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開催について（ご案内） 
 

 

 大阪市立自然史博物館では、平成 30年 3月 10日（土）から 5月 6日（日）まで、特別展「恐竜の

卵 ～恐竜誕生に秘められた謎～」を開催します。 

 

◇ 

 

日本初公開の卵や化石も登場！ 

世界から集まった恐竜の「卵」から、 恐竜の “ナゾ”にせまる！ 

 

1億6000万年以上という長い時代、繁栄し続けた恐竜。恐竜はどうやって子孫を増やし、これほど長

く繁栄していったのか。恐竜の卵や巣の化石から、そのナゾを解き明かします。 

 近年、恐竜の卵や巣の化石は中国大陸を中心に数多く見つかり、様々な恐竜が独自の方法で産卵、

子育てをしていたことが分かってきています。本展では、卵による恐竜の誕生をメインテーマに、多

様な恐竜コレクションを所蔵する中国の浙江自然博物館から借り受けた恐竜の卵や巣の実物化石を

はじめ、それらの親や幼体の標本などを一堂に展示。さらに、恐竜の産卵の方法、営巣のしかた、抱

卵行動の進化、生まれたばかりの幼体といった、産卵から孵化までの過程などについて、最新研究を

踏まえて紹介します。 

 

同時資料提供 
 
大阪市政記者クラブ 
大阪科学･大学記者クラブ 
大阪教育記者クラブ 
南大阪記者クラブ 
関西レジャー記者クラブ 

○開幕前日の平成30年３月９日（金）午後０時30分よりプレス内覧会を、午後２時00分より

開会式・一般内覧会を、大阪市立自然史博物館で行います。別紙の「プレス内覧会、開会式・

一般内覧会 取材申込書」にて、平成30年３月７日（水）までにFAXでお申込みください。 

 

○広報画像および読者プレゼント用招待券もご用意しています。別紙の「広報画像・読者プレ

ゼント用招待券 申込書 」にて、FAXでお申込みください。※読者プレゼント用招待券のお申込みは

３月９日（金）まで 
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会期：2018年3月10日（土）-  5月6日（日） 
会場：大阪市立自然史博物館 ネイチャーホール 

               （花と緑と自然の情報センター2階） 

日本初公開の卵や化石も登場！ 
世界から集まった恐竜の「卵」から、 恐竜の ❝ナゾ❞にせまる！ 

 

 1億6000万年以上という長い時代、繁栄し続けた恐竜。恐竜は、どうやって子孫を増やし、 
これほど長く繁栄していったのか。恐竜の卵や巣の化石から、そのナゾを解き明かします！ 
近年、恐竜の卵や巣の化石は中国大陸を中心に数多く見つかり、様々な恐竜が独自の方法で産卵、
子育てをしていたことが分かってきています。 
 本展では、卵による恐竜の誕生をメインテーマに、多様な恐竜コレクションを所蔵する中国の 
 

浙江自然博物館から借り受けた恐竜の卵や巣の実物化石をはじめ、それらの親や幼体の標本などを
一堂に展示。さらに、恐竜の産卵の方法、営巣のしかた、抱卵行動の進化、生まれたばかりの幼体
といった、産卵から孵化までの過程などについて、最新研究を踏まえて紹介します。 

せっこう 
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大きさも形も様々な、 
発掘された恐竜の卵が勢ぞろい！  
現在の動物の卵と比べてみよう！ 

【１】 様々な卵とその研究 

 
様々な形をした卵化石 

※一部、内容が変更される場合があります。ご了承ください。 

【２】 恐竜の卵と巣の進化 

トロオドンの巣 トロオドン生体復元模型 

トロオドン全身骨格 

みどころ 

トルヴォサウルスの巣 
復元画／月本佳代美 

トルヴォサウルス全身骨格 

貴重な恐竜の卵や巣と、大人や子どもの骨格化石。 
化石に残された手がかりから、 
恐竜から鳥類への進化の謎に迫る！ 
 
■羽毛恐竜「トロオドン」の全身骨格と巣の化石 
トロオドンは北アメリカに生息していた羽毛恐竜。  
ノコギリ状の大きな歯があることから、「傷つける歯」
という意味の名前がつけられました。現在の鳥と最も近
縁な恐竜の一種と考えられています。 
成体や胚の骨格と、卵や巣が複数見つかっており、繁殖
方法の研究が最も進んだ恐竜のひとつです。トロオドン
の卵は、長径が約15cmで、鳥の卵に似た細長い楕円形。
産卵期のたびに同じ巣を繰り返し利用していたことや、
抱卵していたことがわかっています。 
 
 
■巨大肉食恐竜トルヴォサウルスの全身骨格も登場 
ヨーロッパ最大級のジュラ紀後期（約1億6000万年前）
の肉食恐竜。 
「トルヴォ」は「野蛮な」を意味するラテン語で、全長
は9～10m あり、平均的なアロサウルスをしのぐ大きさ
だったと推測され、ステーキナイフのような歯、太くて
強力な前あしが特徴的です。 
巣の化石に残された胚からは、卵からかえる前の頭骨や 
せきついこつ 

脊椎骨が確認され、その成長過程が明らかになりました。 

トルヴォサウルスの胚と巣の化石 
（胚化石の拡大） 

触れる卵の 
実物化石もあります！ 
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会期：2017年7月25日（火）- 9月3日（日） 
会場：大阪南港ＡＴＣホール 

恐竜はどのように巣を作っていたのか？ 

恐竜の生態を示す様々な状態の巣の化石をもとに、 

その様子を再現！ 

子育て恐竜、動くマイアサウラの親子ロボットも登場！！ 

隣り合って発見されたオヴィラプトロサウルス類の巣や骨格と 
ハドロサウルス類の巣 

【3】 東アジアの恐竜営巣地 

親と考えられる骨格と 
一緒に見つかった巣の化石 

 <本件に関するご取材・ご掲載のお問い合わせ先> 
 「恐竜の卵」事務局 担当：和田 ・杉本<㈱Nene Laco.（ネネラコ）> 

Tel／080-4762-1889    Fax／06-7635-7587 Mail／info@nenelaco.com 

展覧会名 ： 特別展「恐竜の卵 ～恐竜誕生に秘められた謎～」 
 
会期   ： 2018年3月10日（土）～5月6日（日）        
会場   ： 大阪市立自然史博物館 ネイチャーホール<花と緑と自然の情報センター2階> 
        （〒546-0034 大阪市東住吉区長居公園1-23） 
 
開場時間 ： 9:30～17:00（最終入場は16:30） 
休館日  ：   3月12日（月）・19日（月）・26日（月） 
       4月  9日（月）・16日（月）・23日（月） 
 
料金   ： 大人 1,300円（1,100円）、高大生 800円（600円） 
                    ※（ ）内は前売並びに20人以上の団体料金。 

        ※中学生以下、障がい者手帳等をお持ちの方（介護者1名を含む）は無料（要証明） 
                        ※上記特別展入場料で、自然史博物館常設展（大人300円、高校・大学生200円）も入場可能 
                        ※特典付前売券は2018年1月27日（土）から、数量限定発売（当日料金と同じ） 
                        ※一般前売券は2018年2月10日（土）から3月9日（金）まで主なプレイガイドで発売 
 

主催   ： 大阪市立自然史博物館、読売新聞社 
後援   ： 駐日中国大使館、大阪府教育委員会、 大阪市教育委員会、（一社）大阪市私立保育園連盟、 
       （一社）大阪市私立幼稚園連合会、大阪府公衆浴場業生活衛生同業組合 
 

特別協力 ： 浙江自然博物館、福井県立恐竜博物館 
協力   ： 岐阜大学応用生物科学部、天王寺動物園 
 
公式HP   ： dinoeggs.jp/ 
お問合せ ： 大阪市立自然史博物館 TEL.06-6697-6221 HP. http://www.mus-nh.city.osaka.jp/ 

▼▼ 開催概要 ▼▼ 

トロオドンから生まれた 
イクメンキャラクター 
 

トロおとん 

せっこう 

日本初公開 

日本初公開 



報道用写真資料の掲載をご希望の方は、別紙申請書に必要事項をご記入の上、 
本展事務局までFaxかMailにてお申し込みください。 
 

※写真はイメージです 

展覧会オリジナル 
光る★金の卵シール（反射ステッカー） 

展覧会オリジナル  
emaのど飴・グレープ味 

【数量限定！特典付前売券は1月27日（土）より販売開始】 

特典は、ローソンチケットは展覧会オリジナル「e-maのど飴」、 
セブンチケットは展覧会オリジナル「光る★金の卵シール（反射ステッ
カー）」です。数がなくなり次第、販売終了します。 
 

大人 1,300円、高大生 800円 
 
※いずれの特典も会期中、会場内特設グッズショップにてお引き換え。 
※購入時に手数料がかかる場合があります。 
 なお、一般前売券は2月10日（土）から販売開始（3月9日（金）まで） 

【広報画像の使用申請について】 

【読者プレゼント用招待券のご提供について】※お申込み締切り3月9日（金）まで 

貴媒体の読者・視聴者向けに、招待券（5組10名様分）をご提供させていただきます。 
ご希望の方は、別紙申請用紙にご記入の上、 
本展事務局までFaxかMailにてお申し込みください。 
  

 ※またお手数ですが、掲載媒体を１部お送り下さいますよう、よろしくお願い申し上げます。 
  同掲載媒体と交換に、貴社宛に招待券をご送付させていただきます。 

 

 <本件に関するご取材・ご掲載のお問い合わせ先> 
 「恐竜の卵」事務局 担当：和田 ・杉本<㈱Nene Laco.（ネネラコ）> 

Tel／080-4762-1889    Fax／06-7635-7587 Mail／info@nenelaco.com 

トロオドンの巣 復元画／月本佳代美 

このチケットだけの限定商品 
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本展の展示物等の画像を、広報素材としてご提供いたします。 

こちらの返信用紙に必要事項をご記入のうえ、下記本展事務局までご返信ください。  

※下記素材以外の画像が必要な場合は、別途お問い合わせ願います。   

＜画像使用に際しての注意＞  

 ■本展広報目的でのご使用に限ります（会期終了まで）。 

 ■展覧会名、会期、会場名、画像クレジット（リスト参照）を必ず掲載してください。  

 ■本展会期中であっても、再放送や転載をされる場合は個別に申請くださいますようお願いいたします。  

 ■基本情報、会期などの確認のため、ゲラ刷り・原稿の段階で事務局までお送りいただきますよう、 

  お願いいたします。  

 ■掲載、放送後は必ず、掲載誌、同録テープを、本展事務局へ１部お送り願いいたします。  

■広報画像・読者プレゼント用招待券 申込書 

 <本件に関するご取材・ご掲載のお問い合わせ先> 
 「恐竜の卵」事務局 担当：和田 ・杉本<㈱Nene Laco.（ネネラコ）> 

Tel／080-4762-1889    Fax／06-7635-7587 Mail／info@nenelaco.com 

No. クレジット　※復元画／月本佳代美はまとめてもOK

□ 1 ロゴ／クレジット掲載不要

□ 2 メインビジュアル／クレジット掲載不要

□ 3 トロオドンの巣の様子　復元画／月本佳代美

□ 4 トロオドンの巣

□ 5 トロオドンの復元画　復元画／月本佳代美

□ 6 トロオドン全身骨格

□ 7 様々な卵や巣の化石

□ 8 トルヴォサウルス全身骨格

□ 9 トルヴォサウルスの巣　復元画／月本佳代美

③トロオドンの巣の様子 
 復元画／月本佳代美 

①ロゴ 
 ※クレジット掲載不要 

②メインビジュアル 
 ※クレジット掲載不要 

④トロオドンの巣 

⑤トロオドンの復元画 
 復元画／月本佳代美 

⑧トルヴォサウルス全身骨格 

⑨トルヴォサウルスの巣 
 復元画／月本佳代美 

⑥トロオドン全身骨格 ⑦様々な卵や巣の化石 
 ※単品での使用可能 

 貴 社 名 ：          

 媒 体 名 ：                   ／ 掲載コーナー・特集名:                        

 掲載予定：        月        日 発売  （      号）／ 発行部数                部   

 ご当者名：    

 連  絡 先：  

 電      話：                  ／ FAX：            

 E – mail：   

 チケット希望： 読者プレゼントとして5組10名分を □ 希望する   □希望しない 

 チケット送付先： 〒     



FAX送り先   ／  ０６-７６３５-７５８７ 
MAIL送信先 ／ info@nenelaco.com 

                                                 「恐竜の卵」 事務局 行 

          

 【日 時】 

   プレス内覧会   ／ 3月9日（金）  12:30～（12:00～受付） 

   開会式・一般内覧会／ 3月9日（金）  14:00～（13:30～受付） 

  【場 所】    
   大阪市立自然史博物館 ネイチャーホール <花と緑と自然の情報センター2階> 
   （大阪市東住吉区長居公園1-23） 

  【プレス受付】 

   プレス内覧会   ／ 集会室 ※博物館通用口からお越しください。お部屋へご案内します。 

     開会式・一般内覧会／ 会場入口 プレス受付 ※直接会場へお越しください。 

    【会場アクセスマップ】 

 

 

 

 

 

 

 

ご出欠 □プレス内覧会ご出席   □開会式・一般内覧会ご出席   □どちらもご出席    

代表者氏名   

媒体名 
 
                           露出予定：        月        日 

貴社名／部署名   

TEL   FAX   

MAIL   携帯   

ご取材人数 計      名 撮影方法 ENG ・ スチール ・ 無し 

ご要望 
ご質問など 

※別途取材をご要望の際は、その旨をご記載ください 

 

■プレス内覧会、開会式・一般内覧会 取材申込書 
  ※ご取材にお越しいただける場合は、3月7日(水)までに本票にてご返信ください 

 <本件に関するご取材・ご掲載のお問い合わせ先> 
 「恐竜の卵」事務局 担当：和田 ・杉本<㈱Nene Laco.（ネネラコ）> 

Tel／080-4762-1889    Fax／06-7635-7587 Mail／info@nenelaco.com 

mailto:info@nenelaco.com

