう！

2. 色を塗ってみよう！

歳

3. 自分の回った道を描いてみよう！

※展示車両の場所は変更となる場合があります。

21 形式新幹線電車
（0 系新幹線電車）

A
ごう ごりょうしゃ

ごう ごりょうしゃ

7 号御料車

A

ごう ごりょうしゃ

9 号御料車

ごう ごりょうしゃ

12 号御料車

ごう ごりょうしゃ

10 号御料車

しょだい

ごう ごりょうしゃ

2 号御料車 ( 初代 )

しょ だい

1 号御料車 ( 初代 )

C51 形式蒸気機関車
ナハネフ 22 形式客車（20 系客車）

EF58 形式電気機関車
9850 形式蒸気機関車

クモハ 101 形式電車（101 系電車）
ED40 形式電気機関車

至183ランチトレイン

かい たく し ごうきゃくしゃ

クハ 181 形式電車
（181 系電車）

べん けい ごう き かん しゃ

開拓使号客車 ( コトク 5010 形式 )

ED17 形式電気機関車

弁慶号機関車 (7100 形式 )

222 形式新幹線電車
（200 系新幹線電車）
クモハ 455 形式電車
（455 系電車）

モハ 484 形式電車（485 系電車）

ナデ 6110 形式電車

ハニフ 1 形式客車（デ 963 形式電車）

C57 形式蒸気機関車

クハ 481 形式電車
（485 系電車）

ぜん こう ごう き かん しゃ

EF55 形式電気機関車

善光号機関車
(1290 形式 )
そうぎょうき

きゃくしゃ

創業期の客車
ED75 形式電気機関車

レムフ 10000 形式貨車

日

コキ 50000 形式貨車

1 号機関車 (150 形式 )

至エントランス

EF66 形式電気機関車

キハ 41300 形式気動車

クモハ 40 形式電車
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オハ 31 形式客車

マイテ 39 形式客車

オリジナルマップ＆ガイドを作ろう！

来館日

月

名前

車両ステーションをまわってみよう！

チェック＆ 解説してみよう！

年

1. 車両ステーションで見た車両をチェックしてみよう！

2. 好きな車両を 1 つ選んで解説してみよう！
好きな車両の写真を貼るかイラストを描こう！

１号機関車 (150 形式 )

ED40 形式電気機関車

マイテ 39 形式客車

創業期の客車

ハニフ 1 形式客車
（デ 963 形式電車）

オハ 31 形式客車

弁慶号機関車
(7100 形式 )

開拓使号客車
( コトク 5010 形式 )

善光号機関車
(1290 形式 )

9850 形式蒸気機関車

ナデ 6110 形式電車

ED17 形式電気機関車

キハ 41300 形式気動車

C51 形式蒸気機関車

クモハ 40 形式電車

C57 形式蒸気機関車

EF55 形式電気機関車

EF58 形式電気機関車

●列車名
●年代
ナハネフ 22 形式客車
（20 系客車）

ED75 形式電気機関車

クハ 181 形式電車
（181 系電車）

クモハ 101 形式電車
（101 系電車）

21 形式新幹線電車
（0 系新幹線電車）

222 形式新幹線電車
（200 系新幹線電車）

クハ 481 形式電車
（485 系電車）

コキ 50000 形式貨車

モハ 484 形式電車
（485 系電車）

レムフ 10000 形式貨車

クモハ 455 形式電車
（455 系電車）

●解説

EF66 形式電気機関車

●好きになった理由

1 号御料車 ( 初代 )

2 号御料車 ( 初代 )

7 号御料車

9 号御料車

10 号御料車

12 号御料車
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日
歳

